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バス

近鉄バス 06-6618-5301（平日 9:00～18:00）

大阪バス 06-4308-0800

たこち号 072-994-7762（龍華交通（株） 7:00～18:00）

高齢者
『おでかけ支援バス』

072-924-3856（八尾市都市整備部都市交通課
平日8:45～17:15）

鉄道

近畿日本鉄道 050-3536-3957（8:00～21:00）

西日本旅客鉄道 0570-00-2486（6:00～23:00）

Osaka Metro 06-6582-1400（8:00～21:00）

タクシー

龍華交通（株） 072-994-7762

ワンコイン八尾（株） 072-943-8401

近鉄タクシー（株） 0570-06-9001

新東宝タクシー（株） 06-6781-8255

K2JAPAN（株） 06-4394-1512

（株）未来都 06-6906-0088

全大阪個人タクシー
協同組合

0120-76-8800

マップに関するお問合わせ

八尾市都市整備部
都市交通課

072-924-3856（平日 8:45～17:15）

各種お問合わせ先

072-924-3856

｜時刻表等については下記二次元コードから｜

近畿日本鉄道 Osaka Metro西日本旅客鉄道 自転車駐車場

たこち号
高齢者

『おでかけ支援バス』
大阪バス

（路線バス）
近鉄バス

（路線バス）
近鉄バス（高速バス）

JR久宝寺駅
↓

近鉄八尾駅前
↓

京都駅八条口

大阪バス（高速バス）

近鉄八尾駅
↓

東大阪 長田駅
↓

大阪空港 南/北 ターミナル



主な駅前のバス停位置

車種 料金（1日1回）

自転車（一時利用） 100～200円

バイク（一時利用） 150～250円

レンタサイクル（1日1回） 200円

駅や周辺商業施設をご利用の皆さまは、自転車駐車場をご利用く
ださい。また、一部の自転車駐車場では、レンタサイクルの貸出も
実施しています。詳しくは下記の二次元コードをご確認ください。

駅
レンタサイクル

台数
駅

レンタサイクル

台数

近鉄八尾駅 24台 JR八尾駅 28台

近鉄河内山本駅 36台 JR志紀駅 26台

近鉄久宝寺口駅 18台 JR久宝寺駅 44台

近鉄高安駅 17台
Osaka Metro
八尾南駅

65台

近鉄恩智駅 10台

1

2
予約の際に、以下の内容をお伝えください。

① 利用する方のお名前、年齢、連絡先（電話番号）

② 利用日、利用する便、乗る停留所、降りる停留所

③ 利用人数（おとな〇人、こども〇人）

④ 車椅子や手荷物等の有無や大きさ

（車両に積めない場合がありますので、事前にご確認ください。）

3
予約した時刻までに停留所にお越しください。
乗車した時、運転手にお名前と降りる停留所をお伝え頂
き、運賃を現金でお支払いください。
お釣りのないようお願いします。

