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新潟市にお住まいの65歳以上の皆さまへ

令和３年８月 新潟市作成

シニア半わりりゅーと
ご利用案内

バス運賃が半額になる
「シニア半わりりゅーと」で

お得にお出かけ♪

「シニア半わり」割引適用に月ごとの利用上限額を設定
（令和３年10月１日～）

重要な
お知らせ
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シニア半わりりゅーと ご利用案内

「シニア半わり」について1 
1.　「シニア半わり」とは
「シニア半わり」とは、高齢の方のおでかけを支援することで公共交通の利用促進と健

康寿命の延伸につなげるため、新潟市内にお住いの65歳以上の方を対象にバス運賃を半額
（10円単位切り上げ）にする事業です。

2.　「シニア半わり」利用上限額

「シニア半わり」に一人一月あたり正規運賃で7,000円（半額の運賃で3,500
円）の利用上限額を設定（令和３年10月１日〜）

▶  利用上限額を超えた次の乗車から、当該月の末日までは、通常のりゅーとカードとして精
算されます。

▶  その月の利用額は、バス降車時の精算機による通知のほか、新潟交通㈱の受付窓口にシニ
ア半わりりゅーとをお持ちいただくことで確認できます。

▶ 利用上限額の前後では、降車時に精算機によって通知されます。
　 ① 利用上限額に近づいた時（半額運賃で残り500円以下となった時）

　 ② 利用上限額を超えた最後の半額精算時

　 ③ 利用上限額を超えて正規運賃で精算した時

表示案内 音声案内
ピピッ

表示案内 音声案内
ピピピピピッ

表示案内 音声案内
ピッピッ
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3.　新潟交通が販売する定期券「おでかけ65/70」との比較
新潟市内の高齢者向けバス運賃割引制度は「シニア半わり」のほか、新潟交通㈱が販売

する路線バスを対象としたお得な定期券「おでかけ65/70※」があります。利用区間や利
用回数によってはそちらの方がお得な場合もあります。
※おでかけ65…65歳～69歳までの方対象 ／ おでかけ70…70歳以上の方が対象

■定期券「おでかけ65/70」

対象 ６ヶ月 12カ月
おでかけ65

（65〜69歳）
34,650円

（ひと月あたり5,775円）
63,000円

（ひと月あたり5,250円）
おでかけ70

（70歳以上）
23,100円

（ひと月あたり3,850円）
42,000円

（ひと月あたり3,500円）

■「シニア半わり」と「おでかけ65/70」の比較表
利 用 例 シニア半わり おでかけ65（12ヶ月） おでかけ70（12ヶ月）

210円区間

月に  5往復乗車 得！ひと月で  1,100円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に15往復乗車 得！ひと月で  3,300円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に25往復乗車 ひと月で  7,300円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

290円区間

月に  5往復乗車 得！ひと月で  1,500円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に15往復乗車 ひと月で  5,340円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

月に25往復乗車 ひと月で11,140円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

370円区間

月に  5往復乗車 得！ひと月で  1,900円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に15往復乗車 ひと月で  7,680円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

月に25往復乗車 ひと月で15,080円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

430円区間

月に  5往復乗車 得！ひと月で  2,200円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に15往復乗車 ひと月で  9,540円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

月に25往復乗車 ひと月で18,140円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

570円区間

月に  5往復乗車 得！ひと月で  2,900円 ひと月あたり5,250円 ひと月あたり3,500円

月に15往復乗車 ひと月で13,460円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

月に25往復乗車 ひと月で24,860円 得！ひと月あたり5,250円 得！ひと月あたり3,500円

下記ホームページで、年齢や利用区間の運賃を入力することで、「シニア半わり」と「お
出かけ65/70」どちらがお得か確認できます。右記QRコードからも移動できます。

https://www.city.niigata.lg.jp/info/bus/hanwari/

新潟市　高齢者向けバス運賃割引制度　比較サイト で検索
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バスの乗り方、降り方2
1.　ICカード対応のバスに乗るとき

