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 ニュースリリース 

２０１０年１１月２５日発信 ＜十和田市政記者会・八戸市政記者クラブ＞ 

 国際興業(株)広報室 焼野 ℡03-3273-1118  

十和田観光電鉄（株）経営企画室 栁下 ℡0176-23-3131 

  

東北新幹線「七戸十和田駅」開業 

高速バス「シリウス号」を七戸十和田駅まで延伸  

 八戸駅東口に新規乗り入れ、学割運賃も導入 

十和田富士屋ホテルでシリウス号利用客向け着地サービス「ショートステイプラン」発売 

 

１２月４日に開業する東北新幹線「七戸十和田駅」前に停車するシリウス号 

 

国際興業株式会社（本社：東京都中央区 社長：小佐野隆正）と十和田観光電鉄株式会社（本社：

青森県十和田市 社長：澤頭隆夫）は、１２月４日の東北新幹線「七戸十和田駅」開業にあわせて、

十和田市・八戸～東京間の高速バス「シリウス号」のダイヤ改正及び運行経路並びに起終点変更を１

２月４日の出発便より実施します。 

またこのダイヤ改正に合わせ、十和田観光電鉄直営で富士屋ホテルチェーンの十和田富士屋ホテル

では、シリウス号利用客を対象に、着地サービスとしてコーヒーや温泉でリラックスしながら休憩で

きる「ショートステイプラン」などを新たに発売します。 

 

１．ダイヤ改正日 

平成２２年１２月４日（土） 出発便より実施 （現在認可申請中） 

 

２．実施の主な内容 

○新幹線新駅「七戸十和田駅」へ延伸 

起終点を「七戸十和田駅」まで延伸し「七戸案内所」停留所を新たに設置します。 

○「八戸駅東口」へ乗り入れを開始 

青い森鉄道との乗り換えによる三戸・南部・三沢方面とのアクセス向上を図ります。 

○運行経路を変更 

「北里大学前」「十和田富士屋ホテル（下りのみ）」に新規停留所を設置します。 

（尚、運行経路変更に伴い「馬場」「本八戸駅」「百石案内所」の各停留所は廃止します。） 

  ○学生割引運賃を新たに導入 

   大人運賃より２割安い「学生割引」を新たに設定し、新規顧客の開拓を図ります。 
 

お問い合わせ 国際興業株式会社 運輸事業部運行課  ０３－３２７３－１１２７ 

十和田観光電鉄株式会社 乗合自動車課  ０１７６－２３－６１０３ 
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＜資料 高速バスシリウス号の概要＞ 

１．運行系統  七戸十和田駅－十和田市駅－八戸ラピアバスターミナル－八戸駅－池袋駅－ 

東京駅 ※主要停留所のみ掲載 

２．運行回数  1日 1往復七戸十和田駅発19:50(東京駅行き) 東京駅発21:50(七戸十和田駅行き) 

３．所要時間  七戸十和田駅から東京駅まで約１０時間４５分 

八戸駅から東京駅まで約８時間５５分 

４．運賃    片道（大人）七戸・十和田～東京 １０,０００円 八戸～東京  ９,５００円 

        片道（小児）七戸・十和田～東京  ５,０００円 八戸～東京  ４,７５０円 

【12/4 新設】 片道（学割）七戸・十和田～東京  ８,０００円 八戸～東京  ７,６００円 

     往復（大人）七戸・十和田～東京 １８,０００円 八戸～東京 １７,１００円 

     往復（小児）七戸・十和田～東京  ９,０００円 八戸～東京  ８,５５０円 

     ※学割は往復割引との重複適用はできません。 

５．使用車両  ２９人のり （トイレ付き）・３列独立シート ※繁忙期の増発便は 4列シート・

トイレ無の観光バス車両で運行します。 

６．乗車方法  要予約 座席指定制 

 

＜時刻表・バス停＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約 国際興業株式会社 高速バス予約センター ０３－５９１７－８５１０ （年中無休９：００～１９：００） 

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） 

十和田市駅バス案内所 ０１７６－２３－３１３６（月－土８：００～１８：００／日祝日８：３０－１８：００） 

 

