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阪急バス株式会社 

京阪バス株式会社 

株式会社有馬ビューホテル 

 

「太閤の湯 バス得チケット」を発売します 

 阪急バス株式会社、京阪バス株式会社及び株式会社有馬ビューホテルは、このたびバス乗車券と「有馬温泉 太

閤の湯」の入館券がセットになった「太閤の湯 バス得チケット」を期間限定で発売します。 

 「太閤の湯 バス得チケット」は、バスの乗車券と「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになったお得な

チケットで、2005 年 7 月より発売を開始し、これまで多くのお客様にご利用いただいてまいりましたが、2018

年 5月より「有馬温泉 太閤の湯」の改修工事に伴い発売を中止しておりました。 

 この間にも、有馬温泉を訪れる旅客は途絶えることなく、2018 年 2 月には有馬温泉と京都駅を結ぶ「有馬温

泉～京都線」（阪急バス㈱及び京阪バス㈱による共同運行）が運行開始いたしました。 

 この度、「有馬温泉 太閤の湯」は、約 10 カ月の大規模躯体改修工事を終え、2019 年 4 月 1 日に全面リフレ

ッシュオープンいたしました。長年ご愛顧いただいている金泉・銀泉はそのままに、季節の移り変わりを感じら

れる大露天風呂や、屋外型の岩盤浴、有馬の自然の恵みを味わうオールデイダイニング「花じゅらく」などが新

たにお楽しみいただけます。 

 大阪（梅田）・京都・西宮の各地から有馬温泉へ乗り換えなしのバスで往復していただける便利でお得な「太

閤の湯 バス得チケット」をぜひご利用ください。 

 

 

１．対象バス路線 

大阪梅田版  高速バス 有馬温泉～大阪線（運行会社：阪急バス、阪急観光バス） 

京 都 版  高速バス 有馬温泉～京都線（運行会社：阪急バス、京阪バス） 

西 宮 版  路線バス さくらやまなみバス（運行会社：阪急バス） 

 

２．実施期間 

①発売期間 

大阪梅田版、京都版：2019年 4月 7日（日）～2020年 3月 31日（火） 

西 宮 版    ：2019年 5月 7日（火）～2020年 3月 31日（火） 

②有効期間  

各券とも 2019年 5月 7日（火）～2020年 3月 31日（火） ※但し、下記休館日・特定日を除きます。 

休館日〔2019年 7月 3日，9月 25～26日，2020年 1月 8日〕 

特定日〔2019年 8月 12～15日，2020年 1月 1～3日〕 

 

３．発売内容 

①名称 「太閤の湯 バス得チケット」 

②券種及び概要 

 券種 発売額 乗車券の概要 発売場所 

大阪梅田版 ３，８２０円 高速バス 有馬温泉～大阪線の往

復乗車券と「有馬温泉 太閤の湯」

入館券 

窓口 阪急三番街高速バスターミナル、新大阪バ

スターミナル、桃山台案内所、千里中央案内所 

予約 阪急バス予約センター 

TEL.06-6866-3147（8：00～19：00） 



京 都 版  ４，６００円 高速バス 有馬温泉～京都線の往

復乗車券と「有馬温泉 太閤の湯」

入館券 

窓口 京阪バス京都駅八条口案内所 

予約 京阪高速バス予約センター 

TEL.075-661-8200（9：00～19：00） 

西 宮 版  ２，５７０円 路線バス さくらやまなみバス往

復乗車券と「有馬温泉 太閤の湯」

入館券 

阪急バス西宮営業所、西宮北口案内所、西宮市役

所売店、アズナスエクスプレス西宮北口店、セブ

ンイレブン阪急夙川駅南口店、アズナスエビスタ

西宮店、ファミリーマート JR西宮駅北口店、 

阪神西宮おでかけ案内所 

※高速バスは座席指定制となります。予約は乗車日の 1か月前から受け付けます。 

 ※路線バスは予約なしでご利用いただけます。 

③特典 

対象 特典・割引内容 

太閤の湯 

太閤夢蒸楽（岩盤浴）30分 館内表示料金より半額 

ひょうたん夢蒸楽（貸切岩盤浴）50分 館内表示料金より 400円割引 

館内売店（楽市楽座） 5％割引 

お土産屋 

若狭屋（土産） 飲料水を除く全品 1割引 

有馬玩具博物館 入館料:大人 200円引，小人 100円引 

有馬人形筆 西田筆店 人形筆 1割引 

有馬ます池（釣り・お食事） 貸竿料金 100 円引(竿 2本まで対象) 

