
広陵元気号
ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）

9

・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ
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●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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ポイントカードでお得に!

広陵元気号に乗るだけ!

令和3年10月

電子決済

中央幹線
（乗車定員32人） （乗車定員12人） （乗車定員12人）

南部支線 北部支線

※CI-CAのみ広陵元気号車内で料金チャージができます。

奈良交通高田北案内所では、領収書の発行が可能です。

広陵元気号の乗り継ぎについては下記のとおりです。
　１.乗継券の利用で１回まで乗り継ぎ無料
　２.乗継券発行バス停：広陵町役場、さわやかホール、中央公民館、　　　
　　　　　　　　　　　はしお元気村
　３.乗継券発行方法　：降車時に乗務員に申告
　※北部支線を除く同じ路線同士を乗り継ぐことはできません。
　　（例：中央幹線→中央幹線）

主な変更点

南部支線のルート、ダイヤの変更（近鉄高田駅発着便の増便）
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・百済地域のルート一部変更
　（「百済神主」及び「百済新子」バス停の休止）

・「百済二条」のバス停を移設
・近鉄高田駅発着便の増便

・平日と土曜日（第１・3・5土曜日）で運行ダイヤが異なります。
・無料送迎バスの具体的なダイヤについては、国保中央病院HPまたは、右のQRか

らご確認ください。
※無料送迎バスは、10月から半年間、実証で運行します。
   令和４年４月１日以降、運行内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

はしお元気村から国保中央病院へ直通の無料送迎バス（乗車定員：13人）が新たに運行します。
バスは平日及び第１・３・５土曜日に運行しています。また、広陵元気号（北部支線）と接続しており、
下図のとおり、はしお元気村で無料送迎バスへの乗車が可能です。

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、広陵元気号及び路線
バスのリアルタイムのバス位置情報が、奈良交通バスポータル
サイト「奈良バスなびweb」でいつでもどこでも確認できます。
右の「利用方法」QRからアクセスしてください。

国保中央病院へのアクセス向上
国保中央病院無料送迎バス（新たに運行開始）

・中央幹線では、中央幹線時刻表のとおり、国保中央病院への往復便が運行しています。
（国保中央病院到着時間　8：41、 10：41、 12：41、 14：41）

  箸尾地域
（平日のみ）

例：沢

はしお
元気村
( 乗継 )

国保中央
病院

真美ヶ丘地域
（第1・3・5土曜のみ）

例：馬見中5丁目

8:49発 9:05着

北部支線 3便

9:26発 9:35着

12:01着 11:51発

10:05発 10:21着

北部支線 3便

10:27発 10:36着

12:18着 12:08発

広陵元気号（乗り継ぎによる利用方法：南部支線→中央幹線）

百済地域
例：百済二条

広陵町
役 場
( 乗継 )

国保中央
病院

9:48発 9:59着

南部支線 4便

10:13発 10:41着

中央幹線 5便

国保中央病院HP
無料送迎バスページ

奈良バスなびweb 利用方法（広陵町HP）

・ 障がい者の方（下記いずれかを呈示）

・ 障がい者の介助者（介助者１人まで）

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
ミライロIDアプリ

・運賃は、乗車の際にお支払いください。
・近鉄高田駅乗降以外は、基本運賃となります。

各種交通系
ICカード など

スマートフォン
決済

▲

南部支線のルート、ダイヤの変更
   近鉄高田駅発着便の増便

▲

国保中央病院へのアクセス向上

詳しくは内面をご覧ください。

主な変更点

①

②

③

④

ミライロIDに
ついてはこちら

バス位置情報

高田駅着 高田駅発
8時台 9時台
11時台 13時台
12時台 15時台
14時台 18時台
17時台

※

南部支線
近鉄高田駅発着時間帯

※中央幹線乗り継ぎ
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●広陵元気号に乗車するとポイントが貯まり、20ポイント貯まると指定商品
と交換できます。有効期限内に各店舗いずれかのサービスカウンターまで
お越しください。
　※エコール・マミは、インフォメーション
　（北館セントラルコート前）までお越しください。
●広陵元気号乗車時に乗務員が押印しますのでお申し出ください。
●紛失された場合の再発行およびお忘れの際のポイント合算はできません。

高齢者による自動車等の運転による交通事故防止を目的
に運転免許証を自主返納された方を対象に、5,000円の
公共交通機関の乗車料金を支援する事業です。

広陵町住民の皆さまに
「元気」と「笑顔」をお届け
するために、保健師とテー
マ別の講師が、校区単位
で地域を巡回します!
ご家族の方やご近所の方
と一緒に、ぜひご参加くだ
さい!!

広陵町在住の６５歳以上で平成30年4月1日以降に運転免許
を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方

以下のいずれかの支援をお受けいただけます。
❶広陵元気号の乗車回数券11枚綴り5冊（5,000円）
❷ICOCAカード5,000円分（預かり金500円を含む）

広陵町 安全安心課 TEL.0745-55-1001
（土、日、祝日を除く8：30～17：15）

便 便

中央幹線

北部支線

南部支線

国保中央病院無料送迎バス

北部支線 1便

12:19着 12:09発

北部支線 2便

12:51着 12:35発

南部支線 2便

13:33着 13:28発

中央幹線 4便

13:14着 12:46発

国保中央病院無料送迎バス

基本運賃区　　分 近鉄高田駅
乗降運賃
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