～12/3 

上り 

12/4～ 

上り 
 停留所名  

～12/3 

下り 

12/4～ 

下り 

… 19:50 乗 【12/4 新設】七戸十和田駅南口 降 … 8:40 

… 20:00 乗 【12/4 新設】七戸案内所 降 … 8:30 

20:15 20:15 乗 十和田市駅 降 8:00 8:15 

|| || － 【12/4 新設】十和田富士屋ホテル 降 || 8:10 

|| 20:25 乗 【12/4 新設】北里大学前 降 || 8:05 

20:32 20:40 乗 六戸役場通り 降 7:43 7:50 

20:42 20:50 乗 イオンモール下田前 降 7:33 7:40 

20:45 || 乗 百石案内所【12/4 廃止】 降 7:30 || 

21:20 21:15 乗 八戸ラピアバスターミナル 降 7:00 7:15 

21:25 || 乗 本八戸駅【12/4 廃止】 降 6:55 || 

21:30 21:25 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 6:50 7:05 

21:40 || 乗 馬場【12/4 廃止】 降 6:40 || 

|| 21:40 乗 【12/4 新設】八戸駅東口 降 || 6:50 

21:45 21:55 乗 八戸インター 降 6:35 6:35 

6:00 6:10 降 池袋駅東口降車場 乗 || || 

|| || － 池袋駅東口 9 番 乗 22:20 22:20 

6:30 6:35 降 東京駅日本橋口 乗 || || 

… … － 東京駅八重洲南口 乗 21:50 21:50 
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＜資料 シリウス号利用者限定 十和田富士屋ホテル特別プラン＞ 

 

下記のプランは、シリウス号ご利用のお客様限定の特別プランです。 

 

 

●ショートステイプラン（休憩プラン）【要予約】 

（１）休憩３時間プラン １，５００円（税込） 

   ・シングルルームでのショートステイ３時間（禁煙又 

    は喫煙） 

・みちのく温泉入浴券（希望の方に進呈） 

・入浴セット無料貸出（タオル、シャンプー、石鹸、 

ランドリーバック） 

・コーヒー１杯無料サービス（ラウンジにて提供） 

 

（２）休憩６時間プラン ２，０００円（税込） 

   ・シングルルームでのショートステイ６時間（禁煙又は喫煙） 

・みちのく温泉入浴券（希望の方に進呈） 

・入浴セット無料貸出（タオル、シャンプー、石鹸、ランドリーバック） 

・コーヒー１杯無料サービス（ラウンジにて提供） 

 

●みちのく温泉入浴プラン ７００円（税込） 

・みちのく温泉入浴券 

入浴セット無料貸出（タオル、シャンプー、石鹸、ランドリーバック） 

・みちのく温泉ご利用中お客様の荷物をフロントにてお預かり 

・コーヒー１杯無料サービス（ラウンジにて提供） 

 

●朝食割引プラン（上記プランと併用可）通常１，０００円（税込） → 割引８００円（税込） 

・ 和＆洋 ハーフバイキング 

   

●宿泊特別プラン【要予約】 朝食(１食分)付き５，０００円（税込） 朝食なし４，２００円(税込) 

・ラウンジにてコーヒー１杯無料サービス 

・アーリーチェックイン可（高速バス到着後から可）通常チェックイン１４：００～ 

 

＜各プランのご利用方法＞ 

○当日シリウス号で十和田市に到着するお客様(「十和田富士屋ホテル」バス停にて下車) 

  シリウス号乗務員より「優待券」をお受け取りになり、ホテルフロントにご提示ください。尚、

「朝食割引プラン」のみ２階レストランへご提示ください。 

○当日シリウス号で十和田市より出発されるお客様（「朝食割引プラン」は対象外となります） 

  当日のバス乗車券等をフロントにご提示ください。 

尚、「宿泊プラン」は翌日以降シリウス号でご出発されるお客様も対象とします。翌日以降の「バ

ス乗車券等」をフロントにご提示ください。 

 

お問い合わせ・ご予約 十和田富士屋ホテル ０１７６－２２－７１１１ 

 

 

十和田富士屋ホテル 


