
2022年４月１日現在





















最寄 発売所 備考

9:00～13:00
14:00～19:00 ☆
9:00～13:00 ★

14:00～17:00
大津営業所 ☆

[TEL 077-531-2121] ★
六車康夫様宅 月末7日・月初2日

(前比叡平簡易郵便局跡地) (土・休日はお休み)
9:00～13:00

14:00～19:00 ☆
9:00～13:00 ★

14:00～17:00
[京阪]三条駅

[地下鉄]三条京阪駅
山科営業所 ☆

[TEL 075-581-7189] ★

月末2日
月初1日

お申込み(16日～25日、2月のぞく)
お引き渡し(月末3日～月初2日)

男山営業所 ☆
[TEL 075-982-7721] ★

京田辺営業所 ☆
[TEL 0774-63-6700] ★

月末2日
月初1日

月末2日・月初1日
(月末月初の水曜は営業)

平日 7:00～19:00 ☆
土曜・休日 9:00～17:00 ★

平日 7:00～19:00 ☆
土曜・休日 9:00～17:00 ★

枚方営業所 ☆
[TEL 072-890-2121] ★

阪急茨木市駅
1階定期券うりば

高槻営業所 ☆
[TEL 072-670-2121] ★

9:00～13:00
14:00～19:00 ☆
9:00～13:00 ★

14:00～17:00
交野営業所 ☆

[TEL 072-895-2233] ★
9:00～13:00

14:00～19:00 ☆
9:00～13:00 ★

14:00～17:00
寝屋川営業所 ☆

[TEL 072-830-2221] ★
9:00～13:00 ☆

14:00～17:00 ★
門真営業所 ☆

[TEL 072-887-2121] ★
  お申込  7:00～ 9:30
  お渡し 14:00～20:00

◇定期券は、発売所によって発行（払戻し）可能な区間が異なります。　　◇年末年始は、上記発売日・発売時間を変更いたします。
◇定期券は、1日から月末までの月極め定期券となりますが、備考欄の☆印の発売所については月途中から有効の、は日数つき定期券（一部券種除く）もお取扱いいたしております。
◇月極め定期券は、月末7日前から発売しております。なお、は日数つき定期券は、使用開始日の前日（前日が日祝日の場合は前々日）より購入可能です。
◇備考欄の★印は、PiTaPaの登録をお取扱いしている場所です。　　◇フレスコ淀駅店では、京都南部線の定期券のみ取次発売いたします。

