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毎日あるぺん号

S102系統

八ヶ岳

美濃戸口「深夜着」の２系統

www.maitabi.jp/bus/pdf/

お申し込み
お問合せは

※ご予約前に次画面（次ページ）の条件をお読みください

<毎日あるぺん号>往路夜行／復路昼行

北部･南部 ルート

S101系統

八ヶ岳
赤岳口

<毎日あるぺん号>往路夜行／復路昼行

美濃戸口

深夜到着
専用休憩室で

半泊付（布団付）

美濃戸口に深夜到着。素泊まり（半泊）付きで、楽に登
山が楽しめます（1室3～5名の男女別相部屋）

■往路（夜行）東京出発日・・・現地早朝到着便

■往路（夜行）東京出発日・・・美濃戸口深夜到着便

7/6･13･14・20・26・27・28、8/1・2・3・4・8・9・
10・11・16・17・24・31、9/7･14・15・21・28、
10/4・5・6・12

4/27・28、5/2・3・4・5・18・25、6/1・8・15・22・29、
7/19･21･22･23・24・25・29・30・31、8/5･6・7・12・
13・14・15・18・19・20・21・22・23・25・26・30、9/1･
2・6・8・13・20・22・23・27・29・30、10/1・2・3・7・8・
19・26、11/2

●往路代金（大人）・・・こどもは各2,000円引き
①観音平､②美濃戸口5,000円
③桜平･唐沢鉱泉 車道分岐5,500円
④麦草ヒュッテ､⑤白駒池入口6,000円
（注）往路の下線日は新宿集合ができません

●往路代金（大人）半泊付6,000円（こども5,000円）

♥往復を同時購入のお客様で、美濃戸口に下山の方に
は八ヶ岳山荘の入浴券進呈。（右記の便も対象）

■復路（昼行）出発日・・・7/⑧のみ各地60分遅発

4/29・30､5/4・5・6・20・27､6/10・17・24､7/1・
⑧・15・16・21・22・23・27・28・29・30・31､8/1･2･
3･4･5･6･7･8･9･10･11・12・13・14・15・16･17･
18･19・20・25・26・27､9/1･2･9・16・17・22・23・
30､10/7・8・14・21・28､11/4
●復路代金（大人）・・・こどもは各2,000円引き
②美濃戸口から4,500円、
④麦草ヒュッテ・⑤白駒池から5,500円
※下線日は麦草ヒュッテが始発（9/9は白駒池が始発）

(注)但し運行２日前の正午の時点で、麦草発の予約人
数が０人の場合は美濃戸口が始発となりますので必ず
事前にご予約ください。

●各山小屋（2食付）とのセットがお得です。

13:50発

⑤白駒池入口 (復路は9/9の
み始発) ※⑤④の間は徒歩約25分
各山荘とも昼食営業中

(9/9のみ)

▼
▼

④麦草ヒュッテ(復路は下線日 14:00発
のみ乗車可=予約0の日は経由なし) (下線日)
昼食・喫茶・売店営業中
▼

▼
▼
③桜平･唐沢鉱泉 車道分岐
▼
※桜平まで約４km(歩程約2時間)
アルピコタクシー0266-71-1181
▼
▼
▼
②美濃戸口･赤岳登山口
八ヶ岳山荘玄関前(路線バス停では 14:55発
ありません) 入浴500円､昼食営業中
▼
▼
▼
①
観音平（駐車場）
編笠山
04:20頃
方面への最短登山口（トイレなし）
▼
▲ ※中型観光バスで運行 （往路は芦
▼
▲ 安・甲斐駒ルートと合同で運行）
▼
24:10発 京王八王子（経由）
（駅ビル前）

23:05発

新宿西口（経由）
（一部日程のみ）

メインターミナル
22:30発 竹橋（毎日新聞社）

22:00発

4月～11月運行

03-3216-5346 毎日企画サービス・バス総合予約センター

北八ツ、南八ツの各登山口に早朝到着で行動範囲
が広がります。

06:40頃
着
▲
▲
▲
06:30頃
▲
▲
▲
05:30頃
▲
▲
▲
05:00頃
▲
▲

八ヶ岳ルート

各登山口に「朝到着」＆

※当便は原則として２名様からの受付となります（1名様は
出発５日前以降に予約の可否をお問合せください）
※定員4～5名の部屋（2室）を確保しております（深夜着便
のお客様の中での男女別相部屋・布団付き）（入浴なし）
※８名様以上のグループ利用は増室の手配の都合上、お
早めにお申込みください。

