昭和バスの乗り方ご案内

昭和

昭和自動車株式会社

バスの種類（乗降口）
＜高速バス＞
乗降口が一緒のタイプ
※ 降りる方優先

＜一般路線バス＞
乗降口が別々のタイプ

・中央ドアが乗り口・前方ドアが降り口
※一般路線バスでも乗降口が１ヶ所の車両もございます

行き先（方向幕）
佐賀駅バスセンター

降り口 ↓

↑乗り口

正面上部に“行先”が表示されてます。
ご乗車前に必ずご確認ください。
どのバスに乗ればいいのか解らない時は乗務員にお尋ねく
ださい。
ペットの乗車は、バスによって異なります。
詳しくは下記「ペット（愛玩用小動物）の取扱いについて」を
ご覧ください。

大きなお荷物をお持ちの方へ
74-1111

整理券（運賃後払い）

整
理
券

高速バスの場合、車内が混み合う時は大きな荷物やスーツ
ケースをバスのトランクに保管しますのでご乗車の際に乗
務員までお声掛けください。

バスご乗車の際 乗り口に設置してある整理券ＢＯＸより１人１枚
ずつ券をお取りください。
定期券・回数券ご利用の方もお取りください。
（ＩＣカードの方はカードをタッチ頂くので不要です）
整理券に印字されている番号で運賃が決まります。
※整理券をお取りにならないと始発地からの運賃を頂く場
ありますのでご注意ください

合が

整理券は降車時に、運賃（現金・回数券・乗車券等）と一緒に運賃箱に
投函して頂くものです。
折り曲げたり無くしたりしないよう、ご注意ください。

車内前方の「運賃表示機」があり
整理券番号の下に運賃が表示されます。

整運賃表示機（大人運賃）
唐
津
大
手
口

上段・・・整理券番号

整理券

下段・・・大人運賃（中学生以上）

280 210 160

運

小人運賃（小学生以下）は半額。
10円未満は切り上げ
幼児料金等は『運賃取扱い』を
ご確認ください。

賃
まで

次に停車するバス停

交通系ICカード

＜昭和バスＩＣカード対応路線＞
● からつ号・いまり号・いと･しま号

● 福岡県内全路線

現金の代わりに対応路線であれば下記１０種類のＩＣカードで昭和バスをご利用頂けます。

『nimoca』
西鉄バス電車・昭和バス

『PASMO』首都圏の鉄道・バス

『はやかけん』
福岡市営地下鉄

『ｍａｎａｃａ』名古屋中心の鉄道・バス

3000

ＩＣ

2790

『SUGOCA』
JR九州

『Ｓｕｉｃａ』
JＲ東日本

『PｉTａPａ』近畿圏などの鉄道・バス 『TOICA』ＪＲ東海
『ICOCA』ＪＲ西日本

乗車の際
カードの
残額が
表示されます。

降車の際

ＩＣ

運賃を引いた
カードの残額が
表示されます

『Ｋｉｔａｃａ』ＪＲ北海道

ICカードご利用の方は整理券を取らない代わりに乗車
の際、入口付近にある読み取り機械にＩＣカードをタッ
チしてください。

ピッ！ と音が鳴ったことを確認ください。

運転席横の運賃箱に設置してある機械にＩＣカードを
タッチしてください。

ピッ！ と音が鳴ったことを確認ください。

※複数でご利用の場合 ・ 障がい者手帳をお持ちの方 ・
割引クーポン券をお持ちの方はカードをタッチする前
に 必ず運転士へ申し出てください（運転士が機械を操作
した後にタッチ）タッチしてからは、その場での払い戻
し等ができませんのでご注意ください。

区間指定回数券等を併用して区間以外のバス停までご
利用の方は、乗車時のタッチは不要ですが、整理券をお
取りください。降車時に回数券を提示し、運転士へ「差額
はカードで」と申し出てください。
（運転士が機械を操作した後にタッチしてください）

降車ボタン

車内アナウンスにて次のバス停（降車バス停）が案内されましたら
座席の上もしくは横に設置してある『降車ボタン』を押してください。
運転士より「停車いたします」
確認のアナウンスがあります。