バスに 「乗るとき」 と 「降りるとき」 に カード を タッチ

路線バス
● 新潟交通の路線バスで「りゅーと」が利用できる路線
　（詳細は５ページをご覧ください）
● 新潟市観光循環バス　● 空港リムジンバス

区バス
● 東区バス
● 江南区バス
● 西区バス

住民バス

● 島見町・太郎代線（北区）
● にこにこ号（中央区）
● 両川地域バス（江南区）
● 大江山地区バス（江南区）
● コミュニティ佐潟バス（西区）
● 内野上新町線（西区）

※イベント臨時バス（サッカー・競馬等）は、シニア半わりがご利用になれないバスがあります。
　あらかじめご了承ください。

「タッチ」で乗れる路線（ICカード対応） ※令和３年４月現在

チャージ（入金）して繰り返しご使用いただけます。
　※まち割60は適用になります／のり割30が適用される場合は、30円割引となります
　※ポイントはありません／定期券・オートチャージ機能は付けられません

乗るとき 降りるとき

ピッ

ピピッ

カードリーダー（読み取り機）に
“ピッ”と音が鳴るまで

カードをタッチしてください。

正しくタッチされていない場合、
エラーとなります。
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エリアマップほか
■ 新潟市観光循環バス
■  住民バス（にこにこ号・コミュ

ニティ佐潟バス）
■ 区バス（東区・江南区・西区）
でも、「りゅーと」が利用いただけます。

※ 高速バス、秋葉区・南区・西蒲区の一
部路線はご利用いただけません
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2.　ICカード非対応のバスに乗るとき

「降りるとき」 に運転士へカードを 提示 し 現金 で支払い

区バス

● 北区バス
● 秋葉区バス
● 南区バス
● 西蒲区バス

住民バス

● おらってのバス（北区）
● カナリア号（江南区）
● 横バス（江南区）
● 月潟住民バス（南区）

「提示」で乗れる路線（ICカード非対応） ※令和３年４月現在

乗るとき

整理券をお取りください。
（不要な場合もあります）

「シニア半わりりゅーと」カードを運転士へ提示し、
正規運賃の半額分（10円単位に切り上げ）を

現金でお支払いください。

降りるとき
手順１ 手順２

シニア半
わり

りゅーと
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北区バス 秋葉区バス

南区バス 西蒲区バス

おらってのバス（北区） カナリア号（江南区）

横バス（江南区） 月潟住民バス（南区）

「提示」で乗れるバス（ICカード非対応）
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カード更新手続きについて3
半額利用を続けるためには、毎年、誕生月に更新手続きが必要です

「シニア半わり りゅーと」カード更新手続きについて

有効期限
誕生月の末日が表示されてます。
初回の更新手続き以降は、１年ごとに更新
となります。
※例：４月生まれの方

更新手続き方法
利用者ご本人または代理人が下記の必要資料を受付窓口へお持ちください。

【利用者ご本人が手続きする場合】 【代理人が手続きする場合】
・利用者ご本人の身分証明書（原本）
・シニア半わりりゅーと

・委任状（原本）
・利用者ご本人の身分証明書（原本）
・代理人の身分証明書（原本）
・利用者ご本人のシニア半わりりゅーと

※身分証明書は現住所と年齢が確認できるものをお持ちください。
※ 委任状は新潟交通営業所、市役所本館案内、区役所地域課などで配布しているほか、新潟市のホームページからもダウン

