
１便目
２便目

（城戸止）
１便目

２便目
（城戸発）

勢井停留所　　　　　 8:25 12:35 屋那瀬 鎌田医院前 12:00 － 桧川迫専名寺下
停留所 8:30 城戸停留所 15:35

札場三叉路停留所 8:27 12:37 城戸停留所（※） 12:10 16:45 大峰桧川迫集会所
前停留所 8:35

願成寺前停留所 8:28 12:38 宗川野停留所 12:15 16:52 津越上停留所 8:40

日裏東詰停留所　　　　 8:29 12:39 立川渡停留所 12:17 16:55 津越中三叉路停留所 8:42

日裏停留所 8:33 12:43 茄子原口停留所 12:19 16:57 津越下停留所 8:43 桧川迫方面

日裏口停留所 8:34 12:44 上茄子原停留所 12:21 16:59 陰地上停留所 8:45

川股停留所 8:35 12:45 宗桧上地域集会所
前停留所 12:22 17:00 陰地円光寺下

三叉路停留所 8:50

川股口停留所 8:36 12:46 平雄停留所 12:23 17:01 城戸停留所 8:55

平雄停留所 8:39 12:49 川股口停留所 12:25 17:04 屋那瀬 鎌田医院前 9:05

宗桧上地域集会所
前停留所 8:40 12:50 川股停留所 12:26 17:05

上茄子原停留所 8:41 12:51 日裏口停留所 12:27 17:06

茄子原口停留所 8:43 12:53 日裏停留所 12:28 17:07

立川渡停留所 8:45 12:55 日裏東詰停留所 12:31 17:11

宗川野停留所 8:48 12:58 願成寺前停留所 12:32 17:12

城戸停留所 8:55 13:05 札場三叉路停留所 12:33 17:13

屋那瀬 鎌田医院前 9:05 － 勢井停留所 12:35 17:15

※　勢井方面行きの「城戸停留所」の乗車位置は、
　①１便目は国道側南向き【奈良交通路線バス城戸(西)バス停】に停車します
　②２便目は森林組合向かい西向き【奈良交通バス城戸(東)バス停】から発車します
　③木曜日は、１便目２便目とも森林組合向かい西向きから発車します。
※　「城戸停留所」での乗継確保のため、路線バス及びデマンド型乗合タクシーの
　到着を待って出発します。

　

　

停留所名停留所名
発車時間 発車時間

停留所名 発車時間 発車時間

五條市コミュニティバス

西吉野コース
運 行 時 刻 表

■□ 勢井・屋那瀬線 □■

勢井 → 屋那瀬方面 屋那瀬 → 勢井方面

［予約制］［１便目は予約は不要、２便目は予約制］

停留所名

□■ 桧川迫・屋那瀬線 ■□

城戸 → 桧川迫方面桧川迫 → 屋那瀬方面

■ 運行日

・日曜日を除く毎日。ただし、法律に規定された休（祝）日及び毎年１２月２９日から
翌年の1月３日（6日間）は運休いたします。

・木曜日は鎌田医院が休診のため、城戸発着となります。

■ 運行日
月曜日・水曜日・金曜日の週３日となります。ただし、法律に 規定

された休（祝）日及び毎年１２月２９日から翌年の１月３ 日（６日

間）は、運休いたし ます。

■ 利用料（１回につき）

大人 ２００円
※ 身体障害者及び小学生以下は無料です。

現金もしくは回数券でお支払ください。
※ 回数券は西吉野支所若しくは車内にて
販売いたします。

◎ 回数券（200円券１１枚綴） ２，０００円

■ ご利用にあたってのご注意
○ 乗車定員をこえる場合は乗車できません。
○ 乗車の際は、なるべく回数券をご利用くだ
さい。現金の場合は、つり銭のいらないよう
ご用意をお願いします。

○ 「自由乗降」でのご利用のあたって…
・ 乗車時はバスが来た際に手を振るなどの

合図をしてください。
・ 降車時はあらかじめ運転手に降車場所を

明瞭に伝えてください。

■ お問い合わせ先
○ 積雪や大雨等による運行状況の確認は下記へ
・五條市役所西吉野支所 ☎33-0301

※ 乗車される方の状況に
より運行ルートや停車場
所を変更します。

お 知 ら せ
【令和３年１０月１日 改正事項］

・「屋那瀬 鎌田医院前」発の第１便の
ダイヤ改正
（出発が１０分遅くなります。）

【令和３年１１月１０日 改正事項】

・「勢井・屋那瀬線」第２便目

（勢井12：35発及び城戸16：45発）

が 予約制の運行になります。

※前日の午後６時までに予約してください。

※予約先は右下に記載
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令和３年１１⽉１０⽇現在

令和３年１１月１０日から、
以下の便のご利用には予約が必要です。

◎「勢井・屋那瀬線」の第２便目
◎「桧川迫・屋那瀬線」の全て（今まで通り）

予約電話番号 五條二見交通（株）
（０７４７） ２３－１２１２

ご利用の際には、前日の午後６時までに予約してください。



○乗車運賃　：　大人200円（障害者・小人無料）

　

五條市コミュニティバス西吉野コース

運行路線図

大塔町（五條市）

ＪＲ五条駅

五條市役所
五條病院

鎌田医院

西吉野支所

R24号線

R168号

屋那瀬鎌田医院前

城戸停留所
陰地上

津越下
津越中三叉

津越上円光寺下

三叉

大峰桧川迫集会所前
専名寺下

日裏東詰

願成寺前
勢井

茄子原口上茄子原

宗桧上地域

集会所前

平雄 川股口

川股 日裏口

日裏

札場三叉路

桧川迫・屋那瀬線

（予約制）

○運行日： 月・水・金（平日のみ）

㊟ 城戸発後は利用者の状況に応じ停車場所を変更

することがあります。

勢井・屋那瀬線

○運行日： 日・祝日を除く平日

㊟ 第1便の木曜日及び、第2便は城戸発着になります。

R168号

立川渡

宗川

［令和元年１０月１日から］

国道１６８号を除く区間において「自由乗降」を導入します。

（停留所以外の場所でも乗り降りができます。）


