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中部運輸局では、Go To トラベル事業により観光需要に回復がみられる中、交通事業

者の経営状況が依然厳しい状態にあることを踏まえ、公共交通を使って「あんしん・オト

ク」に Go To トラベル事業がご利用いただけるよう、利用促進のためのチラシを作成し

ました。 

また、Go To トラベル事業の「地域共通クーポン」は、Go To トラベル事務局に登録

した交通事業者でも利用可能です。中部運輸局では、管内５県の交通事業者の「地域共通

クーポン」取扱箇所や、利用できる対象商品等を分かりやすくまとめたリストを作成しま

した。 

現在、新規感染者数が増加傾向にあります。ご旅行にあたっての感染拡大防止対策の徹

底をいま一度お願いいたします。その上で、別添のチラシとリストについて、「ウィズ・

コロナ時代における新たな安心・安全な旅のスタイル」を実践しながら Go To トラベル

事業を利用してご旅行される皆様に活用いただき、ご旅行の際の交通手段として公共交通

利用をご検討いただきますようお願い致します。 

以上 

連絡先 

中部運輸局 交通政策部 交通企画課 
石井、加藤、髙間 TEL:052-952-8006 

中部運輸局 観光部 観光地域振興課 
住田、豊田    TEL:052-952-8009 

公共交通で “あんしん・オトク“ に Go Toトラベル！ 
～「地域共通クーポン」は公共交通をご利用の際にも使えます！～ 

中部運輸局交通政策部 
観光部 

～ GoTo トラベル事業を利用される皆様へのお願い ～ 

国土交通省では、旅行に出かける皆様に、感染防止対策として特にお守りいただきた

い内容を旅行者向け「新しい旅のエチケット」として、場面ごとに掲載しています。 

ひとり一人の協力で、みんなの楽しい旅を守りましょう。 

旅行者ご自身だけではなく、観光地の方々や観光事業者の方々も守ることになりま

す。日本在住の外国人の方々もぜひ参考にして日本旅行を楽しんでみてください。 

 

「新しい旅のエチケット」と「新しい旅のルール」ホームページ 

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 

 

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html
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明知鉄道

地域共通クーポンが使える
中部５県の交通事業者の一部を
ご紹介します！
その他交通事業者は、中部運輸局「地域共通クーポン取扱い
公共交通事業者一覧」もしくはGo Toトラベル事業公式サイ
トをご覧ください。

工場夜景が楽しめる
「夜景電車」に乗ろう

「天浜線１日フリーきっぷ」で
鉄道遺産を巡ろう

岳南電車

　静岡県富士市を走る岳南電車
では、電気を消して走る「夜景
電車」を実施しています。全長
9.2 ㎞にある昭和レトロな駅舎・
車両と静寂なに包まれた工場の
灯の景色を堪能できます。

岳南電車（株）

大人1,000円
（要予約）

紙

紙

電子

※対象タクシー事業者はGo To
　トラベル事業公式サイトへ

やりすぎ フリー切符で
明智光秀ゆかりの地へ

　期間限定で片道全区間乗車で
元が取れる「明知鉄道やりすぎ
フリー切符」を販売していま

す。フリー切符を使って明智光
秀ゆかりの地・恵那市明智町へ
いざ参らん！

大迫力！大型客船を間近で
見られる清水港クルーズ

熱海から定期船で30分！
「初島」へ行こう

地域共通クーポンで
タクシーに乗ろう

クーポン限定！
電車・バスお土産品福袋

問

￥

￥

￥

￥

明知鉄道（株）

フリー切符
大人690円～

問

タクシー

中部地区 5 県の一部タクシー
会社では、タクシー運賃の支払
いに地域共通クーポンが利用で
きます。地元運転手が案内する
観光タクシープランは、団体ツ
アーでは味わえない魅力があ
り、個人旅行に最適です。

紙 電子※一部

熱海港から初島までの往復乗
船券と島内の南国庭園、温浴施
設をセットにしたお得なプラン
に地域共通クーポンが利用でき
ます。初島は、漁師直営の食堂
や BBQレストランなど美味しい
グルメが盛りだくさん！