ロードできます。

新潟交通受付窓口
バスセンター案内所 新潟東部営業所 新潟西部営業所 新潟南部営業所 新潟北部営業所
万代シテイバスセンター

025-246-6333
東区榎宇三百割151-9
025-274-7251

西区寺地123-3
025-377-1311

江南区亀田工業団地2-1-7
025-382-6700

北区島見町字山興野3567-4
025-255-3355

入船営業所 内野営業所 潟東営業所 京ヶ瀬営業所 新発田営業所
中央区入船町4-3776
025-223-3186

西区中権寺道下447
025-262-3322

西蒲区大原338
0256-86-3355

阿賀野市京ヶ瀬工業団地1045-6
0250-67-4777

新発田市豊町1-3-14
0254-23-2111

※新潟駅前案内所では受付できません。

更新手続き可能時期
有効期限の月初めから1ヶ月の間に更新手続きを行ってください。
例：有効期限が2021年５月31日の場合、2021年５月１日から更新が可能です。

その他
・有効期限を過ぎた場合、通常のりゅーとカードとして精算されます。
・有効期限を過ぎても更新は可能です。更新手続きに手数料はかかりません。
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よくある質問とその回答4

「シニア半わりりゅーと」に登録された住所や電話番号が最新ではないと、紛失した場合
など、みなさまに必要な連絡ができなくなる可能性があります。必ず最新の情報をお知
らせくださるよう、お願いいたします。

「シニア半わりりゅーと」は２枚持つことができますか？
また、本人以外が利用することはできますか？

Q1

「シニア半わりりゅーと」にポイントはつきますか？Q2

Q3 「シニア半わりりゅーと」とその他の割引（障がい者割引等）は
併用できますか？

Q4 カードをなくしてしまったときはどうしたらいいですか？

Q5 住所や電話番号が変わりました。手続きは必要ですか？

A
「シニア半わりりゅーと」はおひとり1枚しか発行できません。
また、本人以外の利用や複数人精算はできません。

A
「シニア半わりりゅーと」に新潟交通のポイントサービスはありません。

A 「シニア半わりりゅーと」による割引の適用範囲につきましては、まち
割り60やのり割30といった乗継割引は対象となりますが、障がい者
割引・障がい者の介護人割引や定期券割引との併用はできません。

A カードを紛失したときは再発行ができます。まずは新潟交通にご連絡
ください。窓口来店時に、身分証明証と必要金額710円（内訳：再発
行手数料210円＋カード預り金500円）をお持ちください。

A 手続きが必要です。新潟交通窓口へお越しください。住所が変わった
場合は新しい住所が確認できるものが必要です。電話番号が変わった
場合はそのまま新潟交通の受付窓口へお越しください。
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注意事項5

Q6 新潟市外に引っ越します。解約は必要ですか？

A 新潟市外へ引っ越される場合、「シニア半わりりゅーと」の解約が必要で
す。新潟交通の受付窓口へお越しください。また、その他の理由で解約
をご希望の方も新潟交通の受付窓口で解約手続きを行うことが可能です。

注意事項
１．「シニア半わりりゅーと」は、おひとり１枚お持ちください。
２．「シニア半わりりゅーと」は、本人以外の利用や複数人精算はできません。
３．「シニア半わりりゅーと」に新潟交通のポイントサービスはありません。
４． 「シニア半わりりゅーと」でICカード対応のバスにご乗車の際はチャージ額で精算

の場合のみ割引適用となります。
５．新潟市はシニア半わりに係る個人情報の提供を新潟交通から受けます。

※ 個人情報（バスの利用履歴を含む）の取り扱いについて、新潟市はシニア半わりの実施状況の把
握及び利用促進や不測の事態の連絡に使用する目的で、新潟交通から参加者情報の提供を受けま
す。新潟市は個人情報の提供を受けた場合、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守
し、個人情報保護に基づき、個人情報を取り扱います。なお、業務の受委託に伴い、受委託先に
必要な範囲で新潟市が提供を受けた個人情報を提供することがあります。

新潟市 都市政策部 都市交通政策課　TEL 025-226-2725／025-226-2723

お問い合わせ

利用上限額を超えた最後の半額精算時について、上限額を超えた
部分は正規運賃として精算されますか？

Q7

A 利用額が上限額を超える最後の半額精算時は、上限額までの残金に関
わらず利用運賃が半額となります（次のご利用から通常のりゅーと
カードとして精算されます）。




