
 

※高速代別途

　別途時間指定予約料金として500円を頂戴します。

スタンダード

カムリHV
車いす対応セレナ

グランエース ハイエース

淀川区・東淀川区・西淀川区 西淀川区 東淀川区 淀川区 ¥6,600 ¥8,600 ¥14,600

北区・福島区 福島区 北区 ¥7,200 ¥9,200 ¥15,200

中央区・西区 西区 中央区 ¥7,500 ¥9,500 ¥15,600

此花区 ¥6,900 ¥8,900 ¥15,000

港区 港区 ¥7,200 ¥9,200 ¥15,200

都島区 都島区 ¥8,300 ¥10,300 ¥16,400

旭区 旭区 ¥8,800 ¥10,800 ¥16,900

城東区 城東区 ¥8,300 ¥10,300 ¥16,300

鶴見区　東部 ¥8,800 ¥10,800 ¥16,900

鶴見区　西部 ¥8,800 ¥10,800 ¥16,900

東成区・生野区 東成区 生野区 ¥8,300 ¥10,300 ¥16,300

天王寺区・阿倍野区 天王寺区 阿倍野区 ¥8,100 ¥10,100 ¥16,100

浪速区 浪速区 ¥7,700 ¥9,700 ¥15,800

大正区　北部 ¥7,500 ¥9,500 ¥15,600

大正区　中部 ¥7,500 ¥9,500 ¥15,600

大正区　南部 ¥7,500 ¥9,500 ¥15,600

西成区　南部 ¥7,800 ¥9,800 ¥15,800

西成区　北部 ¥7,800 ¥9,800 ¥15,800

平野区・東住吉区　北部 平野区 東住吉区 (長居公園通以北） ¥8,800 ¥10,800 ¥16,900

平野区・東住吉区　南部 平野区 東住吉区 (長居公園通以南） ¥8,800 ¥10,800 ¥16,900

住吉区・住之江区　 住吉区 住之江区 ¥7,600 ¥9,600 ¥15,600

堺市 中区 中区 ¥9,700 ¥11,700 ¥17,800

堺市 東区 東区 ¥9,800 ¥11,800 ¥17,300

堺市 西区 西区 ¥9,200 ¥11,200 ¥17,300

堺市 堺区　北 ¥8,600 ¥10,600 ¥16,700

堺市 堺区　南 ¥8,600 ¥10,600 ¥16,700

堺市 北区 北区 ¥9,400 ¥11,400 ¥17,400

堺市 南区 南区 ¥11,100 ¥13,100 ¥19,200

東大阪 東部 ¥9,200 ¥11,200 ¥17,300

東大阪 西部 ¥8,700 ¥10,700 ¥16,800

八尾　北部 ¥9,700 ¥11,700 ¥17,800

八尾　南部 ¥9,700 ¥11,700 ¥17,800

守口 守口市 ¥9,200 ¥11,200 ¥17,300

門真西部

門真東部

豊中 豊中市 ¥7,300 ¥9,300 ¥15,400

伊丹空港 伊丹空港 ¥7,700 ¥9,700 ¥15,700

吹田 吹田市 ¥7,800 ¥9,800 ¥15,800

北摂 Ａ南 池田市 ¥8,200 ¥10,300 ¥16,300

北摂 Ａ北 ¥8,200 ¥10,300 ¥16,300

北摂 Ｂ西 ¥8,900 ¥11,000 ¥17,000

北摂 Ｂ東 ¥8,900 ¥11,000 ¥17,000

北摂 Ｃ 三島郡島本町 高槻市 ¥9,600 ¥11,700 ¥17,700

北摂 Ｄ 豊能郡豊能町 豊能郡能勢町 ¥10,300 ¥12,400 ¥18,400