紙 電子

天竜浜名湖鉄道線内には、天
竜二俣駅構内にある転車台や扇
形車庫、運転区事務室等、36 件
の国登録有形文化財があります。
時間指定で毎日開催している車
両基地見学ツアーが人気です。

天竜浜名湖
鉄道（株）

１日フリーきっぷ
大人 1,750 円

※天浜線 1日フリーきっぷ等の企  
　画切符が地域共通クーポン対象

紙 電子

問

￥

（株）富士急
マリンリゾート

往復乗船券付セット券
大人3,200円～

問

￥

　飛鳥Ⅱ、にっぽん丸等の大型
客船の寄港に合わせ、「船上か
ら客船をお見送りするクルー
ズ」を運航します。洋上からし
か見ることができない景色を是
非お楽しみください。（予約可） 富士山清水港

クルーズ（株）

お見送りクルーズ
大人1,400 円

【寄港日】飛鳥Ⅱ：12/3、にっぽん丸：12/23

紙 電子

問

本州第２位の長距離路線バス
で熊野古道へ行こう

三重交通

　松阪市と熊野市を結ぶ路線バ
ス「松阪熊野線」は、134㎞を約
４時間をかけて走る本州で２番
目に長い路線です。期間限定で
お得に乗車できる「熊野古道ラ
インフリーきっぷ」は、来年3/31
まで数量限定でグッズを配布。 三重交通（株）

フリーきっぷ
大人 3,900 円

紙

問

天竜浜名湖
鉄道

地域共通クーポン利用限定で
福井鉄道、えちぜん鉄道、京福
バス各社のグッズがセットに
なった「えちてつ福鉄お土産品
福袋」と「けいふく福鉄お土産品
福袋」を販売してます。通常の
半額はかなりお得！ 福井鉄道（株）・えちぜん

鉄道（株）・京福バス（株）

お土産品福袋各2,000円

紙

問
￥

福井鉄道・京福バス
えちぜん鉄道

富士急マリン
リゾート

富士山清水港
クルーズ

国土交通省　中部運輸局



【別添】

中部５県 Go To トラベル事業 地域共通クーポン取扱い公共交通事業者一覧　［鉄道］
R2.11.11現在

作成：中部運輸局

1
愛知県
岐阜県

名古屋鉄道 紙
一部有人駅、名鉄名古屋駅
サービスセンター

2
愛知県
三重県 近畿日本鉄道 紙 一部有人駅

3 愛知県 名古屋市交通局 紙・電子
サービスセンター（名古屋、
栄、金山）

4 愛知県 愛知環状鉄道 紙 一部有人駅

5 静岡県
東海旅客鉄道
（JR東海）

紙 静岡県内一部有人駅

6 静岡県 伊豆箱根鉄道 紙 駿豆線有人各駅

7 静岡県 岳南電車 紙・電子 吉原駅

8 静岡県 天竜浜名湖鉄道 紙・電子
掛川駅、天竜二俣駅売店、
新所原駅

9 静岡県 大井川鐵道 紙
一部有人駅、チケットセン
ター、売店等

10 岐阜県 樽見鉄道 紙 大垣駅、本巣駅

11 岐阜県 明知鉄道 紙 恵那駅、岩村駅、明智駅

12 岐阜県 長良川鉄道 紙
美濃太田駅、関駅、
郡上八幡駅

13
岐阜県
三重県 養老鉄道 紙 有人各駅

14 三重県 三岐鉄道 紙 近鉄富田駅西口、西桑名駅

15 三重県 伊勢鉄道 紙 鈴鹿駅

16 三重県 伊賀鉄道 紙 上野市駅

17 三重県 四日市あすなろう鉄道 紙 あすなろう四日市駅、内部駅

18 福井県
西日本旅客鉄道
（JR西日本）

紙
芦原温泉駅、福井駅、
敦賀駅

19 福井県 福井鉄道 紙
越前武生駅、神明駅、
田原町駅

20 福井県 えちぜん鉄道 紙 福井駅、あわら湯のまち駅

土日祝1日フリー乗車券、共通1日フリー乗車券、電車・バス休日フリーきっぷ、福鉄電車応援1
日フリー乗車券、越前市15周年記念1日フリー乗車券、ふくてつオリジナルグッズ、えちてつ福鉄
お土産品福袋、けいふく福鉄お土産品福袋