♥往復を同時購入のお客様で、美濃戸口に下山の方には
八ヶ岳山荘の入浴券進呈。

■復路（昼行）出発日は

左記(北部･南部ルート)の復路をご覧ください

復路便は２ルート共通
深夜着 美濃戸口･赤岳登山口
02:15～ 八ヶ岳山荘正面玄関前 （朝食・昼食営 14:55発
02:30頃 業中、下山後の入浴は500円)
※他ルートと合同で運行

メインターミナル
22:30発 竹橋（毎日新聞社）

（7/8は15:55発）

▼
▼
新宿西口

係員が受付ご案内

▲

秋葉原→竹橋は連絡バス

22:00発

秋葉原駅前
（駅ロータリー）

（到着）

18:30頃着
休日・旧盆等は

19:30頃着

5/4・5・18・25、6/1・8・15・22・29、
8/26、9/2・23、10/8・19・26、11/2は
新宿西口集合も可能です（23：05発）

八ヶ岳の日
8/8

白駒池と
高見石

（到着）

18:30頃着
休日・旧盆等は

第2回 北八ヶ岳

係員が受付ご案内

森フェスティバル
前夜発(バス往復)とイベント・白駒荘2食付をセット

（駅ロータリー）

6/2（土）は山小屋毎に前夜祭。振舞い酒や記念
日限定のご馳走でおもてなしの山小屋も！
6/3（日）は正午から赤岳と北横岳で開山祭（参
加は自由）
■往路（夜行）東京出発日・・6/1（金）
●往路代金（大人）・・・こどもは各2,000円引き
①②5,000円、③5,500円、④⑤⑥⑦6,000円

■復路（昼行）出発日・・6/3（日）
●復路代金（大人）・・・こどもは各2,000円引き
⑥5,500円、③5,000円、②4,500円

●下記山小屋とのセット購入がお得です。

バスとセットで発売の山小屋（各1泊2食付）※
蓼科山荘、麦草ﾋｭｯﾃ、白駒荘、青苔荘、高見石小
屋、黒百合ﾋｭｯﾃ、根石岳山荘、オーレン小屋、夏沢
鉱泉、硫黄岳山荘、赤岳鉱泉、行者小屋、赤岳天
望荘、美濃戸山荘、八ヶ岳山荘、青年小屋
※バス往復＋宿泊（1泊）の合計額から800円引（往
路片道＋宿泊1泊は合計額から500円引）にて発売
(注)各施設が独自に行う割引との併用はできません。
(注)お客様が直接宿泊予約をされた場合は適用除外。

07:10頃
07:00頃
06:10頃
06:00頃
05:10頃
04:40頃
04:00頃
▲
▲
24:10発
23:05発

⑦白駒池入口

--15:00発
⑤スズラン峠（女ノ神茶屋前）
▼
④竜源橋
▼
③桜平･唐沢鉱泉（車道分岐） 15:50発
②美濃戸口 八ヶ岳山荘前 16:30発
①観音平
▼
▼
※中型観光バスで運行
▼
⑥麦草ヒュッテ

京王八王子（経由）

新宿西口

新宿西口（制限あり）

（到着）

竹橋（毎日新聞社）
22:30発 係員が受付ご案内

21:00頃着
ＪＲ中央線四方津
駅でも下車可能

http://www.tateshinakougen.gr.jp/yatu/
各山小屋の記念イベント情報は
八ヶ岳観光協会のアルペンナビ
（上記ホームページ）でチェック！

北アルプス･南アルプス･中央アルプス

登山バス情報（毎日あるぺん号ほか）
八ヶ岳の次にお出かけの山は？

秋葉原→竹橋は連絡バス

秋葉原駅前

八ヶ岳･開山祭号
おもてなしの山小屋に泊まってみよう

北八ツ 森ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
9/8-9白駒池

新宿西口

19:30頃着

<毎日あるぺん号>往路夜行／復路昼行

22:00発 秋葉原（駅ロータリー）

2012 八ヶ岳 三大イベント
開山祭
6/3

第
58
回

♥開山祭に関わらずどなた様でもご利用いただけます｡

●各山小屋（2食付）とのセットは更にお得です。

▲
▲

S110 （臨）

￥２４，０００ （完全予約制）
毎日企画サービスで発売いたします

<東京発便>（北アルプス）上高地、新穂
高、安曇野（燕岳・常念・蝶ヶ岳各登山
口）、栂池高原、白馬、扇沢、七倉ダム、立
山室堂、（南アルプス）畑薙第一ダム、戸台
口、芦安、白州尾白、（中央アルプス）駒ヶ
根菅の台、（奥日光）男体山、日光白根山
<大阪・京都発便>（北アルプス）上高地、
新穂高、栂池高原、白馬、扇沢、安曇野、
立山室堂