大東西部 ¥10,100 ¥11,800 ¥17,800

大東東部 ¥10,100 ¥11,800 ¥17,800

寝屋川西部 ¥10,700 ¥12,200 ¥18,200

寝屋川東部 ¥10,700 ¥12,200 ¥18,200

四条畷 四條畷市 ¥10,700 ¥12,800 ¥18,800

枚方西部 ¥10,700 ¥12,800 ¥18,800

枚方中部 ¥10,700 ¥12,800 ¥18,800

枚方東部 ¥10,700 ¥12,800 ¥18,800

交野 交野市 ¥11,300 ¥13,400 ¥19,400

南河内 Ａ北　堺市美原区 ¥9,800 ¥11,900 ¥17,900

南河内Ａ南 ¥9,800 ¥11,900 ¥17,900

南河内 Ｂ 大阪狭山市 富田林市 太子町・河南町 ¥10,700 ¥12,800 ¥18,800

南河内 Ｃ 河内長野市 ¥11,300 ¥13,400 ¥19,400

南河内 Ｄ 柏原市 ¥9,800 ¥11,900 ¥17,900

高石 高石市 ¥9,600 ¥11,600 ¥17,600

泉大津 泉大津市 泉北郡忠岡町 ¥10,100 ¥12,200 ¥18,200

和泉 和泉市 ¥10,400 ¥12,500 ¥18,500

岸和田 岸和田市 ¥10,800 ¥13,000 ¥19,000

貝塚 貝塚市 泉南郡熊取町 ¥11,500 ¥13,700 ¥19,700

泉佐野 泉佐野市 泉南郡田尻町 　 ¥12,200 ¥15,400 ¥21,400

関西空港 関西空港 ¥13,300 ¥15,300 ¥21,300

泉南 泉南市 ¥13,200 ¥15,400 ¥21,400

阪南 阪南市 泉南郡岬町 ¥13,900 ¥16,100 ¥22,100

北
摂

北
河
内

南
河
内

門真市東部（府道15号線以東）

和
泉

大阪⇔新神戸駅
（片道1台・円）

ビジネスクラス

堺区　北（府道26号線及び国道310号線以北）

堺区　南（府道26号線及び国道310号線以南）

東大阪市（中央環状線 以東）

東大阪市（中央環状線 以西）

八尾市北部（府道5号線以北）

八尾市南部（府道5号線以南）

門真市西部（府道15号線以西）
¥9,800 ¥11,800 ¥17,900

松原市　堺市美原区　羽曳野市　藤井寺市　(阪和道及び堺羽曳野線以南）

箕面市（府道9号線以南）

箕面市(府道)9号線以北

摂津市（府道15号線以西） 茨木市（安威川以西）

摂津市(府道15号線以東） 芥川以（安威川以東）

大東市西部（府道170号線以西）

大東市東部（府道170号線以東）

寝屋川市西部（府道170号線以西）

寝屋川市東部（府道170号線以東）

枚方市西部（天野川以西）

枚方市中部(天野川以東　穂谷川以西）

枚方市東部（穂谷川以東）

松原市　堺市美原区　羽曳野市　藤井寺市　(阪和道及び堺羽曳野線以北）

南河内郡千早赤阪村

大正区北部（17号西大阪線以北）

大正区中部（17号西大阪線以南）

大正区南部（南恩加島より北）

西成区北部（松虫通以北）

西成区南部（松虫通以南）
大
阪
市
域
交
通
圏

此花区（ＵＳＪ）

鶴見区東部（大阪中央環状以東）

鶴見区西部（大阪中央環状以西）

※アルファード・クラウンHVご指定の場合は車種指定料金2,000円を頂戴します。
※スタンダード車両は時間指定のご予約の場合、

【大阪MK・神戸MK】駅定額タクシー運賃一覧

【新       駅】神戸



 

