
おトクに満喫！ 高尾山きっぷ

Mt.Takao
Round-trip
Discount Ticket

Passengers purchasing the discount fare receive a set of four separate 
tickets. Each ticket is used for a different leg of the trip. Check the 
individual tickets against the illustrations below.

ご購入いただくと、きっぷが４枚発券されます。それぞれ使用場面が異なります
ので、必ず券面をご確認ください。
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Issued October 2014 by Keio Corporation, Railway Services and Operations Department
* Information is current as of October 1, 2014.

※紛失時の再発行は致しかねますので、
　あらかじめご了承ください

* Lost tickets cannot be replaced. 

Using the Ticket Set
きっぷの利用方法

Kiyotaki Station and Sanroku Station are a 5-minute walk from 
Takaosanguchi Station on the Keiō Line.

The Mt. Takao discount ticket combines a round-trip ticket from 
any station on the Keiō Line or Inokashira Line to Takaosanguchi 
Station with a round-trip or one-way ticket for either the 
Mt. Takao cable car or chair lift. Get 20% off the regular fare with 
the discount ticket.

Cable Car and Chair Lift Stations
ケーブルカー・リフト乗り場のご案内

京王線「高尾山口駅」からケーブルカー・リフト乗り場がある「清滝駅」「山麓駅」
までは徒歩（約5分）での移動になります。

20%
OFF

Lists notes and precautions for using the ticket.
* Cannot be used for boarding trains.

ご利用時の注意事項が記載されています。
※きっぷとしてはご利用いただけません

Ticket 1きっぷ1
〈例〉  example

Ticket to Takaosanguchi Station 
from a station on the Keiō Line or 
Inokashira Line. Insert this ticket 
into the automatic ticket gate 
when boarding at the original 
station and when disembarking 
at Takaosanguchi Station.
京王線・井の頭線（往路）のきっぷとなり
ます。乗降車駅の自動改札機にお通しく
ださい。

Ticket 2きっぷ2

Round-trip or one-way ticket 
for cable car or chair lift. 
Present this ticket when 
boarding cable car or chair lift.

ケーブルカーもしくはリフトのきっぷ（片
道または往復）となります。各乗り場で
ご提示ください。

Ticket 3きっぷ3

Return ticket from Takaosanguchi 
Station to original station on the 
Keiō Line or Inokashira Line. Insert 
this ticket into the automatic 
ticket gate when boarding at 
Takaosanguchi Station and when 
disembarking at destination.
京王線・井の頭線（復路）のきっぷとなり
ます。お帰りの際に乗降車駅の自動改
札機にお通しください。

Ticket 4きっぷ4

高尾山きっぷは、京王線・井の頭線各駅から高尾山口駅までの往復乗車
券と、高尾山ケーブルカーまたはリフトの乗車券（往復または片道）が
セットになった、通常運賃から20％引のおトクなきっぷです。

きっぷ2、4は自動改札機にお通しください
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Insert ticket 2 into the automatic ticket 
gate to embark for Takaosanguchi 
Station. Insert ticket 4 into the 
automatic ticket gate for return trip.

日本語 English

Take the Keiō Line
to Mt. Takao!
京王線で高尾山へ行こう！
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新宿から特急で最速
46分！

Only
46 minutes
from Shinjuku 
by Special 

Express train.