SALON DE LOTUS(サロンデロータス) 
レンタル着物・土産 2割引(1,500 円以上お買い上げ

の方) 

 

券面イメージ 

 

以上 



「太閤の湯」のお問い合わせは
有馬温泉 太閤の湯
【営業時間】10:00 ～ 23:00（最終入館は 22:00 まで）

TEL.078-904-2291
http://www.taikounoyu.com/

混雑時は入館制限を行う場合がございますのであらかじめご了承願います。
ホームページはこちら ありまのちから

2019年7月3日、9月25日・26日、2020年1月8日
2019年8月12日～15日、2020年1月1日～3日

休館日
除外日

下記の適用除外日を除き、平日・土曜日・日祝日ともにご利用いただけます

京阪高速バス予約センター

【予約受付時間】 9：00～19：00　
TEL.075-661-8200

https://www.keihanbus.jp/

太閤秀吉が造らせた「黄金の茶室」をイメージし
た「金泉」「銀泉」の蒸気を一度に体感できる蒸し
風呂です。

プレミアム岩盤浴「太閤夢蒸楽」、貸切岩盤浴「ひょうたん夢蒸楽」のご利用は別途料金が必要となります。
あらかじめご了承ください。※岩盤浴ご利用は中学生以上になります。

京阪高速バス京都有馬線往
復乗車券京阪高速バス京都有馬線 乗車券

京都駅から有馬温泉へ乗り換えなしの75分京都駅から有馬温泉へ乗り換えなしの75分

4,600円4,600円

ご利用時に割引券をご提示いただきますと
通常1回30分
館内表示料金から半額 にてご利用

いただけます。

ご利用時に割引券をご提示いただきますと
通常1回50分
館内表示料金から 400円引きにてご利用いただけます。

金泉・銀泉・炭酸泉（人工）を手ぶらで楽しめる
歴史探訪クアテーマパーク

　　　

「有馬温泉太閤の湯」バス
得チケットを提示するだけ

で

館内売店（楽市楽座）5％割引
サービス！

町内お土産店などの割引サ
ービス！館内売店（楽市楽座）5％割引
サービス！

町内お土産店などの割引サ
ービス！

うれしい特典

・詳しくは裏面をご覧くだ
さい・

バスの乗車券と太閤の湯の入館券がセットでお得

岩盤ミュージアム岩盤ミュージアム

贅を極める贅を極める

貸切岩盤浴貸切岩盤浴
夢見心地の蒸し風呂で
極楽体験！

アロマの香りに癒され、
貸切でゆったりくつろげる

利用期間：2019年5月7日（火）～2020年3月31日（火）利用期間：2019年5月7日（火）～2020年3月31日（火）

有馬温泉 「太閤の湯」

バスの予約は乗車日の 1ヶ月前より承っております。バスの予約は乗車日の 1ヶ月前より承っております。



京阪バスと阪急バスの共同運行
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●座席は全席指定ですので、あらかじめご予約ください。（ご乗車日の1ヶ月前から予約、発売いたし
ます。）
●予約後、なるべくお早めに乗車券をご購入いただき、ご乗車の際は必ず乗車券をお持ちください。
乗車券のお忘れまたは紛失の場合、再度ご購入いただくこととなります。
●乗車券の乗車日・行先・発車時刻をお確かめの上、のりばへは発車時刻の10分前にはお越しください。
●予約をキャンセルされる時は、お早めに高速バス予約センターまでご連絡ください。なお、乗車券
の払い戻し、変更については指定便発車後はできません。
●増発便等につきましては車両様式が異なる場合がありますのでご了承ください。
●ダイヤ改定、道路事情により、停留所や時刻が変更になる場合があります。ご乗車前にご確
認ください。
●車内は全席禁煙です。また、車内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。