お降りの方は
このボタンを
押して下さい

両

お降りの方は
このボタンを
押して下さい

降車ボタンが押されないと
バスは停車しませんのでご注意ください。

バス車内で 千円札・５００円・１００円・50円硬貨の両替ができます。
※一万円札・五千円札・二千円札の車内両替はできません。
ご乗車前に千円札または硬貨をご準備ください

替

千円札 投入口
硬貨 投入口

ＩＣ

硬貨 受取口

お支払い
現金＆整理券

走行中の移動は危険です。
転倒防止の為
バスが停車している際に
両替を行ってください。

運賃表示機で金額をご確認頂き運賃箱に 整理券 と 現
金（おつり不可）または回数券・乗車券のいずれかを一
緒にご投入ください。

※整理券、回数券、乗車券等で お金を包んだり折り曲げ
たりしないで 投函ください※。
（投函時、運転士が確認できません）
定期券の方は 整理券を投入し
定期券面を運転士にハッキリ見せてください。

ＩＣ

ＩＣカードの方は ピッ！ と鳴るまでタッチ

ICカード

※複数利用、クーポン割引の場合、また障がい者の方で、
一般ＩＣカードをご利用の方は必ずタッチする前に
運転士へお声掛けください。
（ｎｉｍｏｃａ障がい者用ＩＣカードの場合は不要
です）運転士が操作してからタッチしてください。
※その場での返金ができませんのでご注意ください。

障がい者割引
＜割引該当者＞
◇

身体障がい者手帳の交付を受けている方及びその付添人

◇

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその付添人

◇

知的障がい者と判定された方で療育手帳の交付を受けている方及びその付添人

＜割引内容＞

運賃支払い時に手帳（コピー不可）をご提示頂くと

通常片道運賃・・・50％割引

定期券購入・・・30％割引

※他の割引制度との同時適用はできません。
※ｎｉｍｏｃａカード、その他交通系ＩＣカード利用の場合は必ずタッチする前に運転士へお声掛けください。
（ｎｉｍｏｃａ障がい者用ＩＣカードの場合は お声かけ不要です）

運賃取扱い

大人運賃
中学生（１２歳）以上は全て大人運賃

小人（小児）運賃

小学生は大人運賃の半額

※１０円未満の端数は１０円単位に切り上げ

小人（幼児）運賃

幼児（１歳以上～小学生未満）は大人運賃の半額
※１０円未満の端数は１０円単位に切り上げ
※但し、小学生以上のお客様と同乗の場合は
そのお客様１人につき幼児１人は無賃

乳児運賃

乳児（１歳未満）については無賃

※座席が込み合っている時は膝上に抱いてください。

運賃事例

● 大人１人 ＋ 小児１人 運賃

● 大人１人運賃（幼児１人無賃）

● 大人１人運賃（幼児＆乳児１人無賃）

● 大人１人＋幼児１人運賃（幼児１人無賃）

● 大人１人＋小児１人運賃（幼児１人無賃）

● 大人１人＋小児１人運賃（幼児２人無賃）

● 大人２人運賃（幼児２人無賃）

● 大人１人＋幼児２人運賃（幼児１人無賃）

小学生以上の同伴者が
無い場合の幼児は
有料となります。

● 小児１人運賃（幼児１人無賃）

● 幼児１人運賃

車内持ち込み品について
＜お一人様車内持ち込み可能サイズ（高速バス床下トランク含む）＞
◇総重量：３０キログラム以内
◇長 さ：２メートル以内

※車内、またはトランク内が荷物で混み合う場合、手荷物については、お一人様１個までとさせて頂きます。
※座席１人分を占める場合は、大人運賃の半額を頂く場合がございます。

