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遠鉄バス

龍潭寺にお越しの方

舘山寺温泉⇔大河ドラマ館　片道運賃（均一）
大人400円 小学生200円

大河ドラマ館⇔龍潭寺　片道運賃（均一）
大人250円 小学生 130円

大河
ドラマ館 気賀駅前 龍潭寺

10:15 10:17 10:30
11:15 11:17 11:30
12:15 12:17 12:30
13:15 13:17 13:30
14:15 14:17 14:30
15:15 15:17 15:30
16:15 16:17 16:30

龍潭寺 気賀駅前 大河
ドラマ館

10:45 10:58 11:00
11:45 11:58 12:00
12:45 12:58 13:00
13:45 13:58 14:00
14:45 14:58 15:00
15:45 15:58 16:00
16:45 16:58 17:00  

舘山寺温泉 ウェルシーズン
浜名湖

浜名湖
パルパル　　　

浜名湖
ベイストリート 動物園 大河

ドラマ館

8:30 8:30 8:31 8:32 8:33 8:50
9:00 9:00 9:01 9:02 9:03 9:20
9:30 9:30 9:31 9:32 9:33 9:50
10:30 10:30 10:31 10:32 10:33 10:50
13:30 13:30 13:31 13:32 13:33 13:50

大河
ドラマ館 動物園 浜名湖

ベイストリート
浜名湖

パルパル　　　
ウェルシーズン

浜名湖 舘山寺温泉

12:10 12:27 12:28 12:29 12:30 12:30
14:10 14:27 14:28 14:29 14:30 14:30
15:10 15:27 15:28 15:29 15:30 15:30
16:10 16:27 16:28 16:29 16:30 16:30
17:10 17:27 17:28 17:29 17:30 17:30

舘山寺温泉⇔大河ドラマ館大河ドラマ館⇔龍潭寺　

◆路線バスは、後乗り・前降り（運賃後払い）となります。
◆運賃箱からお釣りは出てまいりませんので、1,000円以下は車内の両替
機をご利用ください。（※2,000円以上の高額紙幣は、事前に両替をお願
いいたします。）
◆他社交通系ＩＣカード乗車券は、ご利用いただけません。

ご乗車にあたっての注意事項

2,300円2,300円(税込） 大河ドラマ館入場券 600円
龍潭寺拝観券 500円
遠鉄バス・電車1日フリー乗車券 1,540円
天竜浜名湖鉄道1日フリー乗車券1,700円

合計 4,340円

(税込）

(税込）

(税込）

(税込）

(税込）

※大人券のみ

発売所有効期間 遠州鉄道（浜松駅前バスターミナル乗車券センター、新浜松駅 等）
天竜浜名湖鉄道（掛川駅、新所原駅 等）

お得な乗車券発売中！
いいね

！

2,040円お得！2,040円お得！47%OFF

2017年1月15日　 ～2018年1月14日 のうち1日日 日

浜松駅15 のりば 
44伊平・渋川行き（日中 1 時間あたり1 本）45奥山行き（日中 1 時間あたり2 本）

最寄バス停

♦「井
い い の や ぐ う ま え

伊谷宮前」 （44 伊平・渋川行きの一部便のみ） 大人 670 円 小学生 340 円 
♦「神

じ ん ぐ う じ
宮寺」 （45 奥山行きの全便） 大人 680 円 小学生 340 円

大河ドラマ館にお越しの方
浜松駅15 のりば 
40気賀駅前行き

（日中 1 時間あたり2 本）　
40三ヶ日車庫行き

（日中 1 時間あたり1 本）
※途中バス停（聖隷三方原病院）止まりの
　便がありますので、ご注意ください。
最寄バス停

♦「気
き が え き ま え

賀駅前」（40 気賀駅前行き）
  大人 650円 小学生 330円
♦「片

かたまち
町」（40 三ヶ日車庫行き）

  大人 650円 小学生 330円

舘山寺温泉にお越しの方
浜松駅 1 のりば 
30舘山寺行き（日中 1 時間あたり4 本）
最寄バス停

♦「舘
かんざんじおんせん

山寺温泉」
　大人 610 円　小学生 310 円

で、電車 ゆ りか の地虎直伊井 へ！

遠州鉄道線（日中 12 分間隔）

新浜松～西鹿島

遠鉄バスコールセンター	053-455-2255　平日7：30〜19：00　土日祝8：00〜19：00
遠鉄バスホームページ	 http://bus.entetsu.co.jp	遠鉄バスに関するお問い合わせ

遠鉄バス 検索

バス遠鉄



257

井伊谷川井伊谷川

渭伊神社渭伊神社
天白磐座遺跡天白磐座遺跡

地域遺産センター地域遺産センター
井伊氏居館跡井伊氏居館跡

井殿の塚井殿の塚

井伊谷城跡井伊谷城跡

共保公出生の井戸共保公出生の井戸

龍潭寺龍潭寺
井伊谷宮前バス停井伊谷宮前バス停

妙雲寺妙雲寺

井伊谷宮井伊谷宮

神宮寺バス停神宮寺バス停

龍潭寺バス停
（大河ドラマ館行き）
龍潭寺バス停
（大河ドラマ館行き）

井伊谷バス停井伊谷バス停

井伊谷バス停井伊谷バス停北神バス停北神バス停

奥山奥山(( ))45

伊平・渋川)伊平・渋川)((44

片町バス停片町バス停

細江図書館細江図書館
気賀関所気賀関所 北区役所北区役所

気賀駅気賀駅

大河ドラマ館大河ドラマ館

駅構内の踏切を渡る駅構内の踏切を渡る
気賀駅前バス停気賀駅前バス停

大河ドラマ館バス停
（龍潭寺・舘山寺温泉行き）
大河ドラマ館バス停
（龍潭寺・舘山寺温泉行き）

平日
時刻 気賀駅前行き 三ケ日車庫行き

8 07（学）　20　40 00
9 20　40 00
10 20　40 00
11 20　40 00　30
12 20　40 00
13 20　40　50（学） 00
14 20　40　50（学） 00　30（学）

