
平成 29 年 3 月 15 日 
 

京阪バス株式会社 
京阪京都交通株式会社 
京都京阪バス株式会社 
江若交通株式会社 

 

次世代型総合検索サイト「京阪グループバスナビ」の導入について 
 

 京阪バス株式会社（本社：京都市 社長：鈴木一也）、京阪京都交通株式会社（本社：亀岡市 社長：

阪本和宏）、京都京阪バス株式会社（本社：八幡市 社長：藤山雅三）、江若交通株式会社（本社：大津

市 社長：安積正彦）では、お客さまの検索スピードの向上や多言語化等のインバウンド対応の充実を

目的として、下記のとおり次世代型総合検索サイト「京阪グループバスナビ」を導入します。 

当該システムは、バス停標柱に記載の“QR コード”をスマホで読み込むだけで運行状況を確認する

ことができ、バス停における「運行情報表示器」の代替機能を有します。バス停標柱等に表示機器類を

設置することに比べ、低コストで一斉に展開できることが大きな特徴です。 

同時に、インバウンド対応の向上を図るため、サイトの多言語化（英語）に加え、すべてのバス停を

コード番号でナンバリングし“バス停コード”による検索・入力に対応することで、海外のお客さまに

も簡単な操作でご利用いただける環境を整えました。 

 ますます便利な次世代型総合検索サイト「京阪グループバスナビ」を是非ご利用ください。 

※現在稼働している「京阪バスロケーションシステム」は、同日付で運用を終了します。 

 

記 

 

1．システムの特徴（※） 

  ①お客さまへの提供情報の充実と操作性の向上 

   ・バス停標柱のQR コードをスマホで読み込むだけで当該バス停の運行情報を表示 

   ・時刻検索やルート検索に加え、のりば位置などの各種情報を一元的に提供 

   ・バス停コードでの検索・入力に対応 

 

②提供情報のグローバル化 

   ・多言語化（英語）対応 

   ・バス停コードにより、グループ４社すべてのバス停をナンバリング 

 

２．サイトのＵＲＬ 

   https://busnavi.keihanbus.jp 
 

３．サイトオープン日程 

   平成 29年 3月 16日（木）AM10:00 [予定] 

 

以 上 

 
（※）注記：使用できる機能は各社ごとに異なります。詳しくは添付パンフレットをご確認願います。 

・バス停標柱への QRコード掲出は京阪バス管内で順次実施（平成 29 年度内を目途に完了の予定） 

・多言語（英語）サイトへの対応は京阪バス路線のみ 

 

 
※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です 

https://busnavi.keihanbus.jp/


スマホでラクラク！ どこにいても時刻や運行情報がすぐわかる！

沿線の鉄道主要駅やショッピングモールなどに、出発
時刻や運行状況がひと目でわかるモニターを設置して
います。（順次拡大中）

出発時刻案内モニター

乗換案内情報（京阪バス）発車待ちのバスに
発車時刻が表示されます。

LED行先表示器（京阪バス）

■営業所　　9：00～17：00／年中無休
京阪バス　経営企画室　☎075（682）2310（代表）　9：00～18：00／土・休日除く

大　津　　☎077（531）2121
山　科　　☎075（581）7189
男　山　　☎075（982）7721
京田辺　　☎0774（63）6700
枚　方　　☎072（890）2121

高　槻　　☎072（670）2121
香里団地　　☎072（860）2121
交　野　　☎072（895）2233
寝屋川　　☎072（830）2221
門　真　　☎072（887）2121

京阪京都交通　管理部　☎0771（22）3434　9：00～18：00／土・休日除く
■営業所　　9：00～18：00／年中無休
亀　岡　　☎0771-23-8000
西　京　　☎075-382-4888

堅　田　　☎077（572）0374
■営業所　　9：00～18：00／年中無休
江若交通　企画課　☎077（573）2701　9：00～18：00／土・休日除く京都京阪バス　管理部　☎075（981）8800　9：00～18：00／土・休日除く

■営業所　　9：00～18：00／年中無休
八　幡　　☎075-972-0501

お問い合わせ

バスターミナル等から発車するバスに
発車時刻を表示します。

到着予想時刻に接続する
京阪電車および阪急電鉄
主要駅の乗換案内情報を
バス車内の液晶表示器で
ご案内します。

枚方市駅中央改札口

JR亀岡駅 阪急桂駅東口

横

前 後

京阪バス　京阪京都交通　京都京阪バス　江若交通

面倒なバス停名の
入力は不要！
地図や現在地からの検索はもちろん
“バス停コード”でもラクラク検索！

バスがいつ来るのか
すぐわかる！ 
“バス接近情報”機能を
搭載。
バス停のＱＲコードを読むだけで、
接近するバスの運行情報を“すぐ表
示”。もちろんバス停に行かなくて
も、どこからでもアクセスＯＫ。