www.maitabi.jp/bus/pdf/
で、まとめてご覧いだだけます。

お申し込み・お手続きについてのご案内 （旅行条件要旨）
予約センター

平日（月～金）10：00～18：00 土曜（6～9月）10：00～12：00

（受付時間）

日曜祝日と上記以外の土曜は休業 （店舗・カウンターでは取扱いたしません）

毎日企画サｰビス
（毎日新聞旅行・東京）

東京

０３-３２１６-５３４６

大阪 ０６-６４５３-１２４５（東京へ転送）

■首都圏転送電話（６～９月の平日／月～金）11：00～17：00
立川042-526-3727 千葉043-246-9231 さいたま048-647-2657
横浜045-662-2893
■FAX 03-3214-2540（FAXでのご予約は7日前まで）

（料率）

旅行開始日の
前日から起算

①21日目前以前の解除
②20日前～8日前の解除
③7日前～2日前の解除
④旅行開始日前日の解除
⑤当日(営業時間内）解除
⑥出発後及び⑤以降の解除

登山バス(バスのみを予約)･夜行日帰り
プラン･当社企画実施の宿泊付き旅行

無料
（但し船車券・宿泊券は払戻手数料要)
旅行代金総額の30％
旅行代金総額の40％
旅行代金総額の50％
旅行代金総額の100％（返金なし）

■取消日とは当社の営業日・営業時間内に左記の電話にお申し出いただい
た日をいいます（利用されない場合は必ずお電話でお取り消しください) ■ご
返金はお客様の銀行口座への振込みとなります（送金料はお客様負担／現
金書留不可）（クレジットカード決済の場合はカードに返金）。なおJR・航空・バ
ス等の乗車船券類・宿泊券の払戻しは、各機関の定める取消料･払戻手数料
を差し引いた残額となります。 ■利用日・旅行種別・交通機関・宿泊施設等
を変更する場合も上記の取消しに準じます。※条件付き特例：バスのみをご
購入の場合、1回に限り、取消料を保留して利用日の変更が可能です（同一
会社の同一便に限ります)(但し２度目の変更若しくは取消しは上記の取消料
の対象となり、各々の便に対して取消料を申し受けます）→なおこの条件は企
画旅行（割引適用のパック商品）には適用できません。

(注)ＦＡＸ・メールでの取消・変更は無効です（お電話のみ）
※月曜午前中及び週初め・週末の午前中は電話集中により全回線が話し中になり大変ご迷惑を
おかけしております（午後～夕方の時間帯のお電話をおすすめいたします）
※ご利用がお決まりになりましてからご予約ください（カラ押さえ・見込み予約はご遠慮ください）

〔毎日あるぺん号・企画実施〕㈱毎日企画サービス（毎日新聞旅行・東京）
〒100-0003東京都千代田区一ツ橋1-1毎日新聞社内
観光庁長官登録旅行業第1280号 日本旅行業協会正会員 旅行業務取扱管理者・堂本暁生

【お支払先口座】 ・・口座名：毎日新聞旅行 （ご予約がお取りできましてからお振込みください）
①三菱東京UFJ銀行・本店 普通 ２６０６３０９ ②三井住友銀行・神田支店 普通 ２５９７３８２
※銀行ATMからお振込ください。なおご予約者（乗車ご本人様）のお名前でご送金ください。
※お振込み手数料（送金料）はお客様負担となります。
※クレジット通販（通信契約＝番号と期限のご申告）もできます（手数料はかかりません）

【登山バスについて】 ■ここに掲載のツアーは旅行会社が企画・実施する個人型旅行商
品です（ハイウェイバスではありません） ■全商品とも予約制です。 ■各ルートとも最少
催行人数に満たない場合は運行を取りやめます（又は中型・小型バスに変更して実施す
る場合もあります）（毎日あるぺん号の山岳路走行のルートは基本車両が中型バス） ■
車内にトイレはありません（途中のSAで休憩停車） ■道路（渋滞等）・気象条件による延
着の補償はできません（バス出発後に車道が通行止めになった場合は手前のバス停で
降車となりますが、ご利用いただきました区間の代金は申し受けます） ■現地の乗り物
（バス・ロープウェイ等）には接続しておりません。また、登山をされなかった場合でも代金
の払戻しはできません。 ■座席番号（座席表）は当日にご案内いたします（着席位置の
指定は一切お受けできません）（なお女性の単独者の隣席は女性になります） ■バスの
手荷物制限（登山ザック）は容積70リットル未満にご協力いただいております（容積を越え
る場合はご予約の際にお知らせください）（トランクへの積み込み・積み下ろしは乗務員の
指示のもと、お客様ご自身でお願いいたします)（自転車・楽器等の大型で特殊な荷物の
持ち込みはお断りいたします）。なお、バスに積み込む登山ザックの「外側」にはカップ・ス
トック・ピッケル等は取り付けませんようお願いいたします。

