
予約制

★印停留所から★印停留所へのご利用はできません

E ルート
☆深井駅前 

☆北野田駅前 

☆中区役所前 

鉄道駅やバス停から離れた地域☆深井駅前

☆北野田駅前

☆中区役所前

中面見開きページ
①~⑦の停留所

深井駅

北野田駅

大阪第一交通(株) 〈7:00~18:00〉

電話番号

 ご乗車の1週間前から2時間前まで

（第1便は前日の18時まで）にご予約ください。

目的地の停留所以外
で降りることはできません停留所からしか

乗ることは出来ません

予約がない停留所は
停まりません

目的地へ

※予約が重なると乗り合わせ。

一般のタクシーとは違い、路線バスのように停留所や運行時刻が決まっています

ご利用には予約が必要です 詳しい利用方法は裏面へ

 鉄道駅やバス停から離れた地域にお住いの方の

移動手段として運行しています。

堺市乗合タクシーとは

 0歳児は無料です。

 未就学児は、同伴者（小学生以上）1名につき

1名まで無料です。

 おでかけ応援カード（ICカード）をお持ちの方は

提示していただくと 円でご乗車できます。

 障害者の方は、おとな150円、こども80円です。

手帳等をご提示ください。「バス介護付」の証明を

受けている方に同伴する介護人の方についても

1名まで おとな150円、こども80円です。

おとな（中学生以上）300 円均一

こども （小学生以下）150 円均一

運 賃

※予約が重なった場合は、乗り合わせてのご利用となります。

※予約のない停留所には停車しないため、近道して運行する場合があります。

※忘れ物などは 大阪第一交通(0570-03-0152) へお問合せください。

ご
利
用
方
法

ご
予
約
方
法

大阪第一交通(株) 電話番号

① ご乗車の1週間前から2時間前まで（第1便は前日の18時まで）に電話でご

予約ください（受付時間は7時から18時まで）。

 予約した時刻までに乗車する停留所に来てください。
発車時刻までに停留所に来られない場合は
ご利用できませんのでご注意ください。

 乗合タクシーが停留所に到着後、運転手に
「お名前」と「降車する停留所」を伝えてください。

 運賃は乗車時にお支払いください。
現金の場合は、おつりがいらないように準備をお願いします。

※帰りの便も利用される場合は、行きの便とあわせて予約できます。

※天候などにより電話が繋がりにくいことがありますので、できるだけ前日までに予約されることを
おすすめします。

※予約の変更や取り消しは速やかにお電話ください。キャンセル料はかかりません。

※車両の定員(4名)を超える場合には車両を追加して運行しますが、台数に限りがありますので予
約をお断りすることがあります。

堺市乗合タクシー ご予約・ご利用方法
1

堺市建築都市局交通部公共交通課 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 電話 072-228-7549編集・発行

 「堺市乗合タクシー」を予約すること

 利用する方のお名前と連絡先（電話番号）

 利用する人数（おとな○人、こども○人）

 利用する日付、ルート名(○○方面)、便(時刻)、
乗車する停留所、降車する停留所

 車いす、ベビーカー、手押し車、大きな荷物などの有無
（電動車いすなど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）

令和3年4月発行

2

② 電話がつながったら、以下の内容をオペレーターに伝えてください。

～令和3年4月からの利用案内～

 予約のない停留所は停まりません。近道して運行する場合があります。

 停留所以外は停まりません。停留所以外で乗ったり、降りたりすることは出来ません。

 鉄道駅やバス停から離れた地域の移動手段を確保するため、こうした地域と最寄り駅及び地域外の一部公共施設
を結んで運行しています。

 電車や路線バスで移動可能な以下の利用はできません。

 「駅前」 ⇔ 「駅前」

 「駅前」 ⇔ 「中区役所前」

◯◯駅



深井駅前方面 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

★北野田駅前 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05

⑦甚平池 9:11 11:11 13:11 15:11 17:11

⑥福町上西 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15

⑤東陶器 9:17 11:17 13:17 15:17 17:17

④西中 9:22 11:22 13:22 15:22 17:22

③北庄 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23

②柏原池西 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25

①史跡土塔東 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26

★中区役所前 9:32 11:32 13:32 15:32 17:32

★深井駅前 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35

北野田駅前方面 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

★深井駅前 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25

★中区役所前 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28

①史跡土塔東 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34

②柏原池西 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35

③北庄 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37

④西中 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38

⑤東陶器 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43

⑥福町上西 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45

⑦甚平池 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49

★北野田駅前 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55

予約
ご乗車の1週間前から2時間前まで（第1便は前日の18時まで）にご予約ください。

令和3年4月1日改正※交通事情によりダイヤが乱れることがありますのでご了承ください。

（停留所位置）

※注意

☆の停留所で乗車し、☆の停留所
で降車することはできません。

★停留所名

注 意
★停留所名

停留所
目 印

時 刻 表

★の停留所で乗車して、★の停留所で降車することはできません。

電話番号0570-03-0152〈7:00～18:00〉



○令和４年５月２５日（水）第１便より「福町上西」停留所の場所が変わります。

○発車時刻に変更はありません。

予約制

※移設後の場所は「㈱タマックス」の

前になります。

※注意

☆の停留所で乗車し、☆の停留
所で降車することはできません。

★停留所名

注 意
★停留所名

停留所
目 印

○堺市乗合タクシーのご予約先

大阪第一交通株式会社 ☎０５７０－０３－０１５２（7：00～18：00）

移設前の場所

移設後の場所

○堺市乗合タクシーに関するお問い合わせ

堺市 建築都市局 交通部 公共交通担当 ☎０７２－２２８－７５４９