（QRコード掲出は順次実施中）
見たい情報だけが
すぐ確認できる。
お好みの条件を登録できる
“ＭＹ機能”を搭載。

延着証明書の発行も
ＷＥＢで対応。
専用サイトへ簡単アクセス。
スマホでも確認できます！

京阪グループ路線バスの総合検索サイト
京阪グループバスナビ 対応会社と機能一覧

※使用できる機能等はバス会社ごとに異なります。
　詳しくは裏面の対応機能一覧をご覧ください。

京阪バス 京阪京都交通 京都京阪バス 江若交通

時刻表・のりばを調べる ○ ○
（時刻表は HP へのリンクとなります）

○
（時刻表は HP へのリンクとなります）
〈のりば MAP の一部は代表位置となります〉

○
（時刻表は HP へのリンクとなります）
〈のりば MAP の一部は代表位置となります〉

バスの接近情報を調べる ○ ○ × ○
（堅田営業所管内に限ります）

乗るバスを調べる ○ ○ ○
（遅延情報はご案内できません）

○
（遅延情報は堅田営業所管内に 限ります）

接近案内メールの登録 ○ ○ × ○
（堅田営業所管内に限ります）

延着証明書の発行 ○ × × ○
（堅田営業所管内に限ります）

シンプルモード
（フィーチャーフォンサイト） ○ ○

（一部機能に限ります）
○

（一部機能に限ります）
○

（一部機能に限ります）

English Site
（英語サイト） ○ × × ×

●バス停標柱へのＱＲコード表示は京阪バス管内にて順次実施します。
●その他の機能は、各社順次拡大の予定です。

（京都バスには対応していません）

京阪バス・
京阪京都交通も
バス到着予測機能に

対応
まずはアクセス ！
使える！便利な機能が満載！

検 索検索京阪バスナビ

バスでの
おでかけが
楽しくなるね！

スマートフォンアプリもありますスマートフォンアプリもあります

京都市域のバス・鉄道が対象。最適な経路や運賃、所要時間を
調べられる無料の経路検索システムです。

ご活用
ください案 内 表 示 機 の ご 案 内

案内モニター・車内モニターに出発時刻などの様々な情報をお知らせします！

歩くまち京都歩くまち京都
京都市内の移動はこのアプリが便利！

バス・鉄道の達人バス・鉄道の達人

路線バスでは
日本初！

QRで
すぐ表示！！

バス停
ラクラク
検索

便利な
MY機能

約３分後に到着

22：22 到着予定

系統：[87A]

行先：四条烏丸行

定刻：22:21（約 1 分遅れ）

経由：---

１　22:21 到着予定

地図にバス位置を表示する： 

終点までの発着時刻表

２　22:46 到着予定
約 26 分後に到着

22：46 到着予定

系統：[83A]

行先：四条烏丸

3　23:10 到着予定
約 47 分後に到着

23：10 到着予定

系統：[83A]

行先：四条烏丸

バスの位
置を地図

で見る

停留所：四条京阪（祇園四条駅）

　　　　（しじょうけいはん　1865-2）

のりば：〔京阪バス〕　西行



時刻表・のりばを調べる

バスの接近情報を調べる

乗るバスを調べる

スマホでラクラク！ どこにいても
時刻や運行情報、バスの位置がすぐわかる！

地図から検索

バス停名またはバス停コードを入力

50音から検索

観光地・施設
から検索鉄道駅から検索

現在地から検索

出発

到着

日時の指定

バス停名またはバス停コードを入力

22時 45分

バス停名またはバス停コードを入力

バスの接近
情報を調べる

利用する
日時のバスを
調べる

22：46 発
22：52 着

１
所要時間　　　／ 6 分
乗換回数　　　／  0
総額　　　　　／ 230 円
距離　　　　　／ 1.2Km

22:46

22:52

四条京阪（祇園四条駅）
西行

四条烏丸
おりば

京阪バス

四条山科醍醐線 83A（四条烏丸行）

運賃　　　　／ 230 円
停車バス停▼

バス位置

おりば

のりば

時刻表

時刻表

時間順 楽な順 安い順

地図を開く▼

平日 土曜 休日
系統：[83][83A][86B][87A][87B][88B]

行先：四条大宮行、三条京阪行、四条烏丸行

経由：四条河原町

5

6

7

8

36　　48　　59

停留所：四条京阪（祇園四条駅）
　　　　（しじょうけいはん　1865-2）
のりば：〔京阪バス〕　西行

四

10　20　29　40　50　56

指定したバス停の「時刻表」や「のり
ば」を表示。時刻をクリックすれば、
終点までの「到着予定時刻」「運賃」
「距離」を表示。
「降車バス停」や「表示する系統」を
絞り込む機能で必要な情報のみに
カスタマイスが可能。

指定したバス停に接近するバスの運
行状況を、到着予想順にリアルタイ
ムで表示。（情報は自動更新）
「降車バス停」や「表示する系統」を
絞り込む機能で必要な情報のみに
カスタマイスが可能。

出発地と到着地および乗車日時を
指定してバスルートを検索。直近の
日時であれば運行状況を加味して
結果を表示します。検索条件で京阪
電車を利用するかどうかも選択でき
ます。