スタンダード

カムリHV
車いす対応セレナ

グランエース ハイエース

猪名川 猪名川町 ¥10,100 ¥12,100 ¥18,200

川西北部 ¥9,900 ¥12,000 ¥18,000

川西中部 ¥8,600 ¥10,700 ¥16,700

川西南部 ¥8,600 ¥10,700 ¥16,700

宝塚南部 ¥6,000 ¥8,000 ¥14,000

宝塚北部 ¥6,000 ¥8,000 ¥14,000

伊丹東部 ¥6,800 ¥8,800 ¥14,800

伊丹西部 ¥6,800 ¥8,800 ¥14,800

伊丹北部 ¥6,800 ¥8,800 ¥14,800

尼崎西部 ¥5,800 ¥7,800 ¥13,800

尼崎東部 ¥6,300 ¥7,800 ¥13,800

西宮 北部 ¥5,800 ¥7,800 ¥13,800

西宮 北部 ¥5,500 ¥7,600 ¥13,600

西宮 中部 ¥4,900 ¥7,000 ¥13,000

西宮 南部 ¥4,600 ¥6,700 ¥12,700

芦屋 奥池 奥池 ¥5,400 ¥7,500 ¥13,500

芦屋 北部 ¥4,800 ¥6,900 ¥12,900

芦屋 南部 ¥3,800 ¥5,900 ¥11,900

東灘区 北東部

東灘区 北西部

東灘区 南部

六甲アイランド 六甲アイランド ¥3,100 ¥5,200 ¥11,200

灘区 灘区

六甲山上 六甲山上 ¥3,800 ¥5,900 ¥11,900

中央区

神戸空港 神戸空港

兵庫区 兵庫区

長田区 南部

長田区 北部

須磨区 南部

須磨区 北部

垂水区北東部 垂水区 ¥4,200 ¥6,300 ¥12,300

垂水区南西部 ¥5,200 ¥7,300 ¥12,300

北区 北部 ¥560 ¥13,600

北区 南東部

北区 南西部

西区 東部 ¥3,800 ¥5,800 ¥11,800

西区 中部 ¥5,300 ¥7,400 ¥13,400

西区 西部 ¥6,000 ¥8,800 ¥14,800

明石 東部 ¥5,700 ¥7,800 ¥13,800

明石 西部 ¥7,500 ¥9,600 ¥15,600

三田 三田市 ¥7,400 ¥9,500 ¥15,500

西播磨 Ａ 赤穂市 赤穂郡上郡町 佐用郡佐用町 ¥18,500 ¥20,700 ¥26,700

西播磨 Ｂ 相生市 たつの市 ¥13,800 ¥16,000 ¥22,000

西播磨 Ｃ 揖保郡太子町 ¥10,600 ¥12,700 ¥18,700

西播磨 Ｄ ¥15,200 ¥17,400 ¥23,400

西播磨 Ｅ 神崎郡福崎町 神崎郡市川町 ¥13,700 ¥15,900 ¥21,900

西播磨 Ｆ 神崎郡神河町 ¥15,400 ¥17,600 ¥23,600

西播磨 Ｇ ↓東播磨A ¥18,800 ¥21,000 ¥27,000

東播磨 Ａ 加古郡稲美町 加古郡播磨町 ¥8,100 ¥10,200 ¥16,200

東播磨 Ｂ 加古川市 高砂市 ¥5,300 ¥7,300 ¥13,300

東播磨 Ｃ ¥6,100 ¥8,200 ¥14,200

東播磨 Ｄ 小野市 加東市 ¥8,900 ¥11,000 ¥17,000

東播磨 Ｅ 加西市 ¥11,200 ¥13,300 ¥19,300

東播磨 Ｆ 西脇市 ¥11,400 ¥13,600 ¥19,600

東播磨 Ｇ 多可郡多可町 ¥12,900 ¥15,100 ¥21,100

丹波Ａ 丹波篠山市 ¥9,600 ¥11,700 ¥17,700

丹波 Ｂ 丹波市 ¥13,900 ¥16,100 ¥22,100

但馬 Ａ 朝来市 ¥18,500 ¥20,800 ¥26,800

但馬 Ｂ 豊岡市 養父市 ¥20,200 ¥22,500 ¥28,500

但馬 Ｃ ¥24,200 ¥26,600 ¥32,600

