
JR摂津富田駅
案内所

高槻阪急
阪急高槻市駅
案内所

場　所

ＪＲ高槻駅南案内所

阪急高槻市駅案内所

ＪＲ摂津富田駅案内所

芝生営業所

緑が丘営業所

（平日）8時～19時30分
（土日祝）8時30分～19時

14時～19時30分

8時45分～17時15分

（平日）8時～19時30分
（土日祝）8時30分～18時30分

072-682-5891

072-671-8717

072-695-4400

072-677-3513

072-687-1500

お盆（８月13日～15日）及び
年末年始（12月31日～1月2日）

を除く毎日
月・水・金

祝日・年末年始（12月29日～1月3日）
を除く

お盆（８月13日～15日）及び
年末年始（12月31日～1月2日）

を除く毎日

年末年始（12月29日～1月3日）
を除く毎日

営　業　日 営業時間 電話番号

JR高槻駅南（津之江経由）
芝生住宅・栄町
車庫前
富田団地・富田団地東
栄町・西町循環

上の口・原大橋
緑が丘・樫田方面・塚脇・下の口
寺谷町

日吉台・日吉台西・平安女学院大学（平日8時台）

JR高槻駅南
柱本団地・阪急富田駅・車庫前（津之江・栄町経由）
富田団地・車庫前
北大塚・下田部団地・車庫前（下田部団地経由）・玉川橋団地（竹の内小学校前経由）
六中前・前島・クリンピア前島・道鵜町・上牧・JR高槻駅南
上成合・川久保・寺谷町（美しが丘経由）・別所本町公園・梶原東・墓参（期間のみ）

京阪バス（枚方市駅・竹ノ内町方面）
柱本団地・阪急富田駅・車庫前（津之江・栄町経由）
富田団地・車庫前
北大塚・下田部団地・車庫前（下田部団地経由）・玉川橋団地（竹の内小学校前経由）
六中前・前島・クリンピア前島・道鵜町・上牧
上成合・川久保・寺谷町（美しが丘経由）・別所本町公園・梶原東・墓参（期間のみ）

関西大学・平安女学院大学・平安女学院大学東
JR富田駅・公団阿武山・奈佐原・萩谷・西塚原



1A JR  Takatsuki  Sta.

三島江・阪急高槻駅 経由
J R 高 槻 駅 南

ICカードの方は、必ずICカード読取機にタッチ
して下さい。“整理券車”で現金及び企画乗車券の方は
整理券をお取りください。

高槻市営バスには、「均一区間運賃」・「対キロ区間
運賃」という2種類の運賃区間がございます。
バスに乗る前にご確認ください。

PiTaPa・ICOCA等の
全国共通交通系ICカード

ICカード
読取機

市営バス専用ICカード
Tsukica

定期券（ICカード）・企画乗車券（紙券）販売価格

小児運賃無料制度
妊婦特別運賃制度（こうのとりパス）

市営バスターミナル案内図

Tsukica（市営バス専用ICカード）

ICカード読取機

140円～640円
70円～320円

対キロ区間運賃とは、運送距離に応じて運賃が加算されて
ゆく制度です。
高槻市営バスでは、山間部路線（萩谷線、川久保線、南平台東線、
田能・二料・中畑・杉生線）の4路線が該当します。

整理券車とは、対キロ区間を運行している車両のことです。
距離によって運賃が変わる路線では、どのバス停から乗車し、
どのバス停で降車したかで支払う運賃が異なります。
そのため、どのバス停から乗車したのかがわかるように
乗車時に手続きが必要です。

忘れずに
降車ボタンを
押してね！
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PiTaPa ICOCA

Kitaca PASMO Suica manaca

toica PASMO nimoca SUGOGA

バスの前扉よりお降りください。段差がございますので
足元にご注意ください。
くわしいお支払方法は4ページをご参照ください。

PiTaPa・ICOCA等の
全国共通交通系ICカード

ICカード読取機

タッチする

タッチする

整理券とともに乗務員に提示する

整理券と
ともに投入

タッチする

硬貨等投入口

市営バス専用ICカード
Tsukica

PiTaPa・ICOCA等
（全国共通交通系
ICカード）

入口のICカード読取機に
カードをタッチしてくだ
さい。
タッチを忘れた場合、乗継
割引は適用されませんの
で、ご注意ください。

必ず入口で整理券を
お取りください。
※P2（整理券機）参照

運賃箱に現金を
投入してください。

お釣りが出ませんので、あらかじめ小銭をご用意ください。

※お得な情報、販売（チャ
　ージ）場所、販売金額
　などの詳細はP5を参照

出口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

出口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

入口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

出口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

入口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

※上記の他、1day・2dayの企画乗車券もあります。
　（P5（企画乗車券）参照）

出口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

入口のICカード読取機
にカードをタッチして
ください。

高槻市が発行する
福祉乗車券
（ICカード）

Tsukica
（市営バス専用
ICカード）

定期券
（ICカード）

チャージボタンICカード読取機

両替・チャージ
（紙幣）

市営バスの車両は全車バリアフリー対応です！
乗降時は、スロープ板等を使って車いすのままバスをご利用いただけます。
※車内スペースに限りがあるほか、道路形状によりご希望のバス停での乗降ができない場合がご
　ざいます。ご不明の際は、各営業所（※1）へご連絡ください。