[JR]星田駅 星田駅出札所 月末2日・月初1日 15:00～19:00

門真車庫前停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

[京阪]大和田駅 中田自転車店（取次） 月末3日・月初2日

寝屋川車庫停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

[京阪]守口市駅 守口市駅案内所 毎日 月末3日・月初1日 7:00～13:00
14:00～19:00

［京阪］寝屋川市駅 寝屋川市駅案内所
平日

月末3日・月初1日 7:00～19:00
土曜・休日

交野車庫停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

［京阪］香里園駅 京阪香里園案内所
平日

月末3日・月初1日 7:00～19:00
土曜・休日

[阪急]茨木市駅 月末3日・月初2日 8:00～19:00

竹ノ内町停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

田ノ口停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

[阪急]高槻市駅 阪急高槻出札所 月末3日・月初1日 7:00～19:00

[京阪]樟葉駅 京阪くずは駅定期券発売センター 年間を通して左記営業時間です。なお、当発売所の
月極め定期券発売日は前月25日からです。

[京阪]枚方市駅 枚方市駅案内所 月末3日・月初1日 7:00～19:00

[JR]松井山手駅 京都京阪バス松井山手営業所 　　※当面の間、営業時間を月末月初のみ 10:00～19:00　　　変更しております。

[京阪]石清水八幡宮駅 アンスリー八幡店 月末2日のみ 15:00～19:00

茂ヶ谷停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

[近鉄]新田辺駅 マークショップフレンド水野店 14:00～19:00
14:00～18:00

[京阪]淀駅 フレスコ淀駅店(取次発売) 8:00～19:00

男山車庫停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

[京阪]六地蔵駅 京阪六地蔵出札所 月末2日のみ 15:00～19:00

[近鉄]大久保駅 ハーベス大久保店 13:00～19:00
13:00～18:00

三条出札所 月末2日・月初1日 15:00～19:00 ☆

大宅停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

［京阪・地下鉄・JR］山科駅 山科駅案内所
平日

月末3日・月初1日 8:00～19:00
土曜・休日

大津車庫停留所 毎日 9:00～17:00 年間を通して左記営業時間です。

比叡平二丁目停留所 9:00～17:00

定期券発売所ご案内

通常営業時間 月末月初営業時間

［京阪・JR］石山駅 石山駅案内所
平日

月末3日・月初1日 8:20～19:00
土曜・休日

月末２日・月初１日



★PiTaPa登録型割引
　（地区プラン／ミニプラン）
★地区定期券（紙製）

大阪地区図内（全地区および黒色の路線）全線が適用範囲

★PiTaPa登録型割引（大阪ワイドプラン）
★ワイド定期券（紙製）

樟葉地区
出屋敷招提地区
津田磐船地区
香里交野地区
枚方大橋地区
高槻茨木地区
星田地区
寝屋川地区
守口門真地区
四條畷地区
長尾穂谷地区
松井山手地区
京田辺大住地区
八幡地区
ひらかたミニ

通勤
3か月

27,530円

通学
6か月

52,160円

1か月

8,280円

3か月

23,600円

1か月

9,660円

学期別
2学期

30,220円

3学期

21,530円

1学期

28,150円

地区定期券（紙製） PiTaPa（ICカード）
地区プラン／ミニプラン

大人1か月（通勤・通学の区分なし）

上限額  8,800円（登録必要）

上限額  7,100円（登録必要）－ － － － － － －－

登録したプラン適用範囲内のご利用
が少ない月は、利用額割引が適用され
8,800円未満（ひらかたミニは7,100円
未満）のご請求になるので、払い過ぎ
の心配がありません。

2022年4月1日現在

次の路線はPiTaPa登録型割引（大阪ワイドプラン）の対象になりません。また、ワ
イド定期券はご利用になれません。
京滋地区全線、ダイレクトエクスプレス直Q京都（京阪交野市駅～河内磐船駅間、松井山手駅～京田辺市
役所間等は適用）、京都けいはんな線、立命館大学ＢＫＣ線、四條畷市コミュニティバス、臨時線（京都競
馬場線、八幡山崎線等）、空港リムジンバス、京都京阪バス

地区定期券
地区定期券はお客様のご利用区間を含む一定地域
が乗降自由となる定期券です。（例えば「寝屋川地
区」なら赤色の路線の範囲が乗り放題となります）
隣り合う2つの地区が乗り放題となる2区定期券や
地区指定外の路線（黒色の路線）と地区の組み合わ
せ定期券もあります。（一部区間除く）

ICカードは図内の路線のほか、次の路線でもご利用になれます

 次の場合はワイドプランをご利用ください
①黒色の路線をご利用の場合 ②地区が複数にまたがっている路線をご利用の場合
 （例）・JR吹田～太子橋  （例）・枚方市駅～JR高槻
  ・南野六丁目～清滝団地   ・寝屋川市駅～JR茨木東口
③複数の地区を乗り継いでご利用の場合
 （例）・枚方ハイツ～樟葉駅と京阪香里園～東香里病院前 ・出屋敷～枚方市駅～藤田川
ご注意 大阪ワイドプランには京滋地区（13～14ページ）は含まれません。