取消料

■インターネット予約決済も可能です：
バスのみをご利用のお客様で、予約と同時にオンライン決済（クレ
ジットカード）いただけるお客様に限り、(Web会員登録後）
http://www.maitabi.jp/bus/
で、７日前までWeb予約が可能です（片道ごとの手続きとなります）

【お申込み】 ■ご予約は、①乗車日（夜行便は始発の出発日）・ルート名・集合地と下車地・
人数・普通席かWシート（あるぺん号のみ）、②参加代表者の氏名・性別・年齢（生年月日）・
自宅住所・電話（自宅と携帯の両方）をお申し出いただきます。同行者についても各項目及
び、男女内訳（住所は省略可）をお知らせ願います（当日受付時の座席の組み換えは一切
できません） ■代金は事前にご入金いただきます（お振込又はクレジットカード通販）
【旅行条件要旨】 ■毎日あるぺん号及び同バスとのセット旅行は㈱毎日企画サービス（以下
当社）が企画・募集し実施いたします。さわやか信州号及び同バスとのセット旅行はアルピコ
交通㈱が企画・実施し毎日新聞旅行が受託販売いたします。お客様は当社と募集型企画旅
行契約を締結していただきます。 ■旅行契約の内容・条件は各商品ごとの条件の他、旅行
業法第12条に定める取引条件及び同法第12条の5に定める契約書面の内容によります。
■登山行動中（バス降車後）のお客様ご自身の事故・遭難等に関し、当社は一切の責任を
負いかねます。 ■旅行日程・集合案内につきましては募集パンフレットの記載内容をもって
確定書面（行程書）に替えさせていただきます。
※社会情勢の急変、目的地（道路環境を含む）の状況の変化によっては、スケジュール等を
予告なく変更する場合があります。 （旅行条件は2012年3月1日現在）

竹橋駅真上･毎日新聞社がメインターミナル（皇居のとなり）

JR秋葉原駅前 表示時刻の10分前集合

＜東京メトロ東西線（地下鉄）竹橋駅改札口から30秒〔1ｂ出口〕＞ 15分前集合

竹橋行き無料連絡バス（所要15分・自由席）
※路線バス、他社のバス等で混み合ってあります
（不安な方は竹橋にご集合ください）

毎日あるぺん号専用の集合場所です（こちらの集合場所をおすすめします）
レストラン街、コンビニは日曜休日閉店 （トイレも複数箇所にございます）

新宿西口･明治安田生命ビルの角 表示時刻の10分前集合

京王八王子駅ビル前(京王電鉄・本線終点）

地下通路経由、地上出口９番階段の上 （トイレはありません）
※バスを探して集合場所を移動されませんようお願いいたします。
※集合可能なルート・日にちは限定されておりますのでご注意ください。
（注）治安がよくありませんので極力竹橋への集合をおすすめしております。

Ｋ-８ビルの正面玄関前 表示時刻の10分前集合
※集合の日付にご注意ください（バスが始発地を出る日の深夜です）
※路線バスのバス停には並ばないようお願いいたします。

・集合地に新宿（経由）
と表示の場合でも、日
にちにより経由の設定
がない日がありますの
でご注意ください。
・なお週末等の新宿集
合は人数制限がありま
すのでご了承ください。
・駅周辺が混雑の場合
は新宿経由時刻が遅
れる場合があります。
高速バスターミナルでは
ありません。

（注）八王子集合は、集合の表示があるルートに限ります。
※京王電鉄終点・京王八王子駅の中央改札口を出てすぐ右側のエ
スカレーターで地上階に出た場所。
※東京を出たバスが八王子に向かいます。途中の工事渋滞等で経
由時刻が多少遅れる場合があります。（20分以上到着が遅れる場合
はお客様の携帯電話にお知らせする場合がありますので、携帯電
話の電源は切らずにお待ちください）
なお、下り電車で八王子に来られるお客様は、週末（特に金曜日）の
電車遅延にご注意ください。
（注）ＪＲ八王子駅と京王八王子は場所が離れております。
高速バスターミナルではありません。
ご注意：集合場所のご変更は当社の営業日・営業時間内に限り、お電話の
みで受付いたします（無連絡の変更はおやめください＝ご乗車できません）
※なお秋葉原から竹橋への変更のみ連絡不要です。

この集合場所は「毎日あるぺん号」のご案内です。さわやか信州号および他社の都市間高速バスは、場所・時刻とも異なりますのでご注意ください。

