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２０１６年７月１３日 

千 葉 交 通 株 式 会 社 

南 海 バ ス 株 式 会 社 

Narita Air & Bus！ 平日の利用がよりお得に 

「銚子・成田・秋葉原～京都・大阪」線 
８月１日（月）リニューアル 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®に高速バスでアクセス！ 
 京成グループの千葉交通株式会社（本社：千葉県成田市、社長：飯島 俊一）は、南海バス株式

会社（本社：大阪府堺市、社長：桝元 政明）と共同運行している夜行高速バス「銚子・成田・秋

葉原～京都・大阪」線を８月１日（月）よりユニバーサル・スタジオ・ジャパン®まで乗り入れし、

あわせて運賃を変更します。 

 ※本日現在、国土交通省に認可申請中です。 

 

「銚子・成田・秋葉原～京都・大阪」線で運行する車両（一例） 

  

この路線は、銚子・成田・秋葉原から京都・大阪までをダイレクトで結び、乗り換えなしで行け

ることから多くのお客様にご好評をいただいております。 

このたび、地域住民のお客様から多くのご要望をいただき、人気テーマパークのユニバーサル・

スタジオ・ジャパン®に乗り入れを開始します。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®では１５周年

を記念し様々なイベントが行われており、多くのお客様にご利用いただけるものと考えております。 

また、お客様の利用状況にあわせた変動運賃を導入し、平日などよりお得にご利用いただけます。 

 

千葉交通、南海バスの２社は、今後も空港アクセスの利便性向上を通じて、観光産業、商業産業

の発展に寄与して参ります。 

 

「銚子・成田・秋葉原～京都・大阪」線のダイヤ改正の概要は、次項のとおりです。 
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「銚子・成田・秋葉原～京都・大阪」線のリニューアルの概要 

 

１．運行開始日 

２０１６年８月１日（月） 

※本日現在、国土交通省に認可申請中です。 

 

２．運行会社 

千葉交通株式会社・南海バス株式会社 （２社共同運行） 

 

３．変更内容  

（１）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®まで路線延伸 

（２）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®バスターミナル内に停留所新設 

（３）変動運賃の導入（変動運賃の導入にあわせて往復割引運賃は廃止します） 

 

４．運行経路 

往路  ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®（新設） → 湊町バスターミナル 

 → 大阪なんば → 大阪駅前 → 高速京田辺 → 京都駅八条口 

    ⇒ 秋葉原駅 → 四街道駅 → 富里バスターミナル → 京成成田駅 

    → 成田空港第２ターミナル→ 第１ターミナル → 大栄 → 佐原駅北口 

    → 小見川 → 東庄 → 銚子駅 

 

復路  銚子駅 → 東庄 → 小見川 → 佐原駅北口 → 大栄 

→ 成田空港第２ターミナル → 第１ターミナル → 京成成田駅 

→ 富里バスターミナル → 四街道駅 → 秋葉原駅 

⇒ 京都駅八条口 → 高速京田辺 → 大阪駅前→ 湊町バスターミナル 

    → 大阪なんば → ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®（新設） 
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５．運行時刻 

停留所名 往路 停留所名 復路 

ユニバーサル・スタジオ・

ジャパン®(新設) 

20：00 銚子駅 20：00 

湊町バスターミナル 20：25 東庄 20：32 

大阪なんば 20：40 小見川 20：40 

大阪駅前 21：05 佐原駅北口 21：00 

高速京田辺 21：45 大栄 21：14 

京都駅八条口 22：15 成田空港第２ターミナル 21：35 

秋葉原駅 4：54 成田空港第１ターミナル 21：40 

四街道駅 6：01 京成成田駅 22：00 

富里バスターミナル 6：22 富里バスターミナル 22：08 

京成成田駅 6：31 四街道駅 22：35 

成田空港第２ターミナル 6：51 秋葉原駅 23：40 

成田空港第１ターミナル 6：56 京都駅八条口 6：25 

大栄 7：17 高速京田辺 6：49 

佐原駅北口 7：31 大阪駅前 7：29 

小見川 7：51 湊町バスターミナル 7：49 

東庄 7：59 大阪なんば 8：04 

銚子駅 8：31 ユニバーサル・スタジオ・

ジャパン®(新設) 

8：34 

 

６．運  賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小児運賃は半額(10円単位に切り上げ) 

秋葉原 四街道 富里・成田・空港 大栄・佐原 小見川・東庄 銚子

片道 8,400 8,540 9,060 9,470 9,680 9,990

片道 8,090 8,230 8,750 9,160 9,370 9,680

片道 7,890 8,030 8,540 8,960 9,160 9,470

片道 7,400 8,040 8,560 8,970 9,180 9,490

片道 7,090 7,730 8,250 8,660 8,870 9,180

片道 6,890 7,530 8,040 8,460 8,660 8,970

片道 6,400 7,240 7,760 8,170 8,380 8,690

片道 6,090 6,930 7,450 7,860 8,070 8,380

片道 5,890 6,730 7,240 7,660 7,860 8,170

Ａ
【繁忙期】

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®(新設)・
なんば・ＯＣＡＴ・大阪

京田辺

京都

京田辺

京都

Ｃ
【閑散期】

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®(新設)・
なんば・ＯＣＡＴ・大阪

京田辺

京都

Ｂ
【通常期】

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®(新設)・
なんば・ＯＣＡＴ・大阪
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７．乗車方法 

  ○座席は全席指定制です。 

  ○乗車券は乗車日の前月の同日から予約発売します。 

  ○当日、空席があればご予約がなくてもご乗車いただけます。 

 

＜電話でのご予約方法＞ 

千葉交通銚子高速バス予約センター 

 ℡ 0479-22-8577 / 営業時間 9：00 ～ 18：00（年中無休） 

南海高速バス予約センター 

 ℡ 06-6643-1007 / 営業時間 9：00 ～ 20：00（年中無休） 

 

＜インターネットからのご予約方法＞ 

発車オーライネット、バスぷらざ、じゃらん、楽天、ウィラートラベル、JAPAN BUS LINES 

※乗車日の 3日前まで受け付け、乗車日 2日前から当日まではクレジット決済のみ受け付け 

 

以 上 


