
育和地域■一卜　駒川商店街、東住吉区役所

市バスおすすめ時刻表
○乗住吉区役所、駒川商店街へのお出かけは市バスをご利用ください。

市バスのご利用で、

杭全→東住吉区役所まで・‥最短16分園）

東住吉区役所→杭全まで‥・最短22分（乗継連絡を含む）

○くわしくは裏面の「おすすめ時刻表」をご覧ください。

中野中学校前バス停での乗継連絡が15分以内となる便利な行き方を

「おすすめ時刻表」としてまとめています。

※その他の運行使については、各停留所の時刻表をご覧ください。



駒川商店街、東住吉区役所－育和地域へのおすすめ時刻表

バス停を発車　　　　中野中学校前に　　　　中野中学校前で乗り継ぐ　　　乗り継いだバスの 

する時刻　　　　　到着する時刻　　　　　ノでスの発車時刻　　　　　　発車時刻 

＼ ＼ 、＼ �東住吉 区役所l �駒　川 �地下鉄 駒川中 �針中野 一丁白 �中野中学校前 ����今川 二丁目 �育和小 学校前 �杭　全 

到着 � �彙継系統 �発車 

◎革筑 �9＿‘くつよぎ �jp．‘（フ7 �Jp．一（フβ �9．℃〉占〉 �ぷしプア � �◎′ぁペの構 �タごすき �9124 �9125 �9128 

⑳言なんば �9．1ag �9．二g．タ �9129 �9．●．ま2 

9．°49 �9．’5ナ �9．°5g �9．’53 �9溺 � �⑳…　なんば �ナ（フノブ（フ �すく）．‘76 �7亡7．－7 �ナlフ12⊂） 

すーっ∴26 �すく〉∴2g �70．二g9 �すくフ∴ヲ（フ �プロ二才g � �⑬トなんば �ダークご45 �70．15ナ �プ（）．■5g �7（）．●∂ 

ナナ．‘02 �ナナ．●（フ4 �ナナ．‘1ク5 �ナナ．‘（フ6 �ナナJOき � �◎、≡　なんば �ナナノナ5 �7712ナ �77122 �ナナ∴2 

◎…あ乍の鱒 �ナナ∴21ク �ナナ∴2．5 �ナナ．二g6 �ナナ．‘．ヲナ 

ナ2∴24 �ナ2．－26 �72127 �ナ2128 �プ2こきか � �⑬≦なんば �yg∴43 �プgJ4β �72．’49 �7gご5■2 

7．タ．‘′4 �す、ヲ．‘76 �7．ヲ．‘ナ7 �7．3．78 �才．乳28 � �◎…あペの構 �す、ヲ∴ヲナ �す、タ．‘．ヲ6 �す．タ．‘．ヲ �す．ヲ．1L2 

ブイ．‘41ワ �ナ4．●42 �74．‘■卓．ヲ �74．■44 �ナ4．●46 � �◎…あペの構 �す4ご5g �74．°きき �74．‘59 �すぎ．‘（フ2 

◎…ぁペの構 �ナ4せき �す．5．て）．ヲ �7．5．1ク4 �7．5．て）9 

75．74 �す．5J76 �すき．‘77 �す．5．’ナβ �右52－8 � �◎…あペの構 �すき二g9 �十5．°．ヲ5 �ナ5．°．ヲ6 �ナ5．‘．ヲタ 

76．77 �ナ6．°ナ9 �ナ612（フ �ナ6127 �781g．ぎ � �◎…あべの横 �76∴3，5 �76．°41フ �76．’イブ �ナ∂ノ．4 

76．‘45 �76．■47 �ナβノ4β �76ノ49 �プβJ15す � �◎…あペの構 �ブβ溺 �ナ7．一（）．ヲ �ナ71ク4 �ナ7．●09 

◎まあペの績 �プ㌢1つ2 �ナ7．‘（フβ �プア‘（フ9 �77．●ナ2 

すき．‘75 �すき．■77 �すき．‘すき �ナβノブ9 �すき」：212 � �◎…ぁペの横 �すぎ」「きざ �プβノ39 �78．°4（） �すき1≠4 

※その他の運行便 �こついては、各停留所の時亥 ���り表をご確認ください。 

系統 ���行　き　先 

B �㊨ ��出声バスターミナル 

（平野東住宅前経由） 

◎ ��三宅中 

⑳ ��出戸バスターミナル （平野祐一－ツセント経由） 

B � �◎ �地下鉄住之江公園 ◎ ��あペの橋（中桑津経由） 

⑳ ��なんば 
日 �◎ ��住道矢田 

団 �◎ ��あペの構（美章園経由） 
平成29年4月大阪市交通局



育和地域－駒川商店街、東住吉区役所へのおすすめ時刻表

バス停を発車

する時刻

中野中学校前に
到着する時刻

中野中学校前で乗り継ぐ
バスの発車時刻

乗り継いだノてスの

発車時刻

＼ ＼＼ 、＼ ＼、＼ ＼ 、＼ �杭全 （南行） �育和小 学校前 �今川 ニ丁目 �中野中学校前 ����地下鉄 駒川中野 �駒　川 �東住吉 区役所前 

到着 � �乗継系統 �発車 

⑬出戸畑－ミ州 �ナ〈）．●すさ �ブ（）．‘ナ7 �すく）．●ナβ �ナ0．122 � �◎‾住芝諾園 �ナロ∴ヲ6 �プロ．’．ヲβ �ナ（フ．■4（フ �70．●42 

