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市バスのICカード
利 乗車時にワンタッチするだけ。小銭をご用意いただく必要がありません。
得 チャージ（積み増し）のたびにプレミアがつき、お得です。

便
お

チャージ方法と料金

ご購入について 窓口・自動発売機でご購入できます。
発売額

ご利用可能な金額

2,000 円 2,310 円（310円お得）

デポジット
（※）

5,000 円 5,880 円（880円お得）
7,000 円 8,400 円（1,400円お得）

＋

（預り金）

500 円

①自動発売機でチャージする場合

計

主要駅前自動
発売機で簡単
にチャージす
ることが でき
ます。

2,500 円
＝
5,500 円
7,500 円

2,000円（利用可能金額は2,310円）
チャージ
5,000円（利用可能金額は5,880円）
金額
7,000円（利用可能金額は8,400円）

※デポジットとは…カードを購入いただいた際にお預かりするお金（500円）で、
カード返却時に返金いたします。
なお、デポジットは運賃に充当できません。

ピピッ
①車内にあるカードの読取機部分にカードを水平
にピタッと約1秒間タッチしてください。
※ICカードは、パスケースにいれたままでご利用
いただけます。
ただし、
パスケースなどに電波を
妨げるもの（硬貨や貴金属類、他のICカード）
が
一緒に入っている
と、
カード内の情報
を正確に読み取れ
ない場合がありま
すので、
ご注意くだ
さい。

●右記の場所でご購入できます。

はる田

伊丹市中央１-５-１８ 伊丹中央プラザ２F
Tel.０７２-７７２-８９８９
阪急伊丹駅東出口より南東徒歩２分

■寿司

すし一流

伊丹市昆陽６-１２４-１
Tel.０７２-７８８-３００１
市バス1、7系統ほか 小井内バス停東へ3分

■寿司

すし一流
■カフェ

伊丹市中野北２-７-１８
Tel.０７２-７７５-１１１３
市バス1、7系統ほか 中野バス停北

ビーフ飯店

伊丹市荻野８-４８
Tel.０７２-７８２-７７６８
市バス51系統ほか 荻野北バス停すぐ

とらじ

伊丹市西野２-７３
Tel.０７２-7８３-０１９８
市バス1、7系統ほか 西野バス停すぐ

■生パスタ専門店

cafe & boulangerie

伊丹市中野東１−２６５
Tel.０７２-７６７-１８４５
市バス１７系統ほか 玉田団地バス停西へ５分

■カフェ

みやび珈琲

HEAVEN'S KITCHEN

(ひがしのたまご店・南塚口店）
伊丹市瑞穂町５-８
Tel.072-782-6006
市バス 2系統 瑞ヶ丘公園前バス停すぐ

■焼鳥・一品料理

伊丹本店

伊丹市鴻池７-３-８ ミリオンタウン伊丹荒牧内
Tel.０７２-７７７-０８１０
市バス２、
５系統ほか 西池バス停すぐ

■釜飯と串焼

とりでん

肉のポパイ

■焼肉・キムチ

宝塚店

宝塚市中筋８−２１−３４
Tel.０７97-99-0011
市バス4、5系統ほか 荒牧北バス停西へ5分
ＪＲ中山寺南へ5分

MIYABI

■精肉販売及び惣菜店

■ファミリー焼肉レストラン

伊丹店

もんや亭

伊丹市千僧６-２２９ 増井ビル１Ｆ
Tel.０７２-７７０-２９４１
市バス1、7系統ほか 千僧口バス停すぐ

■畳・襖・工事一式・リフォーム施工

伊丹瑞ヶ丘店

伊丹市瑞ヶ丘１-１７
Tel.０７２-７７１-８９９４
市バス2系統 瑞ヶ丘バス停すぐ

乗務員にチャージの申し出
読取機にタッチ
チャージ金額（千円札2枚）
を挿入
もう一度読取機にタッチ
チャージ完了

● 阪急伊丹駅前市バス総合案内所
（窓口・発売機）

● JR伊丹2Fコンコース
（発売機） ● 阪急塚口
〔いかりビル3F〕
（ 発売機）

協賛店舗を募集中！
まずはご連絡をお願いいたします。
伊丹市交通局経営企画課
Tel.072-781-3753

市バス専用ICカード
「itappy」
を協賛店舗にご提示いただくと、
店舗や施設が独自に定める料金割引等のサービスを受けることができます。
詳しくは交通局ホームページをご覧ください。
■お好み焼き・鉃板焼き