＜車内持ち込みを禁止するもの（高速バス床下トランク含む）＞

◇総重量３０キログラム以上、長さ2メートル以上を超えるもの
◇危険物（火薬類、100グラムを超える玩具用煙火、引火性液体、セルロイド類、発火性物質、爆発物質、
放射性物質、腐食性物質、高圧ガス、有毒ガス及び有毒ガスを発生する恐れのある物質、多量のマッ
チ、電池（乾電池を除く）、死体等）
◇玩具用小動物、盲導犬、介助犬以外の動物（猛獣や爬虫類など）
◇通路、出入口または非常口をふさぐ恐れのあるもの、お客様の迷惑となる恐れのあるもの、または
車内を著しく汚損する恐れのあるもの。

＜高速バス 床下トランク内への持ち込みを禁止するもの＞

◇現金、貴金属、宝石類、有価証券等の貴重品及び高価品
◇時計、カメラ、パソコン、ガラス製品などの壊れやすい品物
◇他の物品を破損、汚損する恐れのあるもの
※紛失及び破損、汚損した場合でも、当社での責任は負いかねますのでご了承願います。

＜ペット（愛玩用小動物）の取り扱い＞

①高速バス（からつ号・いまり号・いとしま号）
⇒専用のケージ（入れ物）に入れて頂き、トランク内での持込み可能（座席不可）
②上記以外の路線バス
⇒専用のケージ（入れ物）に入れて頂き、車内への持込み可能
但し、他のお客様へご迷惑が掛からないよう、ご配慮ください。
（場合によっては、乗車・持込みをご遠慮いただく時もございます）

※ペットに異常が発生した際の責任は負いかねますのでご了承ください。
※混雑時のお持込みはご遠慮ください。
※盲導犬や聴導犬などの身体障害者補助犬および、それらと同等能力を有する動物は一緒にご乗車いただけます。
※猛獣および爬虫類等は乗車・持込み不可。

＜折りたたみ自転車の取り扱い＞

禁止サイズ以内及び、専用の袋に収納されている場合に限り持ち込み可能。
（高速バスの場合は、上記の状態で床下トランクのみ持ち込み可能となります。）
◆車内・トランク内の状態によっては、上記の条件を満たしていても持ち込みをお断りする場合がござい
ます。大きな荷物は事前に宅急便をご利用頂くなどご協力をお願い致します。
◆車内持ち込み品につきまして、万が一、他のお客様の荷物を破損・汚損された場合は、持ち込まれたお客
様ご自身で弁償して頂きますのでご了承願います。

車イス（電動含む）でのご乗車について
一般路線バス

● スロープがついている車両のみ車イス（電動含む）に乗ったままの乗車が可能です。
※スロープのついていない車両は乗車できませんのでバスをご利用の際には事前に
営業所へご連絡を頂けますようお願い致します。
高速バス「からつ号」
「いまり号」
「いと・しま号」

～平成29年4月1日より～
車イス(電動含む)は折りたたんでトランクに積み込み、お客様にはバス車内の座席に着席し
ていただきます。但し、ご乗車いただけるのは次の条件を満たすお客様とさせていただきます。
条件①

お一人で歩行できるお客様。
（車イスから降りて移動する・バス乗降口の段差を移動する・バスの座席に着席する）
または、介護者の付き添いがあり、介護者のお手伝いで乗降口の段差を移動できるお客様。
または、乗降バス停それぞれに乗降をお手伝いしていただける方がいるお客様。

条件②

折りたたみが可能な車イス（電動含む）であること。
（総重量３０ｋｇ以内で、折りたたんだ状態での三辺の長さが２ｍ以内に納まるもの）
■電動車イスの場合は、バッテリーを取り外しバス車内でお客様に管理していただきます。
＜乗車可能なバッテリー種類＞ニッケル水素バッテリー／リチウムイオン電池／防漏型蓄電池
※非防漏型蓄電池の電動車イスをご利用のお客様は、バッテリーから液漏れの可能性があるため、
乗車不可。

条件①、②の両方を満たしたお客様のみご乗車可能。

◇車イス(電動含む)はトランク内に積み込みますので、お荷物同様、破損・汚損等につきまし
て、その責任は負いかねます。
◇バス乗車時に車イス(電動含む)のお客様には、乗車条件を満たしているか確認をすること
があります。

