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平 成 2 6 年 2 月 2 8 日 

浜 松 市 中 区 旭 町 1 2 - 1 

遠鉄百貨店新館事務所フロア 12 階 

遠 州 鉄 道 株 式 会 社 

各位 

空港直行バス「e-wing」及び遠鉄高速バス「e-LineR」の 

消費税率引き上げに伴う運賃改定申請について 

 
遠州鉄道株式会社（本社：浜松市中区旭町、社長：斉藤 薫）は、2 月 28 日（金）中部運輸局に空港直

行バス「e-wing」及び遠鉄高速バス「e-LineR」の運賃の変更届出を行います。申請理由及び申請概要は下

記の通りです。 

 

記 

 

1. 申請理由 
平成 26年 4月 1日より実施される消費税率引き上げに伴う税負担増加分の運賃への転嫁のため 

 

2. 空港直行バス「e-wing」の申請概要 
（1） 運賃改定実施日 

平成 26年 4月 1日 （乗車券“購入日”を基準とする） 

 

（2） 運賃新旧対照表 

区間 現行 改定 差額
掛川インター駐車場 ¥3,400 ¥3 ,500 ¥100
東名袋井 ¥3,300 ¥3 ,400 ¥100
磐田インター駐車場 ¥3,200 ¥3 ,300 ¥100
東名浜松北 ¥3,000 ¥3 ,100 ¥100
浜松駅 ¥3,000 ¥3 ,100 ¥100
浜松城公園入口 ¥3,000 ¥3 ,100 ¥100
学芸高校前 ¥3,000 ¥3 ,100 ¥100
本田技研 ¥2,800 ¥2 ,900 ¥100
浜松西インター駐車場 ¥2,800 ¥2 ,900 ¥100
東名三ケ日 ¥2,500 ¥2 ,550 ¥50
東名豊川 ¥2,000 ¥2 ,000 ¥0  
※区間は中部国際空港セントレアからの区間です。 

※東名豊川については、運賃据え置きとして届出致します。 

 

3. 遠鉄高速バス「e-LineR横浜線」の申請概要 
（1） 運賃改定実施日 

平成 26年 4月 1日 （乗車券“購入日” を基準とする） 

 

（2） 運賃新旧対照表 

現行 改定 差額

片道 ¥3,700 ¥3 ,800 ¥100

往復 ¥6,500 ¥6 ,700 ¥200
片道 ¥2,410 ¥2 ,410 ¥0
往復 ¥4,000 ¥4 ,000 ¥0

浜松⇔横浜駅・山下公園
学割回数券
（4枚綴）

¥12,000 ¥12 ,400 ¥400

運賃の種類

浜松⇔横浜駅・山下公園

浜松⇔東名御殿場

 
※東名御殿場については、運賃据え置きとして届出致します。 
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4. 遠鉄高速バス「e-LineR渋谷新宿線」の申請概要 
（1） 運賃改定実施日 

平成 26年 4月 1日 （乗車券“購入日” を基準とする） 

 

（2） 運賃新旧対照表（主なバス停のみ） 

現行 改定 差額

片道 ¥3,700 ¥3 ,810 ¥110

往復 ¥6,500 ¥6 ,700 ¥200
片道 ¥3,770 ¥3 ,880 ¥110
往復 ¥6,500 ¥6 ,700 ¥200

運賃の種類

浜松⇔渋谷マークシティ

浜松⇔新宿高速ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
 

 

5. 遠鉄高速バス「e-LineR大阪線」の申請概要 
（1） 運賃改定実施日 

平成 26年 4月 1日 （“乗車日” を基準とする） 

 

（2） 運賃新旧対照表（カレンダー運賃） 

現行 改定 差額

Ｓ（超繁忙） 普通 4 ,300 ¥300

普通 4,000 4 ,200 ¥200
早売3 4 ,000 ¥0
早売7 3 ,900 ¥-100

早売14 3 ,800 ¥-200
普通 3,880 4 ,000 ¥120
早売3 3 ,800 ¥-80
早売7 3 ,700 ¥-180
早売14 3 ,600 ¥-280
普通 3,800 3 ,900 ¥100
早売3 3,280 3 ,500 ¥220
早売7 3,120 3 ,100 ¥-20
早売14 2,920 2 ,800 ¥-120
早売21 2,720

Ｃ（平日）

浜
松
⇔
京
都
深
草
・
大
阪
駅

運賃の種類

Ａ（繁忙）

Ｂ（土日）

 
※Ａ、Ｂ日程についても新たに早売乗車券を販売します。 

 早売乗車券…乗車日よりも早めに購入すると、通常運賃よりも割り引いた金額で購入できる 

 乗車券。席数限定。（例）Ｃ日程の早売 14…乗車日の 14日前までの購入であれば、2,800円。 

※新たにＳ（超繁忙日）運賃を設定します。ＧＷやお盆、年末年始の期間を予定しています。 

※別途学生運賃があります。（学生運賃に関しても運賃の変更があります） 

 

以上 