ワイド定期券（紙製）

3か月

34,710円

PiTaPa（ICカード）

6か月

65,770円

1か月

12,180円
大阪府内
八幡市内
京田辺市内

上限 11,000円（登録必要）
区間のご利用が少ない月は、利用額割引が適用され、上限金額未満のご請求になるので、払い過ぎの
心配がありません。

四條畷市コミュニティバスはPiTaPa登録型割引（四條畷地区プラン）の対象になりません。
また、地区定期券「四條畷地区」はご利用になれません。
※ひらかたミニの地区定期券はありません。

（但し、関西空港リムジンバス（京都系統）及びPiTaPa以外のICカードでは利用額割引の適用はありません）

大阪
地区

PiTaPa登録型割引 地区指定図
（地区プラン／ミニプラン／大阪ワイドプラン／スーパーワイドプラン）

IC
カード 定期券地区指定図紙製

●ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都、京都けいはんな線、立命館大学ＢＫＣ線、四條畷
市コミュニティバス、臨時線（京都競馬場線、八幡山崎線等）、関西空港リムジンバ
ス（京都系統）、京都京阪バス全線

次の路線ではICカードはご利用になれません。
高速バス、関西空港リムジンバス（枚方・寝屋川系統及び守口・天満橋系統）、

大阪空港リムジンバス、定期観光バス

京阪バス一般路線全線（一部路線除く）および
ダイレクトエクスプレス直Q京都（京都松井山手線、京都交野なんば線）

★PiTaPa登録型割引（スーパーワイドプラン）

※四條畷市コミュニティバス、京都けいはんな線、立命館大学ＢＫＣ線、臨時線（京都競馬場線）、京都比叡山線
の田ノ谷峠から比叡山頂方面、空港リムジンバス、江若交通、京阪京都交通、京都京阪バスは適用外です。 

（注）「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、「ホテル京阪ユニバーサル・タワー」発着便を事前購入
の乗車券でご乗車されるお客様は、「スーパーワイドプラン」は適用となりません。

守口門真地区

香里交野地区津田磐船地区出屋敷招提地区
枚方大橋地区 寝屋川地区高槻茨木地区 星田地区

四條畷地区 長尾穂谷地区 松井山手地区

樟葉地区

京田辺大住地区 八幡地区 ひらかたミニ ※

大阪ワイドプラン

上限 20,000円（登録必要）

スーパーワイドプラン
大人1ヶ月（通勤・通学の区分なし）

京阪守口市駅・京阪大和田
駅～飯盛霊園臨時バスで
は、ワイド定期券がご使用い
ただけます。（四條畷市コ
ミュニティバスでは定期券
はご利用いただけません。）
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PiTaPa登録型割引 地区指定図
（地区プラン／京滋ワイドプラン／スーパーワイドプラン）

IC
カード 定期券地区指定図紙製京滋

地区

京都市内地区
山科地区
醍醐地区
大津北地区
大津南地区
石山地区
南郷地区
大石ゾーンバス地区

定期券（紙製）
3ヶ月

－

通勤
3ヶ月
－

26,330円

29,930円

PiTaPa（ICカード）

通学
6ヶ月
－

49,900円

56,700円

6ヶ月

－

1ヶ月
－

7,920円

9,000円

3ヶ月
－

22,570円

25,650円

1ヶ月
－

9,240円

10,500円

学期別
2学期
－

28,910円

32,850円

3学期
－

20,590円

23,400円

1学期
－

26,930円

30,600円

1ヶ月

－

地区定期券（紙製） PiTaPa（ICカード）
地区プラン

大人1ヶ月（通勤・通学の区分なし）

上限額  8,800円（登録必要）

上限額  9,700円（登録必要）

PiTaPa登録型割引に登録し、登録したプラン適用範囲内のご利用が少ない月は、利用額割引が適用され上限金額未満のご請求になるので、払い過ぎの心配がありません。
日野地区 8,820円 25,140円 47,630円 21,550円 25,700円 27,600円 19,660円7,560円