一日フリーきっぷ、共通一日フリーきっぷ、恐竜博物館セット券、あわら宿泊フリーきっぷ、えちてつ
福鉄お土産品福袋

１日フリーきっぷ（モバイル版は除く）、養老鉄道オリジナルグッズ
※桑名駅は1日フリーきっぷのみ

三岐鉄道オリジナルグッズ

伊勢鉄道オリジナルグッズ

伊賀鉄道オリジナルグッズ

１dayフリーきっぷ、四日市あすなろう鉄道オリジナルグッズ

Go To トラベル 地域共通クーポン限定自由周遊きっぷ（福井エリア）

長良川鉄道オリジナルグッズ、観光列車ながら食事列車内飲料

名鉄百貨店グルメきっぷ、明治村時間旅行きっぷ、リトルワールドきっぷ、モンキーパークきっぷ、
ビーチランドきっぷ

観光特急しまかぜ体験チケット、近鉄電車　伊勢志摩周遊きっぷ、近鉄電車　伊勢志摩周遊
きっぷ（フリー区間用特急券引換券２枚付き）、近畿日本鉄道オリジナルグッズ

名古屋市観光周遊セット券（名古屋市観光周遊 バス・地下鉄全線一日乗車券と観光施設
入場券※のセット）※名古屋城・名古屋港水族館・名古屋テレビ塔の中から１施設を選択（１
１月１６日より発売）、名古屋市交通局オリジナルグッズ

GoToクーポン専用 一日フリー乗車券

ふじのくに家康公きっぷ（ＥＸサービス着地特典専用）、休日乗り放題きっぷ

いずっぱこ周遊1dayパス（※期間限定商品）、駿豆線1日フリー乗車券「旅助け」、湯ったりきっ
ぷ、伊豆ドリームパス（富士見路）、伊豆・三津シーパラダイスセット券、虹の郷セット券、いずっぱ
こオリジナルグッズ

１日フリー乗車券、夜景電車・ナイトビュープレミアムトレインなどの企画商品、入場券、岳南電
車グッズ、飲物・お土産他（一部商品を除く）

天浜線１日フリーきっぷ、音街ウナ１日フリーきっぷ、天浜線遠鉄共通フリーきっぷ、茶畑きっぷ、
みかんきっぷ、フルーツパーク往復入園セット券、天浜線オリジナルグッズ、駅弁当（天竜二俣
駅）、レンタサイクル（天竜二俣駅）

大井川周遊きっぷ、大井川本線フリーきっぷ、井川寸又峡周遊きっぷ、
川根温泉ふれあいの泉クーポン、川根温泉ホテル日帰り入浴券付きクーポン、
大井川鐵道オリジナルグッズ、お土産・弁当他（一部商品を除く）

１日フリー乗車券、樽見鉄道オリジナルグッズ

明知鉄道やりすぎ?!フリー乗車券Ａ・Ｂ・Ｃ、きのこ列車、じねんじょ列車、桝酒列車、
明知鉄道オリジナルグッズ（恵那駅・明智駅のみ）

【注意】▼地域共通クーポンの利用方法は、券面記載事項やGoToトラベル事務局ホームーページ等により必ずご確認ください。　▼本資料は取扱い商品の概要を中部運輸局にてまとめたものです。ご旅行
時には既に取扱いを変更している場合があります。必ず事業者ホームページ等により最新情報をご確認下さい。　▼企画切符（おとくなきっぷ）購入には各社条件があります。予約が必要な場合や利用当日
に購入できない商品もあるため、必ず事前にご確認ください。

