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２０１３年６月７日（金）発信 ＜国土交通記者会、岩手県政記者クラブ、十和田市政記者会＞ 

 国際興業 広報室 焼野 ℡03-3273-1118  

十和田観光電鉄 乗合課 佐藤 ℡0176-23-6103 

 夜行高速乗合バス 七戸・十和田・八戸－池袋・東京線「シリウス号」 

７月１日、ダイヤ改正 岩手県軽米町に新規停車！ 

八戸－東京間 運賃 50％オフ 片道 4,750 円！「シリウス号お試しキャンペーン」を実施 

  
高速バス「シリウス号」と個席カーテンを新設した車内（一部車両、窓側席のみ・順次導入予定）  

国際興業グループ株式会社（本社：東京都中央区 社長：南正人）と十和田観光電鉄株式会社（本

社：青森県十和田市 社長：白石鉄右エ門）は７月１日、七戸・十和田・八戸～池袋・東京間の夜行

高速乗合バス「シリウス号」において、岩手県軽米町に新規停車等、下記のダイヤ改正を実施します。 

また「シリウス号お試しキャンペーン」を期間・席数限定（７月１日～９月３０日）で実施します。

キャンペーン運賃とネット割を併用した場合、八戸駅～東京駅(大人)は、通常片道運賃９,５００円の

ところ４,７５０円となります。これは新幹線と比べ約７割お得です。あわせてご予約受付開始日をご

乗車日の２ヶ月前からに変更し、事前に旅程を組み立てたいお客さまのニーズに応えます。ますます

便利でお得になった「シリウス号」を、この機会に是非ご利用下さい。 

１．ダイヤ改正概要 

改正日：平成２５年７月１日（月）出発便より 

○新たに「軽米インター」「十鉄三本木営業所」に停車します。両停留所とも利用者用駐車場完備。 

○八戸駅で青い森鉄道との接続を改善します。※列車の遅延等で接続できない場合があります。 

• 上り（七戸十和田発）八戸駅東口発を 21:55 → 22:05 に改正 

野辺地方面より青い森鉄道で、八戸駅 21:49 着 → シリウス号 八戸駅東口22:05発 

• 下り（東京発） 八戸駅東口着を 6:50 → 6:45に改正 

東京方面よりシリウス号で、八戸駅東口 6:45着 → 青い森鉄道 八戸駅6:56発 

○十和田市内の停留所が「十和田市駅」から「十和田市中央」に変わり、十和田市中心街へのアク

セスが便利になります。 

○ご予約の受付開始を、ご乗車日２ヶ月前の同日９：００からとします。 

２.「シリウス号お試しキャンペーン」概要（予約受付中） 

適用期間：平成２５年７月１日（月）～９月３０日（月）出発便 

内容：通常大人片道運賃より約５０％引き（ネット割併用時・席数限定） 

例）9,500円→４,７５０円（東京～八戸）／10,000円→５，０００円（東京～十和田・七戸） 

 購入方法：「発車オーライネットのＷＥＢ決済」 
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＜資料 高速バス「シリウス号」概要＞ 

１．運行系統 七戸十和田駅－十和田市中央－八戸ﾗﾋﾟｱﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ－八戸駅－軽米ｲﾝﾀｰ－池袋駅－東京駅（※主要停留所のみ） 

２．運行回数 １日１往復 【東京行】七戸十和田駅発 20:10【七戸十和田行】東京駅発21:30 

３．所要時間 七戸十和田駅から東京駅まで 11時間 5分 八戸駅から東京駅まで 9時間 10分 

４．運賃（要予約 座席指定制）※学割・ｼﾘｳｽ号お試しｷｬﾝﾍﾟｰﾝは他の割引との重複適用はできません。 

 軽米・八戸地区～池袋・東京 七戸・十和田地区～池袋・東京 

大人 小児 大人 小児 

片道 ９，５００円 ４，７５０円 １０，０００円 ５，０００円 

往復 １７，１００円 ８，５５０円 １８，０００円 ９，０００円 

学割(片道) ７，６００円  ８，０００円  

ｼﾘｳｽ号お試し 

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(片道) 
※発車ｵｰﾗｲﾈｯﾄ WEB 決

済のみ取扱 

（ﾈｯﾄ割併用時運賃） 

４，７５０円 

割引率５０％ 

２，３８０円 

割引率５０％ 

５，０００円 

割引率５０％ 

２，５００円 

割引率５０％ 

参考＜新幹線（通常期・片道）＞ 

１５,３５０円（八戸－東京） 

参考＜新幹線（通常期・片道）＞ 

１５,５６０円（七戸十和田－東京） 

５．使用車両 29 人乗り(ﾄｲﾚ付)・3列独立ｼｰﾄ ※繁忙期の増発便は 4列ｼｰﾄ、ﾄｲﾚ無し観光車 

６．ダイヤ改正前後の時刻表とバス停 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ 

※ｼﾘｳｽ号お試しｷｬﾝﾍﾟｰﾝは「発車ｵｰﾗｲﾈｯﾄの WEB 決済」のみ取扱。下記箇所では取り扱いません。 

[東京] 国際興業 高速バス予約センター 0570-048985 (年中無休 9:00-19:00) 

[八戸] 十和田観光電鉄 八戸営業所 予約センター 0178-43-4521 (年中無休 9:00-18:00) 

 

～6/30 

上り 

7/1～ 

上り 
 停留所名  

～6/30 

下り 

7/1～ 

下り 

20:05 20:10 乗 七戸十和田駅南口 降 8:40 8:40 

20:10 … 乗 七戸案内所（廃止） 降 8:35 … 

20:30 … 乗 十和田市駅（廃止） 降 8:15 … 

… 20:35 乗 十和田市中央（新設） 降 … 8：15 

|| || － 十和田富士屋ホテル 降 8:10 8:10 

20:40 20:45 乗 北里大学前 降 8:05 8:05 

… 20:50 乗 十鉄三本木営業所（新設）【駐車場】 降 … 8:00 

20:55 21:02 乗 六戸役場通り 降 7:50 7:48 

21:05 21:15 乗 イオンモール下田前 降 7:40 7:35 

21:30 21:40 乗 八戸ラピアバスターミナル 降 7:15 7:10 

21:35 21:45 乗 八戸中心街ターミナル(六日町)5 番のりば － || || 

|| || － 八戸中心街ターミナル(三日町)1 番のりば 降 7:05 7:00 

21:55 22:05 乗 八戸駅東口 [乗換：JR 八戸線・青い森鉄道線] 降 6:50 6:45 

22:10 22:20 乗 八戸インター 降 6:35 6:30 

… 22:40 乗 軽米インター（新設）【駐車場】 降 … 6:10 

6:25 6:50 降 池袋駅東口降車場 － || || 

|| || － 池袋駅東口 9 番 乗 22:20 22:00 

6:50 7:15 降 東京駅日本橋口 － || || 

… … － 東京駅八重洲南口 乗 21:50 21:30 