◇車イス(電動含む)の積み込みに対応できない車両がございます。
確実にご乗車頂くため、バスをご利用の際には事前にご連絡を頂けますようお願い致します。
＜からつ号・いまり号＞ 唐津営業所（TEL）0955-74-1121
伊万里支所（TEL）0955-23-4184
＜いと・しま号＞
前原営業所（TEL）092-327-5611
※車イス(電動含む)のお客様より、介護者がいなくても単独でバスの乗降ができる旨の申告があった場合でも、

乗降の際に運転士もしくは運行管理者が単独では乗降できないと判断した場合は、乗車をお断りすることがあります。

バス乗車時のお願い
安全運行に心掛けておりますが、道路状況により、やむを得ず急ブレーキを掛ける場合がご
ざいます。また、減速はされていても停車や発車の“その瞬間”に席を立たれますと、転倒しや
すく思わぬ大ケガをする場合がございます。
車内マナーについてお客様のご理解とご協力をお願い致します。
① バス走行中の座席移動は大変危険ですのご注意ください。

② 転倒防止の為、
空席がある場合はできるだけ着席願います。

③ 空席が無い場合は手すりや吊革に シッカリ おつかまりください。

④ お体の不自由な方、ご高齢の方、小さなお子さま連れの方等には、
席をお譲り願います。

⑤ お一人でも多くのお客様に着席して頂けますようお荷物は棚に乗せるか膝の上・足元にお置きください。
⑥ 高速バスの場合、大きなお荷物はトランクへお願い致します。

できるだけ多くの方が正シートでご利用頂けるようご協力ください。

※ 乗車および降車共、運転士にお声掛け頂き、
荷物を受け渡しください。
※ 車両によってはトランクが小さくお断りする場合もございます。

⑦ 高速バスご利用の場合は必ずシートベルトをお締めください。
⑧ バス車内は禁煙となっております。

⑨ 携帯電話での通話はご遠慮ください。
（電源を切るかマナーモードでお願い致します）
⑩ 音楽を聴かれる方はイヤホンから音がもれないよう最少音量でお願いします。
⑪ 大声での会話は他のお客様のご迷惑となりますのでご配慮ください。

⑫ 座席シートを倒される際には後部席のお客様にご配慮
（お声掛け）
ください。

⑬ バス車内での回数券お求めや、お尋ねは安全のため停車中にお願い致します。

降車時にご購入の際は、他のお客様を先にお通し頂き、
最後にお求め願います。

⑭ 降車の際はお忘れ物がございませんよう、周囲をご確認ください。

⑮ 降車バス停付近でもバスが 完全に止まるまでは席を立たないでください。
ドアが開いてから席をお立ちください。
※ 停車や発車の“瞬間”が一番転倒しやすく危険です。

⑯ バスを降りる際の段差や道路縁石など足元にご注意ください。

⑰ バス前後からの道路横断は危険ですので周囲の安全をご確認ください

⑱ バスは一般道を走行するため、交通集中・他車事故・渋滞・天候等により止むを得ず遅れる場合がございます。

尚、
バスの遅れによる運賃の払戻しや、接続する交通機関の補償等は致しませんので、
あらかじめご了承ください。

⑲ 台風や大雪など天候事情や、高速道路の通行止め等により、バスは遅延のほか、到着地の変更・出発地への引き返し
・運休 等になる場合がございます。

この場合、到着地への遅れ以外は運賃の払戻しを行います。また、代替交通機関への振替輸送をもって、到着地（到

着地周 辺の安全な場所）へ運行を行う場合がございます。

■ 唐津営業所
■ 伊万里支所
■ 佐賀営業所

昭和バスに関するお問合せ先

ＴＥＬ：０９５５－７４－１１２１
ＴＥＬ：０９５５－２３－４１８４
ＴＥＬ：０９５２－６４－８６８０

■ 福岡営業所
■ 前原営業所

ＴＥＬ：０９２－６４１－６３９８
ＴＥＬ：０９２－３２７－５６１１

忘れ物や運行に関するお尋ねは各営業所までお問い合わせください。

昭和自動車株式会社

＜本社＞佐賀県唐津市千代田町２５６５－５