高齢者『おでかけ支援バス』のご利用方法

1

2
ご利用頂くには条件があります。

①市内在住の６５歳以上の方で、ご自身で送迎バスへ

乗降が可能な方

②パスカードの発行を受けられた方

【お申込方法】

・八尾市都市交通課窓口での直接申込

・郵送での申込

※パスカードを発行するには、各種書類をご提出頂く必要
があります。
詳しくは右記二次元コードをご確認ください。

八尾市乗合タクシー「たこち号」のご利用方法

●八尾市から３つのお願い●

自分だけの時刻表をつくり、公共交通を
うまく利用した生活をイメージしてみませんか。

①使ってください！
ご乗車いただけないと、維持することができません。

②伝えてください！
周りの皆さまと公共交通を利用してみませんか？

③運行にご協力ください！
ルールを守って皆さまが

気持ちよく使えるようにしましょう！

駅・バス停 路線 時刻 駅・バス停 路線 時刻

行
き

発車 ： ：

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

到着 ： ：

目的地/
滞在時間

帰
り

発車 ： ：

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

到着 ： ：

公共交通は地域のみなさまの生活を支えるのに欠かせない移動手段です。

市民のみなさまとともに、地域公共交通を支えていく必要があります。

八尾市にお住いのみなさまへ

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

1 高速バス 京都駅八条口

近鉄バス

3
94

高砂住宅
アリオ八尾、緑ヶ丘、青葉町

95 緑ヶ丘、青葉町

4 70 藤井寺駅 JR八尾駅前、八尾南駅前

6

36
JR住道

萱振、荒本駅前

43 アリオ八尾、萱振、荒本駅前

39
萱島

荒本駅前、JR住道

44 アリオ八尾、荒本駅前、JR住道

38 荒本駅前 萱振、菱江

7

布施八尾線 布施駅南口
俊徳道駅、JR長瀬駅、
久宝寺コミセン前

大阪バス八尾志紀線 JR志紀駅
アリオ八尾、八尾徳洲会総合病
院前、曙川コミセン前、アクロ
スプラザ（北口、南口）

高速バス
大阪（伊丹）
空港

東大阪長田駅

近鉄八尾駅

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

70,72,73 近鉄八尾駅前 八尾市役所前

近鉄バス
7 アリオ八尾 社会福祉会館、八尾駅筋

70 藤井寺駅 太子堂、八尾南駅前

7 JR久宝寺駅 八尾市立病院前

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

1
90 花園駅前 青葉町、玉串北口

近鉄バス91 玉串 青葉町、福万寺口

20 東花園駅前 上尾町、楽音寺

JR八尾駅

近鉄河内山本駅

JR久宝寺駅 JR志紀駅

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

1 高速バス 京都駅八条口 近鉄八尾駅前

近鉄バス

2 7 アリオ八尾
八尾市立病院前、JR八尾駅前、
社会福祉会館

たこち号 竹渕地域
八尾市立病院前、
南亀井・跡部新町地域

Osaka Metro八尾南駅

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

70,73 近鉄八尾駅前
JR八尾駅前、八尾市役所前、
太子堂

近鉄バス

70,71 藤井寺駅 太田、藤井寺市役所

のりば 系統番号 行き先 主な経由地 運行会社

八尾志紀線 近鉄八尾駅
アリオ八尾、八尾徳洲会総合病院
前、曙川コミセン前、アクロスプ
ラザ（北口、南口）

大阪バス

公的自転車駐車場・レンタサイクルのご案内

各事業者の送迎バスの空席を利用させて頂き、高齢者の
方々の買物や公共交通機関の移動支援として、試験運行
を実施しています。

● ご利用料金：無料

● ご利用日時：8 : 45～17 : 15（平日のみ運行）

※当日の気象条件や事業所の都合により運行を取りやめる場合があります。

どちらかの方法で予約してください。

● 電話する（龍華交通（株）：072-994-7762）

● タクシー車内で運転手に直接伝える

〇 予約の受付について
利用日の１週間前から各便の発車時刻の30分前まで受
け付けています。（第１便は前日の１８時まで）

〇 予約のキャンセルについて
利用する便の３０分前までにお願いします。

路線バス（近鉄バス・大阪バス）のご利用方法

近鉄バスのりば 大阪バスのりば

たこち号のりば タクシーのりば 自転車駐車場

■ 凡 例 ■

1

２

３

４

５

６

＜近鉄バスをご利用の場合＞

近鉄バスの路線全線、八尾・京都間
高速バスでは右記の ICカードがご利
用頂けます。
※バス車内でのチャージは出来ません。
※大阪バスではICカードをご利用頂けません。

バスに乗る時に、バス前面及び側面にある「行先・経由地表示」を確認します。
バスの後ろのドアから乗車します。

■現金・定期券の場合

乗り口横にある機械から整理
券を取ります。

■ICカードの場合

乗り口横にあるICカード専用
カードリーダーに、ICカード
を1秒以上タッチします。

＜近鉄バスをご利用の場合＞

降り口 乗り口

■近鉄バス ■大阪バス

降り口 乗り口

＜大阪バスをご利用の場合＞

乗り口横にある機械から整理券を取ります。

■近鉄バス ■大阪バス

■近鉄バス ■大阪バス

整理券番号

運賃

整理券番号

運賃

＜近鉄バスをご利用の場合＞ ＜大阪バスをご利用の場合＞

■現金の場合

運賃と整理券を運賃箱に入
れます。お釣りが出ません
ので、あらかじめ両替をお
願いします。

■定期券の場合

整理券を運賃箱に入れて、
定期券を運転手に見せます。

■ICカードの場合

運転手横のカードリーダー
に、 ICカードを1秒以上
タッチします。

整理券を運賃箱に入れた
後、現金を運賃箱に入れ
てください。

運賃より高い金額を入れ
た場合、お釣りが出ます。

■近鉄バス ■大阪バス

前方のドアからバスを降ります。
車内放送で降車される停留所名がア
ナウンスされましたら、お近くの
「降車ボタン」を押します。

運賃箱

両替
（硬貨）

両替（紙幣）

カードリーダー

運賃箱

現金をご利用の場合、車内前方に設置している運賃表示機で運賃を確認します。
お手元の整理券番号に対応する運賃をご用意ください。

■近鉄バス ■大阪バス

降車ボタン 降車ボタン

整理券を取る

整理券を取る

両替
（紙幣）

両替
（硬貨）

お釣り