No, 都道府県 事業者名
クーポン
種別

取扱箇所 取扱商品（企画乗車券・鉄道グッズ等）



中部５県 Go To トラベル事業 地域共通クーポン取扱い公共交通事業者一覧　［乗合バス］
R2.11.11現在

作成：中部運輸局

1 福井県 京福バス（株） 紙 京福バスチケットセンター

2 福井県 福井鉄道（株） 紙 路線バス車内

3 岐阜県 岐阜乗合自動車（株） 紙

タ－ミナル旅行センタ－
ＪＲ岐阜案内所
関旅行センタ－
団体営業支店

4 岐阜県 （株）白鳥交通 紙・電子
本社営業所
各路線降車時

5 岐阜県 東濃鉄道（株） 紙

6 岐阜県 北恵那交通（株） 紙
路線バス車内
本社、中津川駅前販売窓口

7 静岡県 （株）東海バス 紙・電子 一部案内所窓口

8 静岡県 伊豆箱根バス（株） 紙・電子
沼津駅前案内所、熱海駅前
案内所

9 静岡県 富士急シティバス（株）紙・電子
本社、三島駅前、沼津駅前
販売窓口

10 静岡県 富士急静岡バス（株） 紙・電子
鷹岡営業所、富士宮営業
所、富士駅前、富士宮駅前
販売窓口

11 愛知県 名鉄バス（株） 紙 名鉄バスセンター窓口

12 愛知県 名古屋市交通局 紙・電子
サービスセンター（名古屋、
栄、金山）

13
三重県
愛知県 三重交通（株） 紙 営業所窓口等（一部除く）

・高速路線バス普通乗車券　・明治村パック　・長島温泉パック
※普通乗車券、企画乗車券共に利用エリア欄に記載された県によって対象外となる路線があり
ます。必ずホームページをご確認下さい。

・名古屋市観光周遊セット券（名古屋市観光周遊 バス・地下鉄全線一日乗車券と観光施設
入場券※のセット）※名古屋城・名古屋港水族館・名古屋テレビ塔の中から１施設を選択（11
月16日より発売予定）、名古屋市交通局オリジナルグッズ

・普通乗車券（一部高速バスを除く。）　・おでかけ名古屋回数券　・なごや満喫きっぷ　・伊賀
忍者ライナーきっぷ（ IGA NINJA LINER TICKET ）　・伊賀忍者ライナー回数券　・湯の山温泉
1DAYフリーきっぷ　・イオンモール津南学割往復きっぷ　・伊勢鳥羽みちくさきっぷ　・みちくさきっぷ
ワイド　・熊野古道ラインフリーきっぷ

・路線バス乗車運賃、乗車券

・路線バス普通乗車券（高速バスを除く）　※企画乗車券は窓口ごとに取り扱い券種が異なりま
す。ホームページをご覧下さい。　・東海バス全線フリーきっぷ２日券　・東海バス全線フリーきっぷ
３日券　・湯～遊～バスフリーきっぷ　・伊東観光フリーパス　・伊東・熱川フリーパス　・天城路フ
リーパス　・南伊豆フリーパス　・わくわくワンデーバスチケット　・その他観光施設とのパック券他　・
東海バスオリジナルグッズ各種

【沼津駅前案内所のみ】　・わくわくワンデーバスチケット　・バスグッズ
【熱海駅前案内所のみ】　・箱根ワンデーバスフリー　・箱根ツーデーバスフリー　・箱根旅助け　・
絶景富士山乗車券　・熱海満喫乗車券　・バスグッズ

・普通乗車券(一般路線バス、高速路線バス)　・富士山南麓エリア周遊きっぷ　・富士サファリ
パークセット券　・イエティセット券

・普通乗車券(一般路線バス)

(一般路線バス)・富士山南麓エリア周遊きっぷ　・富士山西麓バス周遊きっぷ　・富士サファリ
パークセット券　・イエティセット券　・得Qパックセット券

※11.11現在調整中。
1日乗車券（大＠800円小＠400円）申請中につき12月中下旬開始予定。高速バス、コミュニティバスは利用不可の予定。

【注意】▼地域共通クーポンの利用方法は、券面記載事項やGoToトラベル事務局ホームーページ等により必ずご確認ください。　▼本資料は取扱い商品の概要を中部運輸局にてまとめたものです。ご旅行
時には既に取扱いを変更している場合があります。必ず事業者ホームページ等により最新情報をご確認下さい。　▼企画切符（おとくなきっぷ）購入には各社条件があります。予約が必要な場合や利用当日
に購入できない商品もあるため、必ず事前にご確認ください。

