
バス定期券のご案内

￥96,770/年 ▶ /年

筑波大学キャンパス交通システム

購入すると、

つくば
センター

筑波大学
各停留所

のバスが

で乗り放題！

90％
OFF!

お問合せ：筑波大学総務部総務課 TEL：029-853-2025

つくばセンターから筑波大学中央までの
正規の通学定期運賃

キャンパス交通システム
バス定期券利用料

学内の丸善（書籍部）で利用証シール購入。

シールを貼った学生証を降車時に提示。

つくばセンターと筑波大学中央は
往復560円。月に2回乗ったら、
乗り放題の定期券の方が断然お得！

購入するには？

利用するには？

どれだけお得？



【利用証拡大イメージ図】 

 
キャンパス交通システムについて （バス定期券） 

 
 
筑波大学では、9,500円 （1 ヶ月あたり約 790 円）でキャンパス内を走る路線バスに年間何度でも自由に乗り降

りができるシステムを導入しています。このシステムの利用証 （定期券）を購入すれば、学生宿舎からはもちろん、
つくばセンターからキャンパス内の各施設まで路線バスを利用できます。特に学群の１年生は、総合科目や体育な
ど、授業等においてキャンパス内の移動が多く、利用価値が高いため、このシステムの利用をお薦めしています。 
※ 参考︓つくばセンターから筑波大学中央(280 円)まで利用した場合の正規の年間通学定期運賃は、96,770円です。 

 
＜利用証（バス定期券）の購入方法＞ 

利用料金と学生証を持って、学内６箇所 （大学会館他）にある書籍部 （丸善）で
購入できます。書籍部にある申込書に必要事項を記入の上、学生証を提示し、所定
の料金を支払ってください。その場で学生証の指定箇所に利用証（12mm ×
32mm のシール）（右図参照）を貼付してもらえます。 

 
＜利用証（バス定期券）の利用方法＞ 
(1) 左記の路線図の区間内でご利用になれます。 
(2) 路線バス乗車時に必ず整理券を取り、下車時に本利用証が貼付された

学生証を運転手に提示し、整理券を運賃箱に入れてください。 
(3) 路線図の区間外からの直行バス （例 ︓土浦駅発－筑波大学中央行き等）

により区間内に乗り入れた場合は、本利用証を運転手に提示するとと
もに、整理券と区間外分の料金を運賃箱に入れてください。なお、IC
カードとの併用はできませんので、注意してください。 

 
＜注意事項＞ 
(1) 利用証の有効期間は、交付日 ～ 2021年 3月 31日です。  
(2) 利用証の価格は購入時期に関係なく一律 9,500 円です。 
(3) 購入後の払い戻しはいたしません。 
(4) 利用証は、本人のみが使用できます。他人に貸与または譲渡することはできま

せん。 
(5) 本学の学生でなくなった場合には、利用証は使用できなくなりますので、学生

証とともに所属の支援室（事務室）に返還してください。 
(6) 有効期限が過ぎた利用証で乗車するなどの不正使用が発覚した場合には、違約

金を請求され、規則に基づいて処分を受けることとなります。ついては、その
様な事がないように、有効期間が過ぎた利用証は速やかに剥がしてください。
なお、次年度も引き続き利用する場合は、書籍部にて次年度分の利用証を購入
してください。 

(7) 破損又は改氏名により学生証の再交付を受けた場合、返却した学生証に利用証
(シール)が貼付されていれば、再交付（シールを貼付）いたします。 

(8) 紛失により学生証の再交付を受けた場合、再交付はいたしませんので、新しい
学生証の交付を受けた後、書籍部において再度購入してください。 

 
※利用申込者から取得した個人情報を、他の目的に使用することはございません。 

 
本件に関するお問い合わせ先︓ 
筑波大学総務部総務課 電話番号:029-853-2025 



【Image of the bus pass sticker】 

On-Campus Transportation System (Bus Pass) 
 
On-campus Transportation System allows annual unlimited rides on the buses from any bus stop 

on the route (refer to the bus route map below) between the Tsukuba Center bus terminal and the 
university, including each on-campus facility and student residence halls for 9,500 yen(about 790 yen 
per month). We recommend especially freshmen who often need to move around the campus for 
classes to use this system. 
Note: For your reference, usual commuter pass costs 96,770 yen per year if you ride from Tsukuba Center 
to Tsukuba Daigaku Chuo (280 yen for one way). 
 
<How to Purchase the Bus Pass> 

Please go to any of six Maruzen bookstores (located at University Hall 
area, etc.) and fill in an application form. Then present the form with your 
Student ID Card and pay the prescribed fare. The bus pass sticker (12mm x 
32mm) will be attached to your Student ID Card on the spot. 
 
<How to Use the Bus Pass> 
・The bus pass can be used between any bus stop on the route (refer to the bus route map below) 

and the Tsukuba Center bus terminal. 
・Make sure to take a numbered ticket when you get on a bus. Drop the numbered ticket into a fare 

box and show the bus pass sticker attached to your Student ID Card to a driver when you get off. 
・When you ride from/to a bus stop not on the route map (e.g. from Tsuchiura Station), drop the 

numbered ticket and the fare for the ride out of the route into the fare box with showing your pass 
sticker to a driver.  Please be aware that you cannot use a combination of bus pass and IC card. 

 
<Notes> 
・The bus pass is valid from the date of issue to March 31, 

2021. 
・The price of the pass 9,500 yen throughout the year. It does 

not change depending on the time of purchase. 
・The bus pass cannot be refunded after purchase. 
・Only the person who bought the pass can use it. You may not 

lend or transfer it to others. 
・If you are no longer a student at the University of Tsukuba, 

return the pass to the Academic Service Office of your 
department with your Student ID Card. 

・ If fraudulent use is discovered, you are subject to 
punishment under the rules. For example, use of an 
invalid bus pass even by accident is regarded as a fraud 
and you have to pay a penalty. Make sure to peel the 
expired pass sticker off promptly. Also, please purchase 
the renewed bus pass at a Maruzen bookstore if you wish to 
continue using the pass for the next academic year. 

・In case that your Student ID Card is reissued due to damage 
or change of your name, the bus pass sticker will be reissued 
and attached to your reissued ID card if the bus pass sticker 
is attached to the ID card before reissue. In case that your 
Student ID is reissued due to loss, the bus pass will not 
be reissued. Please purchase the pass again at a 
Maruzen bookstore after reissue of your Student ID. 

 
*Personal information obtained from applicants will not be used 

for any other purpose. 

Contact about the System︓ 
Division of General Affairs, 
Department of General Affairs, 
University of Tsukuba 
E-mail: so.somuka@un.tsukuba.ac.jp 
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