京都・宇治市内
大津市内

上限 11,000円（登録必要）
区間のご利用が少ない月は、利用額割引が適用され、上限金額未満のご
請求になるので、払い過ぎの心配がありません。

地区プランの設定はありません。

※京都市内地区の地区定期券（紙製）の設定はありません。
大石ゾーンバス地区南郷地区

醍醐地区山科地区

大津南地区

大津北地区

石山地区

日野地区

京都市内地区※

★PiTaPa登録型割引（地区プラン）
★地区定期券（紙製）

★地区定期券のみ（紙製）

京滋地区図内（全地区および黒色の路線）全線が適用範囲
★PiTaPa登録型割引（京滋ワイドプラン）

次の路線はPiTaPa登録型割引（京滋ワイドプラン）の対象になりません。
大阪地区全線、ダイレクトエクスプレス直Ｑ京都、京都けいはんな線、立命館大学ＢＫＣ線、臨時線
（京都競馬場線、八幡山崎線等）、比叡山・比叡平方面、空港リムジンバス、京阪京都交通、京都京阪
バス、江若交通

地区定期券
地区定期券はお客様のご利用区間を含む一定地域が乗降自由となる定
期券です。（例えば「山科地区」なら黄色の路線の範囲が乗り放題となりま
す）
隣り合う2つの地区が乗り放題となる2区定期券や地区指定外の路線（黒
色の路線）と地区の組み合わせ定期券もあります。（一部区間除く）

●ダイレクトエクスプレス直Q京都
●京都けいはんな線
●立命館大学BKC線
●臨時線（京都競馬場線、八幡山崎線等）
●地蔵谷以東、近江神宮前以西の比叡山、比叡
平方面
●関西空港リムジンバス（京都系統）
●京阪京都交通全線
●京都京阪バス全線
●江若交通堅田営業所管内路線
（但し、関西空港リムジンバス（京都系統）及びPiTaPa以外のIC
カードでは利用額割引の適用はありません）

次の路線ではICカードはご利用になれません。
高速バス、関西空港リムジンバス（枚方・寝
屋川系統及び守口・天満橋系統）、大阪空港
リムジンバス、定期観光バス

次の場合は京滋ワイドプランを
ご利用ください

①黒色の路線をご利用の場合
（例） ・大石小学校～石山駅
 ・京阪淀駅～京都駅八条口
②地区が複数にまたがっている路線をご利用の場合
（例） ・醍醐バスターミナル～四条烏丸
　   ・大石神社～京都駅八条口
③2つ以上の地区を乗り継いでご利用の場合
（例） ・南郷～石山駅と山科駅～京都橘大学

ご注意 京滋ワイドプランには大阪地区（11～12ページ）は
含まれません。

ICカードは図内の路線のほか、
次の路線でもご利用になれます

2021年12月25日現在

（八幡市・京田辺市は
大阪地区に含まれます。）

京滋ワイドプラン

上限 20,000円（登録必要）

スーパーワイドプラン
大人1ヶ月（通勤・通学の区分なし）

・PiTaPa登録型割引（地区プラン）の
設定のみです。

・地区定期券の設定はありません。

・地区定期券（紙製）のみの設定です。
・PiTaPa登録型割引（地区プラン）の設定はありません。

★PiTaPa登録型割引（スーパーワイドプラン）
京阪バス一般路線全線（一部路線除く）および
ダイレクトエクスプレス直Q京都（京都松井山手線、京都交野なんば線）
※四條畷市コミュニティバス、京都けいはんな線、立命館大学ＢＫＣ線、臨時線（京都競馬場線）、京都
比叡山線の田ノ谷峠から比叡山頂方面、空港リムジンバス、江若交通、京阪京都交通、京都京阪バス
は適用外です。

（注）「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、「ホテル京阪ユニバーサル・タワー」発着便を事前購入
の乗車券でご乗車されるお客様は、「スーパーワイドプラン」は適用となりません。
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