No, 都道府県 事業者名
クーポン
種別

取扱箇所 取扱商品（普通乗車券・企画乗車券・バスグッズ等）

・休日フリーきっぷ　・永平寺・東尋坊２日フリーきっぷ　・朝倉遺跡フリーきっぷ
・地域共通クーポン限定福井鉄道・えちぜん鉄道・京福バス共通「お土産福袋」

・路線バス乗車運賃（コミュニティバス、高速バス、路線バス回数券を除く）
・電車乗継往復乗車券（清明循環線、麻生津循環線のみ）

・高速バス普通乗車券　・路線バス普通乗車券　・220エリアパス　・美濃ぶらりきっぷ　・高山線
各種企画券　・ぎふ戦国きっぷ　・長良川体験チケット　・岐阜バスグッズ　・大河ドラマ館入場
券　・玉宮バルチケット

・路線バス乗車運賃、乗車券（当日運賃のみ利用可能）
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1 岐阜県 東鉄商事(株) 紙・電子
乗船券窓口
（恵那峡遊覧船のりば）

・普通乗船券

2 静岡県 （一社）ふじさん駿河湾フェリー 紙
乗船券窓口
（日の出券売所、土肥券売
所）

・普通乗船券、回数券、
（企）伊豆ドリームパス（販売は日の出営業所）、特別室料金

3 静岡県 (株)伊豆クルーズ 紙・電子
乗船券窓口
（下田港、石廊崎）

・普通乗船券

4 静岡県 富士山清水港クルーズ(株) 紙・電子
乗船券窓口
（富士山清水みなとクルーズ
のりば）

・普通乗船券、
（企）ちきゅう号ナイトクルーズ、スイスイ♪清水港まぐろきっぷ

5 静岡県 浜名湖遊覧船(株) 紙・電子
乗船券窓口
（舘山寺港、フラワーパーク
港）

・普通乗船券

6 静岡県 (株)富士急マリンリゾート 紙・電子
乗船券窓口、売店
（熱海港船客待合所）

・普通乗船券、回数券、
（企）R-Asiaセット券、VOTAN（ボウタン）・宝探しセット券、
温浴セット券、お土産類（熱海港船客待合所内売店）

7 愛知県
西尾市
（佐久島航路）

紙
乗船券窓口
（佐久島行船のりば）

・普通乗船券

8
愛知県
三重県 伊勢湾フェリー(株) 紙・電子

乗船券窓口
（伊良湖のりば、鳥羽のり
ば）、
船内売店等

・普通乗船券、販売する全ての企画きっぷ
（ＪＯＹ鳥羽水族館クーポン、鳥羽水族館マイカープラン、志摩スペイン村マイ
カープラン、デークルージング、サンセットクルージング、観光施設セット券　他、お
土産類（船内、鳥羽のりば売店）
※鳥羽（三重）と伊良湖（愛知）のりばで所在地が異なります。利用エリアを確
認してご利用ください。
※電子クーポンが利用できない施設があります。必ずホームページをご確認くださ
い。

9 愛知県 東山ガーデン(株) 紙 ※11.11現在調整中。

10
愛知県
三重県 津エアポートラン(株) 紙

乗船券窓口
（津新港、セントレア港）

・普通乗船券、回数券

11 三重県 志摩マリンレジャー(株) 紙
乗船券窓口
（鳥羽マリンターミナル、
賢島営業所）

・普通乗船券、企）賢島マリンセット券

【注意】▼地域共通クーポンの利用方法は、券面記載事項やGoToトラベル事務局ホームーページ等により必ずご確認ください。　▼本資料は取扱い商品の概要を中部運輸局にてまとめたものです。ご
旅行時には既に取扱いを変更している場合があります。必ず事業者ホームページ等により最新情報をご確認下さい。　▼企画切符（おとくなきっぷ）購入には各社条件があります。予約が必要な場合や
利用当日に購入できない商品もあるため、必ず事前にご確認ください。

No, 都道府県 事業者名
クーポン
種別

取扱窓口 取扱商品（普通乗船券・企画乗船券・グッズ等）
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