総務企画課

対キロ区間
（整理券車）
対キロ区間の定期券につい
ては、案内所・営業所にお
問い合わせください。
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(1乗車目) (2乗車目)
降 

車
乗 

車
降 

車

均一運賃区間
220－100円＝120円

（100円割引）

均一運賃区間
220円

60分以内

●お得な情報
・事前にチャージ（上限２万円）しておくことで、
　現金を持たずにバスが利用できます。
・プレミア割引、昼間割引、乗継割引(右イメージ参照)が
　自動的に適用されます。
　※昼間割引と乗継割引は、重複して適用はされません。

●販売（チャージ）場所
・市営バス案内所（ＪＲ高槻駅南、阪急高槻市駅、ＪＲ摂津富田駅）
・市営バス営業所（芝生営業所、緑が丘営業所）
　※チャージはバス車内でも可。（1,000円札のみ）ただし、
　一度、運賃箱に入れた紙幣はキャンセルできません。
●販売金額

連続の 2 日

初回販売額は

＋ １,５００円 ＝ ２,０００円 で、

１,６５０円分利用できます。

デポジット５００円
（払い戻しの際に返金されます）

乗降区間が駅ターミナルから概ね1.5ｋｍ以内の場合にご利用できます。
定期券面に乗降できる区間を表示します。2系統にまたがる区間では発売しておりません。

9,240 円
7,920 円
6,600 円
3,300 円

26,330 円
22,570 円
17,820 円
8,910 円

8,820 円
7,560 円
6,300 円
3,150 円

25,140 円
21,550 円
17,010 円
8,500 円

バスロケーションシステム
とは、バスの到着時刻やバス
の現在地などをパソコン、
スマートフォン、携帯電話から
リアルタイムに閲覧できる
サービスです。
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妊娠中の方（高槻市に在住）と同伴のお客様
1名が、お一人につき1乗車100円（現金のみ）
でご乗車になれる割引制度です。
降車時にこうのとりパスを乗務員に提示し、
同伴者がある場合はその旨、申告してください。
こうのとりパスの 交 付は、母 子 健 康 手 帳 の
交付時に申請できます。
パスに顔写真を貼り氏名を記入して、ご利用
ください。
再発行はできません。

休日の家族とのお出かけにマイカーを利用している方に、地球環境にやさしいバスをご利用
いただくための割引制度です。
土曜日や日曜・祝日に、通勤（ファミリー）定期券を提示すると、定期券有効区間外の運賃及び
同伴される同居家族（2親等以内）の普通運賃が以下のように割安となります。

6歳（小学生）以上の旅客が、1歳以上6歳未満の
小児と一緒にご乗車の際は、旅客お一人につき
2名まで、小児運賃が無料となる制度です。
1歳以上6歳未満の小児が、お一人でご乗車
される場合は、小児運賃が必要です。
また、1歳未満の方は、人数に関わらず無料です。

※運賃のお支払いは、現金のみです。

降車時に、「環境定期券です。同伴大人○人、小児○人」と申告してください。

見 本

定期券有効区間外でのご利用の場合
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営業日 営業時間 電話番号

高槻駅南（津之江経由）
芝生住宅・栄町
車庫前
富田団地・富田団地東
栄町・西町循環

上の口・原大橋

緑が丘・樫田方面・塚脇・下の口・寺谷町

日吉台・日吉台西・平安女学院大学（平日 時台）

高槻駅南
柱本団地・阪急富田駅・車庫前（津之江・栄町経由）
富田団地・車庫前
北大塚・下田部団地・車庫前（下田部団地経由）・玉川橋団地（竹の内小学校前経由）
六中前・前島・クリンピア前島・道鵜町・上牧・ 高槻駅南
上成合・川久保・寺谷町（美しが丘経由）・別所本町公園・梶原東・墓参（期間のみ）

京阪バス（枚方市駅・竹ノ内町方面）

柱本団地・阪急富田駅・車庫前（津之江・栄町経由）

富田団地・車庫前

北大塚・下田部団地・車庫前（下田部団地経由）・玉川橋団地（竹の内小学校前経由）

六中前・前島・クリンピア前島・道鵜町・上牧

上成合・川久保・寺谷町（美しが丘経由）・別所本町公園・梶原東・墓参（期間のみ）

関西大学・平安女学院大学・平安女学院大学東

富田駅・公団阿武山・奈佐原・萩谷・西塚原

第2第3水・金曜日(4月9月1月の祝日除く)

お盆(8月13日～8月15日)
年末年始(12月31日～1月2日)

火・木・土・日
祝日・年末年始(12月29日～1月3日)

第2第3水・金曜日(4月9月1月の祝日除く)

お盆(8月13日～8月15日)
年末年始(12月31日～1月2日)

医科 (薬学部)