※千円札2枚の
みの取扱いで
2,310円分の
チャージとなり
ます。

②
と音がするとOKです。
③運賃箱のディスプレイ部分
にご利用状況が表示されま
※カードの情報が読み取れていない場合は、
メッ
す。
ご確認ください。
セージ音が流れます。
タッチが不十分だったり、
早すぎた場合は、再度読取機部分にタッチして
ください。
ご乗車時にカード内の残額が不足している場
合は、不足分をお支払いいただくか、チャージ
（積み増し）
をお願いいたします。
ただし、車内で
はitappyのみチャージが可能で、千円札2枚の
みの取扱いとなります。
これ以外のチャージは
駅前案内所や自動発売機にてお願いいたします。

さらにお得な特典がこちら

やきやき鉃板

②バス車内でチャージする場合

ICカードの使用方法

● 広畑営業所
（窓口）

Pi!

あたらし畳

伊丹市西野７-８８
Tel.０７２-７８５-３９７０
市バス１７、
１８系統 西野武庫川センター前
バス停すぐ

■スポーツボクシングジム

■宿泊施設

ESPERANZA

伊丹市中央４-４-８ エステート林１Ｆ
Tel.０７２-７７２-９３００
阪急伊丹駅東出口より南東徒歩２分

■個人指導ゴルフスクール

R72ゴルフアカデミー

阪急伊丹
駅前店

伊丹市船原２-２-４
Tel.０７２-７８５-５４５１
阪急伊丹駅北口より北へ徒歩４分

■ご葬儀・法要

点鬼堂

天堂

伊丹市中央６-１-６ 伊丹シティホテル前
Tel.０７２-７７２-００４２
市バス 伊丹シティホテル前バス停すぐ

■ご葬儀・法要

点鬼堂

静謐の館

伊丹市高台２-７４ コニカミノルタ前
Tel.０７２-７７０-００４２
市バス53、54系統 コニカミノルタ前バス停すぐ

■便利屋

ブレークスルー

伊丹市中野北４-２-１-９
Tel.０７２-７７０-８０７０
市バス１、
７系統ほか 中野バス停北西

■美容室

Mark Heaven

■文化施設

伊丹市昆虫館

グランドホテル

伊丹市西野１-８４ １Ｆ
Tel.０７２-７８５-１１３１
市バス１、
７系統ほか 西野バス停すぐ

六甲スカイヴィラ

神戸市灘区六甲山町西谷山１８７８-８６
Tel.０７８-８９１-０１４０

■宿泊施設

■文化施設

高原ロッジ・

市立美術館

メープル猪名川

伊丹市宮ノ前２-５−２０
Tel.０７２-７７２-７４４７
市バス２５系統 宮ノ前バス停すぐ

川辺郡猪名川町笹尾字向山１
Tel.０７２-７６８-０３３１

■カラオケルーム

ジャンボカラオケ広場

阪急
伊丹店

伊丹市中央１−５−５ ボントンビル３Ｆ
Tel.０７２-７7８-8200
市バス阪急伊丹バス停すぐ

■カラオケルーム

ジャンボカラオケ広場

〈休館期間〉
20１７
（平成29）年9月1日から
20１8（平成30）年3月31日まで
注意：現在長期休館中

■文化施設

柿衞文庫

伊丹市宮ノ前２-５-２０
Tel.０７２-７８２-０２４４
市バス２５系統 宮ノ前バス停すぐ

〔2017
（平成29）
年12月28日現在〕
阪急
塚口店

尼崎市塚口町１-１７-１ ステップナウ今西３・４Ｆ
Tel.０６-６４２２-８８６８
市バス塚口バス停北西すぐ

■映画館

塚口サンサン劇場

尼崎市南塚口町２−１−１−１０３
Tel.０６−６４２９−３５８１
阪急塚口駅南側 塚口さんさんタウン１番館

■宿泊施設

メープル有馬

神戸市北区有馬町４０６−３
Tel.０７8-903-5000

この広報紙は8万9,900部作成し、印刷経費は1部当たり7円です（内訳：交通局負担分5円・広告収入分2円）

