
ご注意

お問い合わせ

乗り放題の交通Passが誕生 !
県内対象エリアの

鉄道 バス 路面電車

高知県の旅はこれで決まり!

対象区間を越えた場合は、追加運賃が発生しますので、ご注意ください。

高知西南交通株式会社

HP：

高知県四万十市佐岡434-1

至高知市内 後免町 野田口

現金等でお支払い高知プレミアム交通Pass Westでお支払い
後免町からの初乗り運賃となります。

高知プレミアム交通Pass高知プレミアム交通Passの使い方

http://www.kochi-seinan.co.jp/TEL：0880-34-1266

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

Web

チケット

紙チケット

紙チケット

※税込

¥12,500
(子ども¥6,250)

Webチケット

¥12,000
(子ども¥6,000)

※税込

紙チケット

¥9,500
(子ども¥4,750)

Webチケット

¥9,000
(子ども¥4,500)

鉄道

バス 路面電車

乗り

放題!
or

高知プレミアム交通Pass

East
高知プレミアム交通Pass

West

宇和島自動車の路線バス(宿毛市内)では利用できません。

利用できない、または条件つきで利用できる交通機関

注意・特記事項

高速バスでは利用できません。

阿佐海岸鉄道線では利用できません。

特急列車の普通車指定席またはグリーン車は利用できません。(乗車券部分

のみ有効となります。別途料金券をお買い求めください。)

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」は利用できません。(乗車券部分のみ

有効となります。別途料金券をお買い求めください。)

「しまんトロッコ」は利用できません。(乗車券部分のみ有効となります。別途料

金券をお買い求めください。なお、西ヶ方～宇和島間を乗車される場合は、別途

乗車区間の乗車券をお買い求めください。)

子ども(小学生以下)は大人(中学生以上)の半額です。

使用開始後は、列車やバス等の運行不能、遅延等による場合でも払い戻しは

いたしません。払い戻しは、未使用で有効期間開始日前に限り、購入箇所で承

ります。手数料として「大人」「子供」とも一枚あたり660円を差し引いた額を

払い戻します。その他、返送料が必要となる場合があります。

紛失等による再発行はいたしません。

普通列車に乗車した場合でも差額の払い戻しはいたしません。

土讃線の特急列車は停車駅にご注意ください。大杉駅には停車しない特急

列車があります。

有効期間の変更は、有効期間開始日前に限り県内販売所のいずれかで1回

限り可能です。その場合、新しい券を再発行いたします。

水濡れなどによる交換は、有効期間が確認できる場合にのみ、県内販売所の

いずれかで手数料なしで可能です。(有効期間前であれば、交換時に有効期間

を変更して発行することも可能です。)

幼児・乳児(幼児:未就学児(1歳～5歳と、小学校入学前の6歳)。乳児:1歳未満)

は無料。

※ただし、次の場合は「子ども」の運賃・料金が必要です。

・「大人」または「子ども」1人に同伴される「幼児」の人数が2人を超える場合

(3人目から「子ども」の運賃・料金が必要です。)

・「幼児」が単独で旅行する場合。

購入方法

紙チケットは、高知県内の次の窓口で販売しています。

高知龍馬空港  総合案内所[1階](9:00～17:00)

高知観光情報発信館とさてらす 営業所(8:30～18:00)

※JR高知駅南口すぐ

土佐くろしお鉄道中村駅(7:40～19:30)

Tel 088-863-2906

Tel 088-879-0515

Tel 0880-35-4961

紙チケット

Webチケット

乗務員・駅係員に乗車券をご提示ください。

車内または駅構内に設置されているQRコードを

読み取り、乗務員・駅係員に画面をご提示ください。

無人駅で乗降される場合は、QR読取ができませんので、ご自身でウェブサイト

から券面をご提示ください。

お問合せ受付時間：9:00~17:00

その他、使い方については“高知プレミアム交通Pass”ウェブサイト内「FAQ」

でもご紹介しています。

East

West

例:Westではりまや橋から野田口(南国市)まで路線バスに乗車した場合

共
通
エ
リ
ア



後免

路線バス（とさでん交通・高知東部交通）

路面電車（とさでん交通）
後免町

土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線

JR土讃線

至 高知市内

至 高知駅

至 高知市内

至 安芸駅

至 土佐山田・高松・岡山駅

至 安芸

※野田口バス停以東はWestの対象外

伊野駅

伊野

伊野 伊野駅前

路線バス（県交北部交通）

路面電車（とさでん交通）

JR土讃線

至 高知・高松・
岡山駅

至 高知市内

至 高知市内

至 柳瀬・狩山口
・長沢

至 窪川・須崎駅

※伊野駅前バス停以西はEastの対象外

大橋北詰

仁淀川

至 宇佐

路線バス(とさでん交通)
至 高岡市街地

至 高知市街地

※中島バス停以西・以南はEastの対象外

長沢 本川役場前

路線バス（県交北部交通）

至 柳瀬・伊野・高知市内

路線バス(嶺北観光自動車)