●大きな荷物はお断りする場合があります。（スキー・スノーボード、自転車等）
●ペットのお持ち込みはご遠慮ください。
●貴重品や小さなお荷物は紛失防止のため車内へお持ち込みください。
●お申し込み時に頂いたお客様のお名前などの個人情報は、ご予約並びにそれに付随する業務にのみ使
用いたします。共同運行会社便にご乗車いただく場合は、お客様の個人情報を当該共同運行会社へ提
供する場合があります。
●IC カード等はご利用できません。
●乗車券の取り扱いは、各社約款に準じます。
●他のお客様のご迷惑となるような飲食（臭いのきついもの・多量のアルコール類など）はご遠
慮ください。

高速バスご利用時のご案内

有馬温泉ゆき
To Arima Onsen

京都駅八条口ゆき
To Kyoto Sta. Hachijoguchi
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(TaKatsuki City Bus)

名神高槻
Meishin Takatsuki

京都駅八条口
Kyoto Sta. Hachijoguchi

有馬温泉
Arima Onsen

バス得チケットで割引が受けられるお店

■ご利用の際は「有馬温泉  太閤の湯バス得チケット」を必ず代金のお支払い
　前にレジにてご提示願います。現金でお支払いの場合のみ割引きいたします。

① 土産若狭屋（無休）

釣り・お食事 有馬ます池 SALON DE LOTUS

全品1割引（飲料水を除く）

貸竿料金100円引（竿 2本まで対象） レンタル着物・土産2割引（1,500円以上お買い上げの方）

① 有馬玩具博物館 ①土産若狭屋（無休）

全品1割引（飲料水を除く）

有馬人形筆 西田筆店
（休館日：不定休　TEL：078-903-6971）

（休園日は「有馬ます池」ホームページにてご確認ください） （店休日は「SALON DE LOTUS」ホームページにてご確認ください）

（毎週水・木曜定休【GW・年末年始・お盆を除く】）
入館料 大人200円引　小人100円引 人形筆   1割引

休館日/2019年7月3日、9月25日・26日、2020年1月8日
除外日/2019年8月12日～15日、2020年1月1日～3日

セット券 有効期限 /2020 年 3月 31 日（火）まで 但し、規定の除外日を除く

京阪高速バス予約センター

京阪バス京都駅八条口案内所 【営業時間】  7：10～17：50

阪急バス予約センター【受付時間】9：00～19：00

【受付時間】 9：00～19：00

TEL.06-6866-3147
TEL.075-661-8200

「有馬温泉  太閤の湯バス得チケット」の適用除外日について
下記の期間はご利用いただけませんのでご了承願います

一日たっぷり遊べる日帰り温泉と京都－有馬温泉 高速バスの往復乗車券がセットになったお得な「バス得チケット」

京都駅八条口～有馬温泉間の高速バスがご利用できます。
（お座席は全席指定制になりますので、ご希望の便が満席の場合には、ご利用いただけません。）

●お座席のご予約について
ご予約は1ヶ月前から受付けております。京阪高速バス予約センター、阪急バス予約センターまたは京阪バス、阪
急バスホームページからご予約いただけます。※必ず「往路・復路」とも同時にご予約願います。

●ご予約後のセット券の購入などについて
販売窓口にてご予約と同時にセット券をご購入いただくか「予約番号」をお申し出の上、「セット券」をご購入願い
ます。（ホームページからご予約の場合は期限までにご購入がないとお座席の予約が自動的に取り消されますので
ご注意願います。）
※コンビニやインターネット乗車票などで乗車券を購入されますと、セット券との交換は出来ま
せんのでご注意願います。
■セット券（往復乗車券、入館券共に未使用に限る）の払い戻しは1枚に付き所定の手数料が必要です。ご利用便の
変更・払い戻しは該当便の発車前に限ります。

京都-有馬温泉 高速バス往復乗車券
さらにうれしい特典つき

高速バス時刻表（京都 -有馬温泉）

バス得チケットのご案内

お座席のご予約

チケット販売の窓口
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Kin-no-yu Hot Spring

Gokuraku Hot SpringGokuraku Hot Spring

Tansan Hot Spring

Taki River