バスの接近状況を地図で表示

バスの運行状況を地図で表示

バスの運行状況を表示

バス停コードを入力
するだけで簡単に
検索ができるように
なりました！

QRコードを読み込め
ばワンクリックでバス
の接近情報を表示！

歩く速度や、京阪電車を
利用するかどうかも
指定できます。

時刻・のりば
を調べる

乗りたいバスの出発時刻、到着時刻、
運賃やのりばがわかります！

定刻で運行しているか、何分遅れか
走っている場所がわかります！

バスのルートや所要時間、運賃、
距離がわかります！

接近案内メール登録

清水道

東山安井

五条坂

四条京阪（祇園四条駅）

四条河原町

四条高倉

四条烏丸

四条大宮

片鉾・中央図書館

北片鉾

停留所　　　　　　着時刻　　　　発時刻　　　　運賃　　　距離

06:32 着　　　06:32 発　　　　---　　　　---

06:34 着　　　06:34 発　　　　---　　　　---

06:36 着　　　06:36 発　　　　---　　　　---

06:33 着　　　06:33 発　　　　---　　　　---

祇園

06:39 着　　　06:39 発　　　　230 円　　0.3Km

06:41 着　　　06:41 発　　　　230 円　　1.0Km

06:42 着　　　06:42 発　　　　230 円　　1.2Km

07:01 着　　　07:01 発　　　　230 円　　2.1Km

07:01 着　　　　---　  　　　　230 円　　2.1Km

06:31 着　　　06:31 発　　　　---　　　　---

終点までの発着時刻表（運賃・距離）

約３分後に到着
22：22 到着予定

系統：[87A]
行先：四条烏丸行
定刻：22:21（約 1 分遅れ）
経由：---

１　22:21 到着予定

地図にバス位置を表示する： 

終点までの発着時刻表

２　22:46 到着予定
約 26 分後に到着

22：46 到着予定

系統：[12]

行先：藤阪ハイツ

3　21:08 到着予定
約 12 分後に到着

21：08 到着予定

系統：[27]

行先：摂南大学枚方

バスの位置を地図で見る

ここが
便利に！

QRコードが
あるバス停は
さらに楽ちん

停留所を指定

停留所と日時を指定

　　　　　　をクリックすると
のりばの地図が表示されます

何時のバスに
乗ろうかな

MY時刻表登録で
もっと便利に！

MYルート登録で
見たい情報が
すぐ見れて便利！

MY接近情報登録を
しておけば、自分の乗る
バスが今どこか
すぐわかって安心だ！あとどれくらい

で来るのかな？

友だちと
出かけるけど
どのくらい時間が
かかるのかな？

ＱＲ
コード

バス停コード

ピピピ
ピ

よく利用するバスの「接近情報」を
登録しておけば、バス停に行かなく
てもどこに来ているのかすぐにわ
かります。

延着証明書 発行 MY機能
延着証明書は、
専用サイトへ
アクセスいただくと
発行ができます。
スマホでも確認
できます。

各検索結果を「MY機能」として登録できます。
次回以降カンタンに検索することができます。

到着の
およそ5分前に
なりました。

※使用できる機能はグループ各社により異なります。
※各グループ会社はアイコンで色分けしています。京阪バス　　　京阪京都交通　　　京都京阪バス　　　江若交通　　
※画面表示例等はすべてイメージです。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

緊急情報が
表示されます

バス停コードと
英語表示画面で
海外の方も
安心！　

携帯ユーザーには
シンプルモードも
対応しています

利用する
日時を
入力！

緊急情報は
ポップアップでお知らせします

緊急のお知らせ！
2017.2.9

【京阪バス運行情報】

2 月 9 日午前 5:30 現在、積雪の影響

により京都比叡平線、大津比叡平線の

運行を見合わせています。

閉じる

出発停留所と
行き先停留所を

入力

My時刻表

My接近情報

Myルート

のりば

※バス停マークをクリックすることで、詳細情報を確認できます：

停留所：四条京阪（祇園四条駅）（1865）
停留所の周辺地図

※バス停マークをクリックすることで、詳細情報を確認できます：

接近バス一覧　到着順　定刻順
現在位置周辺地図

四条京阪（祇園四条駅）
（1865-2）

〔京阪バス〕西行
決定

のりばMAP

停留所：四条京阪（祇園四条駅）
　　　　（しじょうけいはん　1865-2）
のりば：〔京阪バス〕　西行

No1.
遅れ発生

22：21到着予定
［87A］四条烏丸行

約17分後に到着
定時運行

［83A］四条烏丸〔京阪バス〕

時刻をクリック

定時運行
約 1７分後に到着

四条山科醍醐線８３A
四条烏丸行〔京阪バス〕
のりば：２　ワンステップ

22:46 発　22:52 着

運賃：230 円

地図を開く

清水道

東山安井

祇園

四条京阪（祇園四条駅）

四条烏丸

22:46

22:52

定時運行

路線
バスでは


