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ページ名
トップ
運賃
普通片道運賃
小児運賃および幼児の取り扱いについて
路線図
運行状況
総合お知らせ
総合お知らせ詳細 ※
よくあるご質問
よくあるご質問詳細 ※
お客様の声
お客様の声詳細 ※
交通部へのお問い合わせ
無料・割引運賃
環境定期券制度（家族特別運賃）
妊婦特別運賃制度（こうのとりパス）
高齢者無料乗車証について
定期券
定期券の購入場所・運賃について
特定近距離割引定期券
定期券の再発行について
定期券の払い戻し方法について
通勤（ファミリー）定期券申込書・通学定期券購入申込書
ICカード
市営バス専用IＣカード「Tsukica」について
PiTaPaの割引制度について
PiTaPa登録型割引サービス早見表 大人
PiTaPa登録型割引サービス早見表 小児
PiTaPa利用額割引早見表 大人
PiTaPa利用額割引早見表 小児
全国共通交通系ICカードの利用について
ICカード事業における個人情報の取り扱いについて
1day企画乗車券
均一1day等企画乗車券について
回数券・磁気回数カード
回数券の利用終了について
スルッとKANSAI対応磁気カードの利用終了について
磁気回数カードの払戻額計算方法について
KANSAI THRU PASSをご利用のお客様へ
販売窓口・営業所・案内所
学校指定について
市営バスご利用ガイド
バスの乗り方・降り方
バス乗車中のマナー
ベビーカーをご利用の方へ
車内に持ち込める手荷物
車内で忘れ物をされた場合
車いすでのご利用について
市営バスターミナルのご案内
高槻市営バスについて
1. 高槻市営バスの成り立ち
2. 歴代の市営バス
3. 個性的なバス
4. 地域に密着した様々な活動
5. データに見る高槻市営バスの変遷
行先表示コレクション
市営バスで行くイベント情報
イベント情報詳細 ※
市営バスで巡る観光スポット情報
観光スポット情報詳細 ※
教えて！知りたい！バス乗務員さん
高槻市営バスグッズ販売
貸切バスのご案内
貸切バスのご案内
観光リムジンバス貸切のご案内
観光バス向け一時駐車場のご案内
交通広告のご案内
交通部インフォメーション
高槻市営バス概要
管理者メッセージ
令和2年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて
市営バスの取り組み
交通部インフォメーション詳細 ※
運送約款
一般乗合旅客自動車運送事業 運送約款
一般貸切旅客自動車運送事業 運送約款
IR情報
令和元年度決算の概況
高槻市公営企業審議会
令和2年度 第2回高槻市自動車運送事業審議会 ※
令和２年度バス運転業務従事職員の年間採用スケジュール
交通部からのお知らせ
動画アーカイブ
サイトポリシー
ウェブアクセシビリティ方針
市営バス開業65周年記念！こども絵画ギャラリーバス
特選・入選
乳幼児の部 応募作品
小学校1～3年の部 応募作品
小学4～6年生の部 応募作品
乗車マナーの向上について
高槻市営バス公式Twitter

URL
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/unchin/unchin/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121600021/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000036/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/rosen/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unkou/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/oshirase/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/oshirase/2020012900011/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/faq/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/faq/2018111700236/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/goiken/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goiken/2020013000154/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/toiawase.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110900026/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000029/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800173/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800197/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/unchin/teiki/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000067/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000074/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000081/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000098/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800289/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/unchin/iccard/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000043/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800210/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2019082900014/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2019082900038/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800227/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800241/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800296/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800272/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/unchin/1day/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121000012/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/category/unchin/kippu/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2019022200013/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018121300037/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800104/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2020090200027/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800081/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/unchin/2018110800074/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018102500043/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018110600049/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018110800319/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018110600094/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018110600087/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018110600063/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goriyou_guide/2018121600014/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/naritachi.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/rekidaibus.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/koseitekibus.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/katsudou.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/about/data.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/collection/ikisaki.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/event/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/event/detail/2018112700624/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/kankou/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/kankou/detail/takatukishinrinkankousenta/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/bus_crew/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/goods/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/kashikiri_bus/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/kashikiri_bus/2018110700053/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/kashikiri_bus/2018122600013/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2018110800425/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu_koukoku/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2018110500011/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/kanrisha_blog/2020122800010/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2020061500064/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/torikumi/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2019011600015/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/yakkan/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/ippan_yakkan/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/kashikiri_yakkan/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/ir/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2020100600014/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/shingikai/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2020081800014/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2020041600029/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/oshirase.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/koutsuu-bu/detail/2018110700121/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/sitepolicy.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/accessibility/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/gallery/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/gallery/tokusen_nyusen.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/gallery/nyuyoji.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/gallery/teigakunen.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/gallery/kougakunen.html
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/oshirase/2019092500051/
https://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/twitter.html

※…「JB.1.2 ウェブページ一式単位」で「c）ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、代表選択したページ

