
湯布院

■インターネットでのご予約は
あっとバスで

☎0120-489-939
☎092-734-2727

九州高速バス予約センター

※携帯・PHS・IP電話からは
（8：00～19：00）

高速バス 時刻表

유후인⇔후쿠오카 (텐진, 하카타, 후쿠오카 공항）　　
YUFUIN⇔FUKUOKA（Tenjin,Hakata,Fukuoka Airport）

☎0977-84-3145亀の井バス由布院駅前バスセンター
（7：30～18：00）

■ご予約のお問い合わせは 예약문의  Reservation

1日19往復

2017年8月1日現在

座席指定制
（要予約）
(Reseruations required)
좌석 지정제(예약 필요)

座席指定制
（要予約）
(Reservations required)
좌석 지정제(예약 필요)

（ゆふいん号）
福岡

天神から：約2時間20分
博多から：約2時間
福岡空港から：約1時間35分

金鱗湖

福岡

■インターネットでのご予約は
あっとバスで

2017年8月1日現在高速バス 時刻表

후쿠오카 (후쿠오카 공항, 하카타, 텐진）⇔유후인
FUKUOKA（Fukuoka Airport,Hakata,Tenjin）⇔YUFUIN

オープントップバス

☎0120-489-939
☎092-734-2727

九州高速バス予約センター

※携帯・PHS・IP電話からは
（8：00～19：00）

☎0977-84-3145亀の井バス由布院駅前バスセンター
（7：30～18：00）

ノンストップ便

福岡空港（国際線）・博多・天神

■ご予約のお問い合わせは 예약문의  Reservation

福岡空港まで：約1時間35分
博多まで：約1時間55分
天神まで：約2時間15分

座席指定制
（要予約）
(Reservations required)
좌석 지정제(예약 필요)

1日19往復

（ゆふいん号）
湯布院

運賃表（大人片道） ●小児は大人運賃の半額です。端数は10円単位に切り上げます。

福岡～由布院駅前
 大人 5,140円
    （1枚あたり 2,570円）

■往復割引乗車券/ペア乗車券 
　  ※往路乗車日を含み10日間有効
　  （1人で往復・2人で片道）

福岡～由布院駅前
 大人 8,220円
    （1枚あたり 2,055円）

■4枚つづり回数券 
　  ※発売日を含み6ヶ月間有効

乗
降
可

■SUNQパス
SUNQパスは
九州＋下関のバス、
船舶乗り放題乗車券です。

SUNQパス 検 索詳しくは

西鉄天神高速バスターミナル
Nishitetsu Tenjin Express way Bus Terminal

福岡空港国際線
Fukuoka Airport International

筑紫野(二日市温泉入口)
Chikushino(Futsukaichi Onsen Iriguchi)

高速基山
Kosoku Kiyama

高速小郡大板井
Kosoku Ogori Oitai

高速甘木
Kosoku Amagi

高速日田
Kosoku Hita

高速天瀬高塚
Kosoku Amagase Takatsuka

玖珠インター
Kusu IC

九重インター
Kokonoe IC

道の駅ゆふいん
Michinoeki Yufuin

由布院駅前バスセンター
Yufuin-ekimae Bus Center（Sｔa.）

博多バスターミナル
Hakata Bus Terminal

路線図
ノンストップ便
Non-stop

各停便
Each-stop

乗
車
の
み

降
車
の
み

乗
車
の
み

降
車
の
み

ROUTE MAP 노선도 FARE　운임

●高速バス小荷物輸送サービス

●発送受付時間
西鉄天神高速バスターミナル（9：00～14：30）
博多バスターミナル（10：00～14：00）
由布院駅前バスセンター（10：00～16：30）
■荷物サイズ制限
重さ30kg以内、長さ1辺1ｍ以内、容積0.25㎥以内
※取扱できない荷物がございます。　※着払い不可。

福岡

1個 1,540円
～ 由布院駅前バスセンター
西鉄天神高速バスターミナル・博多バスターミナル（ ）

以下の区間で受付時間内の高速バスで利用できます。
発送から約3時間後に受け取ることができます。
※発送最終便についてはお問い合わせください。
※ノンストップ便のみの取扱いとなります。

「空港まで」と「空港から」が便利でおトクなきっぷです。
■羽田京急きっぷ ※発売日を含み10日間有効

福岡～湯布院 高速バス（往復）＋
羽田空港～品川・横浜間 京浜急行電鉄（往復）

往復 5,760円
羽田京急きっぷ　発売場所

●由布院駅前バスセンター　●京急線品川駅、横浜駅
●京急観光旅行センター／品川〔京急線品川駅構内〕
　アゼリア〔川崎地下街アゼリア内〕、ポルタ〔横浜東口地下街ポルタ内〕

高 速 基 山
Kosoku Kiyama

高速小郡大板井
Kosoku Ogori Oitai

高 速 甘 木
Kosoku Amagi

筑 紫 野 ( 二 日 市 温 泉 入 口 )
Chikushino(Futsukaichi  Onsen Ir iguchi)

西鉄天神高速バスターミナル・博多バスターミナル・福岡空港国際線
Nishitetsu Tenj in Express way Bus Terminal ,Hakata Bus Terminal ,Fukuoka Airport  Internat ional

高 速 日 田
K o s o k u  H i t a

高速天瀬高塚
Kosoku Amagase Takatsuka

玖珠インター
K u s u  I C

九重インター
K o k o n o e  I C

道の駅ゆふいん・
由布院駅前バスセンター
Michinoeki Yufuin,
Yufuin-ekimae 
Bus Center（Sｔa.）
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車内・床下トランクへの
お荷物持ち込みサイズ制限について
Baggage and carry-on policy, 
specific requirements for size and weight

차내·버스 트렁크에 반입할 수 있는 소지품 사이즈 제한에 대해
　
●総重量30kg、3辺の長さが
　2m以内の手回品のみ持ち込みいただけます。

※お一人様の手回品総数のサイズ
Allowed are baggages, which do not exceed a size of 2m 
(length, breadth, and depth)and 30 kg. 
※Size and number of carry-on baggage/personal belongings per person
총중량 30 kg, 3변의 합이 2 m 이내의 소지품만 반입할 수 있습니다. 
※승객 한 분의 소지품 총수 사이즈

●手荷物については各共同運行会社によって異なりますので、
　事前にお問い合わせください。

往復乗車券+
「Myべっぷワイドフリー2日間」引換券

■とりっぷきっぷ 別府・ゆふいん ※発売日を含み10日間有効

※高速バス「福岡･福岡空港～別府線」または「福岡･福岡空港～湯布院線」に
　乗車可能な往復乗車券と別府市内乗り放題の「Myべっぷワイドフリー2日間」
　引換券のセット

とりっぷきっぷ　別府・ゆふいん発売箇所

●西鉄天神高速バスターミナル　●博多バスターミナル
●福岡空港バスターミナル

「Myべっぷワイドフリー2日間」引換窓口

●別府北浜バスセンター　●鉄輸待合所
●由布院駅前バスセンター

大人 5,660円

（単位：円）


