
竹ノ内町枚方茨木線
6B ↑ 番田

枚方市駅北口 　―　　ＪＲ茨木 ＪＲ茨木　 ―　 竹ノ内町 鷺打橋

枚方市駅北口 　―　　阪急茨木 唐崎

西唐崎

2区 1区 枚方市駅北口 西切

枚方公園口 白川三丁目

1区 1区 枚方大橋北詰 ※一方向のみ運行 白川二丁目

竹ノ内町 白川住宅口

番田 鮎川

鷺打橋 学園町

唐崎 先鉾橋

260 230

230 230
230 ↑

6B ↑

3 3B 4 4A 6 7 7B

西唐崎（↑） 東寺田町

西切 西寺田町

玉川橋団地 阪急茨木

白川三丁目 茨木市役所前

230 230
230 ↑

220
白川二丁目 ＪＲ茨木 駅前通り

白川住宅口 駅前通り ＪＲ茨木 特区 1区

特区 220 鮎川 茨木市役所前

↑↑特区 学園町 阪急茨木

先鉾橋 阪急茨木東口

東寺田町 西寺田町

西寺田町 東寺田町

阪急茨木東口（↓） 先鉾橋 枚方市駅北口

阪急茨木 学園町 枚方市駅北口 　―　　南茨木駅 枚方公園口

茨木市役所前 鮎川 特区 立命館大学（岩倉公園前） 　―　 南茨木駅 枚方大橋北詰

駅前通り ※一方循環 白川住宅口 竹ノ内町

ＪＲ茨木 白川二丁目 番田

白川三丁目 鷺打橋

玉川橋団地 唐崎

白川住宅口 西唐崎（↑）

↑
220 220

8 9

230

↑

鮎川 西切

学園町 玉川橋団地

先鉾橋 白川三丁目 230 230230↑

東寺田町 白川二丁目

西寺田町 白川住宅口

阪急茨木 鮎川

茨木市役所前 学園町 220

駅前通り 先鉾橋 特区 1区 1区

ＪＲ茨木 特区 1区 東寺田町

西寺田町

ＪＲ茨木 　―　　ＪＲ茨木 阪急茨木東口（↓）

［玉川橋団地経由］ 阪急茨木

市役所南口（↓）

茨木市役所前（↑）

駅前通り（↑）

ＪＲ茨木東口

南茨木駅 特区 1区 2区

このページの定期旅客運賃はＡ表をご覧ください。

230 230

4A
220 230 260

立命館大学（岩倉公園前）

[　ﾀｶ－１　]お忘れ物・お問い合わせ　：　高槻営業所　tel 072-670-2121 2018/9/29

220

230↑



枚方市駅北口 　―　　ＪＲ高槻
竹ノ内町 　―　　ＪＲ高槻
枚方市駅北口 　―　　阪急高槻
竹ノ内町 　―　　阪急高槻
国道田ノ口 　―　　ＪＲ高槻

3区 2区 - 1区 ☆国道田ノ口（↓）

- ☆田ノ口中央（↓） 枚方市駅北口 　―　 竹ノ内町

- ☆田ノ口（↓）

- ☆須山東（↓）

- ☆須山町（↓） ★竹ノ内町

- ☆都ヶ丘（↓） ★大塚

- ★北大塚

- ☆中宮住宅前（↓） ★深沢

- ★内黒地橋

2区 1区 - ☆禁野口（↓） ★南辻子

- ☆枚方市駅北口 ★辻子

- ☆枚方公園口 ★春日町

1区 - ☆枚方大橋北詰 ★城東町

竹ノ内町 ★沢良木町

☆大塚 ★松原

☆北大塚 ★ＪＲ高槻

☆深沢 ※一方向のみ運行 ★市役所前

☆内黒地橋 ★阪急高槻

☆南辻子 ★松原

辻子特区 ☆辻子 ★沢良木町

☆春日町 ★城東町

☆城東町 ★春日町

☆沢良木町 ★辻子 辻子特区

☆松原 ★南辻子

☆阪急高槻 ★内黒地橋

☆市役所前 ★深沢

☆ＪＲ高槻 ★北大塚

★大塚

★枚方大橋北詰

★枚方公園口

★枚方市駅北口 1区 2区 1区

このページの定期旅客運賃はＡ表をご覧ください。

☆市立ひらかた病院前（↓）

260

230

290 260

230

☆関西外大中宮キャンパス（↓）

・（の場合 … 大人２６０円、小児１３０円）

[　ﾀｶ－２　]お忘れ物・お問い合わせ　：　高槻営業所　tel 072-670-2121　枚方営業所　tel 072-890-2121 2019/10/1

1C ★
深夜バス

・（の場合 … 大人２６０円、小児１３０円）

★印は深夜バス停車停留所です。

・深夜バスの運賃は、各区間の普通旅客運賃の倍額です。

・（例：枚方市駅北口～ＪＲ高槻…大人５２０円、小児２６０円）

・定期券利用の場合は、深夜割増運賃が別途必要です。

・（例：上記区間を乗車の際、「枚方大橋地区－高槻・茨木地区」定期券をお持ち

230
260

↑

☆印は早バス停車停留所です。

・早バスの運賃は、各区間の普通旅客運賃の倍額です。

・（例：枚方市駅北口～ＪＲ高槻…大人５２０円、小児２６０円）

1A 早バス
・定期券利用の場合は、早朝割増運賃が別途必要です。

・（例：上記区間を乗車の際、「枚方大橋地区－高槻・茨木地区」定期券をお持ち

枚方高槻線

1 1A 1B

2 2B

220

230

230

230

260
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阪急高槻 　―　 番田一丁目 枚方市駅北口 　―　　伊加賀小学校循環
竹ノ内町 　―　　阪急高槻 伊加賀小学校 　―　　イズミヤ前循環

竹ノ内町

番田

番田一丁目 伊加賀小学校

枚方大橋北詰 出口二丁目（↑）

大塚 北公園前

北大塚 伊加賀西町

深沢 枚方公園口

内黒地橋 枚方市駅北口

南辻子 禁野口（↑）

辻子 イズミヤ前（↑）

春日町 官公庁団地（↑）

城東町 枚方市駅南口

沢良木町 枚方公園口

松原 東公園前（↑）

阪急高槻 辻子特区 1区 伊加賀西町

北公園前

伊加賀小学校 1区

摂南大学 　―　ＪＲ茨木東口
 [阪急茨木南口のみ停車]

摂南大学 　―　阪急茨木南口

ＪＲ茨木東口

阪急茨木南口 220 特区

摂南大学 2区

このページの定期旅客運賃はＡ表をご覧ください。

枚方出口線

230

枚方高槻線

5

[　ﾀｶ－３　]お忘れ物・お問い合わせ　：　高槻営業所　tel 072-670-2121 2017/9/9
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寝屋川茨木線

直通

260

220