土日祝
時刻 気賀駅前行き 三ケ日車庫行き

8 15　45 30
9 15　45 00
10 20　40 00
11 20　40 00
12 20　40 00
13 20　40 00
14 20　40 00

（学）印…平日開校日のみ運行

所要時間60分　大人670円　小学生340円

所要時間60分　大人650円　小学生330円

所要時間60分　大人680円　小学生340円

大河ドラマ館

龍潭寺
平日

時刻 44  伊平・渋川行き 45  奥山行き

8 55 15　35
9 55 15　35
10 55 15　35
11 55 15　35
12 55 15　35
13 55 15　35
14 15　35

土日祝
時刻 44  伊平・渋川行き 45  奥山行き

8 55 20
9 55 20
10 55 15　35
11 55 15　35
12 55 15　35
13 55 15　35
14 15　35

のりば発15

伊平・渋川行き「井伊谷宮前」バス停下車

気賀駅前行き「気賀駅前」バス停下車/三ケ日車庫行き「片町」バス停下車

奥山行き「神宮寺」バス停下車44

40

45のりば発15

浜松駅時刻表

施設名 浜松駅のりば 行き先 最寄りバス停 浜松駅からの運賃
浜松城 1 15 全便 市

しやくしょみなみ
役所南 大人 120 円　小学生 60 円

引間城跡（浜松元城町東照宮） 13 14 全便 浜
はままつじょうこうえんいりぐち

松城公園入口 大人 150 円　小学生 80 円
犀ケ崖資料館 15 全便 さいが崖

がけ 大人 180 円　小学生 90 円
五社神社　諏訪神社 3 全便 教

きょういくぶんかかいかん
育文化会館 大人 120 円　小学生 60 円

松下屋敷跡 8  90  92  93  96  97  掛塚方面 頭
ず だ じ

陀寺 大人 210 円　小学生 110 円

徳川家康ゆかりの地へのアクセス

施設名 浜松駅のりば 行き先 最寄りバス停 浜松駅からの運賃
浜松市博物館 2 　 0 　蜆塚・佐鳴台 博

はくぶつかん
物館 大人 230 円　小学生 120 円

中田島砂丘　浜松まつり会館 6 　 4 　中田島 中
なかたじまさきゅう

田島砂丘 大人 280 円　小学生 140 円
はままつフラワーパーク 1 　30　舘山寺 フラワーパーク 大人 560 円　小学生 280 円

はままつフルーツパーク時之栖 16 46 46 - テ  都田（フルーツパーク行き） フルーツパーク 大人 690 円　小学生 350 円

その他観光地へのアクセス

大河
ドラマ館
付近

龍潭寺
付近

天竜浜名湖鉄道
西鹿島発　 気賀着
　8：35 　9：07
　9：56 10：24
10：53 11：21
11：51 12：21
12：52 13：18
13：53 14：20

遠鉄電車
新浜松発　 西鹿島着
　7：48 　8：21
　9：12 　9：45
10：12 10：44
11：12 11：44
12：12 12：44
13：12 13：44

遠鉄
新浜松駅

天浜線
西鹿島駅

遠州鉄道 天竜浜名湖鉄道
約30分気賀駅まで

新所原行き→西鹿島行き→

乗り換え
徒歩すぐ

約32分西鹿島駅まで

遠鉄
西鹿島駅

天浜線
気賀駅

電車で直虎ゆかりの地へ！　西鹿島駅での乗り換え案内

平成 29 年 3 月 4 日現在

※遠鉄電車は日中12分間隔にて運行
※上記以外の時間帯につきましては時刻表をご確認ください。

大人470円　小学生240円 大人530円　小学生270円

乗
り
換
え

井伊直虎ゆかりの地へのアクセス
施設名 浜松駅のりば 行き先 最寄りバス停 浜松駅からの運賃

蜂前神社 15 　44 伊平・渋川　45 奥山 祝
ほ う だ

田 大人 570 円　小学生 290 円
井伊谷宮　共保公出生の井戸 15 　44 伊平・渋川 井

い い の や ぐ う ま え
伊谷宮前 大人 670 円　小学生 340 円

井殿の塚　井伊氏居館跡 15 　44 伊平・渋川　45 奥山 井
い い の や

伊谷 大人 670 円　小学生 340 円
井伊谷城跡　地域遺産センター 15 　45 奥山 神

じ ん ぐ う じ
宮寺 大人 680 円　小学生 340 円

渭伊神社　妙雲寺　天白磐座遺跡 15 　45 奥山 北
ほくじん

神 大人 690 円　小学生 350 円
竜ヶ岩洞 15 　45 奥山 竜

りゅうがしどういりぐち
ヶ岩洞入口 大人 690 円　小学生 350 円

方広寺 15 　45 奥山 奥
おくやま

山 大人 690 円　小学生 350 円