至 田井

※長沢第一バス停

南国市 後免エリア（West境界）W1

土佐市・春野エリア（East境界）E2 いの町長沢エリア（East境界）E3

伊野市街地エリア（East境界）E1

対象区間と境界について
モデルコース

高知プレミアム交通Pass

四万十・足摺・高知市内エンジョイコース

West

01

1日目 桂浜・県立坂本龍馬記念館ほか

2日目 足摺岬県立足摺海洋館SATOUMIほか

3日目 ホビー館四万十・日曜市ほか

¥17,560
公共交通機関の正規運賃目安

高知市内周遊&奥四万十癒しコース

West

02

1日目 はりまや橋・久礼大正市場ほか

2日目 隈研吾氏建造物群久保谷セラピーロードほか

3日目 県立牧野植物園・桂浜ほか

¥13,100
公共交通機関の正規運賃目安

四万十川・仁淀川・吉野川アウトドアコース

West

03

1日目 吉野川でBBQ&サイクリングほか

2日目 四万十川でラフティングほか

3日目 仁淀川でカヌーほか

¥14,700
公共交通機関の正規運賃目安

中部&東部 満喫コース

East

01

1日目 むろと廃校水族館・馬路温泉ほか

2日目 モネの庭・ひろめ市場ほか

3日目 紙の博物館・桂浜ほか

¥11,340
公共交通機関の正規運賃目安

地球の力を感じるジオ(地質)コース

East

02

1日目 龍河洞ほか

2日目 室戸岬・伊尾木洞ほか

3日目 県立牧野植物園・桂浜ほか

¥12,150
公共交通機関の正規運賃目安

詳しくは、リョーマの休日 ~自然&体験キャンペーン~内、

“高知プレミアム交通Pass”のウェブサイトをご覧ください。

[高知プレミアム交通Pass 公式webサイト]

紙チケット

※税込

¥12,500
(子ども¥6,250)

Webチケット

¥12,000
(子ども¥6,000)

※税込

紙チケット

¥9,500
(子ども¥4,750)

Webチケット

¥9,000
(子ども¥4,500)

W1

E3

E1

E2

鉄道

空港連絡バス

路面電車

JR土讃線（窪川～土佐岩原）
JR予土線（西ヶ方～若井）
土佐くろしお鉄道の中村・宿毛線

全線（とさでん交通、高知駅前観光
ともに利用可）

全線

路線バス 後免町バス停以西[W1参照]の
路線バス(*8社)

MY遊バス、しまんと・あしずり号、
四万十川バス、しまんとトロリーバス

＊とさでん交通、高知西南交通、県交北部交通、四万十交通、

黒岩観光、嶺北観光自動車、高知高陵交通（愛媛県内区間を除く)、

高知東部交通[W1参照]

＊とさでん交通[E2参照]、高知東部交通、県交北部交通

[E1,3参照]、JR四国バス、嶺北観光自動車[E3参照]

周遊観光バス

対象区間

鉄道

空港連絡バス

路面電車

JR土讃線（伊野～土佐岩原）
土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線

全線（とさでん交通、高知駅前観光
ともに利用可）

全線

路線バス 伊野駅バス停以東[E1参照]・
大橋北詰バス停以北[E2参照]・
長沢バス停以東[E3参照]の
路線バス(*5社)

MY遊バス周遊観光バス

対象区間

全線で利用可能（高知県内に限る）

利用不可

全線で利用可能

後免町まで利用可能

JR土讃線:

土佐くろしお鉄道
ごめん・なはり線

路面電車:

路線バス:

大橋北詰まで利用可能路線バス: 嶺北観光自動車(長沢から東)は利用可能 
県交北部交通(長沢から南)は利用不可

路線バス:

:

伊野まで利用可能

全線で利用可能

伊野駅まで利用可能JR土讃線:

路面電車:

路線バス:

有効期間 連続した3日間有効期間 連続した3日間

MY遊バス

JR土讃線

空港連絡バス

路面電車

路線バス

周遊観光バス

共通エリアはどちらのPassでもOK!

伊野から東（伊野～土佐岩原）

全線（とさでん交通、高知駅前観光
ともに利用可）

全線(伊野～高知市内～後免町)

伊野駅～高知市内～後免町間・
嶺北地域