Q＿住道矢田 �7（フJ～（フ �7〔フ∴27 �7くつ12g �ナ0127 �吟 

◎出戸八・桝州 �72．77 �72．7β �72ノナ9 �†212、ヲ �晦 ��7g∴ヲβ �72．’35 �ナ2．‘37 �ナ2．■39 

○住道矢田 �す．ヲ．‘（フナ �73．°CIg �7．3ノ（）．ヲ �告ヲ．て）β � ��73㌧プア �7．3．73 �ナ3．‘ナ5 �7．3．7 

⑬　戸畑ベル �7、3．－47 �す．タ．●4β �7．ヲ．●49 �ナ3．‘5，3 � ��ナ4．104 �74ノ06 �74．°（フβ �74．‘70 

0位遺矢田 �7．言．－5■4 �7．ヲ∴5∠ヲ �73．156 �プ4．－（フナ � 

◎　三宅中 �74．－．ヲ3 �ナ■卓二34 �74．■35 �74．’4（フ � ��74．一5（フ �74．‘52 �74∴54 �74．－56 

◎　住道矢田 �すき．●ナ7 �ナ5．－7β �すきノブ9 �75．：25 �′　　　　　　　、 ��す，5．1ヲ∂ �75．●35 �すき．－β �ナ5．°39 

◎　三宅中 �ナ5．‘ナ9 �すきJg（） �すき．‘2ナ �すき12β �－■一一▼r 

⑬出戸八一秒ミ仙 �7．5．°5β �75．●54 �75．ち，5 �ナ6．1プロ � ��すβご〔〉多 �76．●C〉β �76．●すく） �76．72 

申出戸八一桝州 �76127 �76122 �ナ612．3 �ナ6．：2g �ぶ、 ��プβご39 �76ノ47 �76二．4．才 �ナ6．一4 

◎住道矢田 �76．’27 �7612β �ナ6129 �76∴ヲ5 �爾 

◎住道矢田 �76．－47 �76．－■48 �761久9 �ナβ∴5．5 � ��77．1フβ �ナ7．●（フβ �77．‘ナ（フ �77」■72 

◎　三宅中 �76149 �76．■古く） �76．°さす �ナ6．’56 

申出戸畑一洲 �76．■52 �76．■53 �76．ち4 �76．●5■9 

申出戸ハ●朴ミ州 �77二22 �7712．3 �77二24 �プア●29 � ��プア．●きざ �ナ7．°37 �77．●39 �ナ7．°イブ 

※その他の運行優については、各停留所の時刻表をご確認ください。

系統 ��行　き　先 

B �◎ �出戸バスターミナル （平野東住宅前経由） ◎ �三宅中 

⑳ �出声バスターミナル （平野；称●－ツセント経由） 

臼 �◎ �地下鉄住之江公園 ◎ �あペの梼（中桑津経由 

⑳ �なんば 

日 �◎ �住道矢田 

B �◎ �あペの清く美章鼠経由） 



力一ド乗車券でご利用いただくと、パスとパス、バスと地下鉄を乗り継いだ場合、

乗車料金を自動的に割り引きます。

乗継割引が適用されるカード乗車券

ij L■TE

このマ皿クのある

すべての　汀評　乃…卜

二二lT・二一一・・．■■：二・・・三■三・一

210円に！

回数カWド

ヽl

「∵＼威勢
」」■豪三二

PiTaPaなどのカード乗車券で
ご乗車ください！

－∴－　＿．‾一一＿　　　　　　＿＿ゝ－J MJ

lC0⊂Aなど全国の　　レインボーカード

主なにカート ′葦雫開年絹5、5で刹弼できなくなります

お早弓に別坑サーに襲撃券に誓り替えてくたさし

乗り継ぎ途中で、他の交通機関、バス⇒ハス乗継の場合は地下鉄を貪むをこ利用の場合は適用しません、それぞれ凄漬してご利用の場合
に限妄ノます二　雄粧バス⇒他社線⇒地下鉄のようなこ利用には鳳弼し賓せん▼

乗練熟紬ま、乗車した順序で適用します。
ハス⇒バス索継は、最初のハスを降車後、郡分以内に次のバスを降車した場合に、割引を適用し質す
磁気力叩ドをこ利用の場合、次の場合は乗艇割引を適用しません
●料金種別の選なる磁気か…ドてこ乗重し、たたく場合　酢小児が大人用磁気力叫卜でご乗車いただく場合なと
●1校の磁気カWドで、お2人さま以上でご乗車いただく場合
●現金と磁気カWトを組み合わせてこ利用いただく場合

【敬老優待乗車証（敬老パス）の乗り継ぎについて】

敬老パスでご利用の場合も乗り継ぎを適用します。

●バス⇒バス乗継（90分似内） お支払額　訝円に！

大阪市八スは全車がノンスチッフ1tスです。

※乗降口に段差がなく、乗り降りしていただきやすいノンステップバスを全車導入しています。

●市営交通案内センター

℡06－6582－1400

営業時間（年中無休8：00～20：00） 大阪市交通局

平成29年4月　大阪市交通局