但馬 Ｄ ¥27,100 ¥29,500 ¥35,500

淡路 南部 洲本市 南あわじ市 ¥12,600 ¥14,800 ¥20,800

淡路 中部 ¥9,900 ¥12,000 ¥18,000

淡路 北部 ¥7,700 ¥9,800 ¥15,800

西区中部（県道52号以西 且つ 国道175号以東 及び 県道83号以東）

西区西部（国道175号以西 及び 県道83号以西　（西戸田交差点））

明石東部（大久保町東端以東）

明石西部（瀬戸川以東～大久保町全域）　瀬戸川以西は、東播磨Ａ

宍粟市（旧山崎町に限る）

姫路市（旧安富町、旧夢前町を除く）

姫路市（旧安富町、旧夢前町に限る）

三木市（旧吉川町除く）

三木市（旧吉川町）

宍粟市（旧山崎町を除く）

明石市（瀬戸川以西）

川西市北部（新名神高速道路 以北）

川西市中部（県道13号線以北　新名神以南）

川西市（新名神高速道路 以南）

宝塚市（新名神以南）

宝塚市（新名神以北）

伊丹市西部（猪名川及び藻川以西かつ171号線以南）

伊丹市東部(伊丹空港及び猪名川藻川以東)

伊丹市北部（猪名川以西　171号線以北）

尼崎市西部(１３号以西）

尼崎市東部（１３号以南）

西宮市北部（県道５１号線以北）

西宮市北部（山陽新幹線路以北）

西宮市中部（２号線以北）

西宮市南部（２号線以南）

芦屋市南部（六麓荘町、朝日ヶ丘、奥池を除く）

神戸⇔新神戸駅
（片道1台・円）

ビジネスクラス

東灘区北西部（阪急神戸線以北 且つ 住吉川以西）

阪急神戸線以南 （六甲アイランドを除く）

神
戸
市
域
交
通
圏

美方郡香美町

美方郡新温泉町

淡路市（旧津名町、旧一宮町）

淡路市（旧淡路町、北淡町、東浦町）

丹
波

但
馬

淡
路

播
磨

芦屋市北部（六麓荘町、朝日ヶ丘に限る）

中央区

長田区南部（山麓線以北かつ刈藻川以西を除く）

長田区北部（山麓線以北かつ刈藻川以西に限る）

須磨区南部（多井畑、多井畑南町、横尾、妙法寺以北を除く）

須磨区北部（多井畑、多井畑南町、横尾、妙法寺以北）

北部（有馬温泉）

北区南東部（唐櫃・谷上）

北区南西部（北区南部）

西区東部（県道52号以東）

東灘区北東部（阪急神戸線以北 且つ 住吉川以東）



 

スタンダード

カムリHV
車いす対応セレナ

グランエース ハイエース

京都 Ａ 伏見区 東山区 南区 山科区 ¥12,300 ¥14,400 ¥20,400

京都 Ｂ 北区（中川以北除く） 左京区（花背以北除く） ¥13,800 ¥16,000 ¥22,000

京都 Ｃ 西京区 ¥12,800 ¥15,000 ¥21,000

京都 Ｄ 北区（中川以北） 右京区（京北） ¥16,300 ¥18,600 ¥24,600

京都 Ｅ 向日市 長岡京市 乙訓郡大山崎町 ¥12,100 ¥14,200 ¥20,200

京都 Ｆ 城陽市 宇治市 ¥13,100 ¥15,200 ¥21,200

京都 Ｇ 八幡市 久世郡久御山町 ¥12,200 ¥14,400 ¥20,400

京都 Ｈ 京田辺市 綴喜郡精華町 ¥12,800 ¥14,900 ¥20,900

京都 Ｉ 木津川市 綴喜郡井手町 ¥13,200 ¥15,400 ¥21,400

京都 Ｊ 綴喜郡和束町 綴喜郡笠置町 ¥14,700 ¥16,900 ¥22,900

京都 Ｋ ¥16,400 ¥18,600 ¥24,600

京都 Ｌ 亀岡市南部 ¥11,500 ¥13,700 ¥19,700

京都 Ｍ 亀岡市北部 ¥13,000 ¥15,200 ¥21,200

京都 Ｎ 船井郡京丹波町 ¥16,700 ¥18,900 ¥24,900

京都 Ｏ ¥20,800 ¥23,200 ¥29,200

京都 Ｐ 福知山市 綾部市 ¥16,600 ¥18,800 ¥24,800

京都 Ｑ 舞鶴市 ¥20,400 ¥22,600 ¥28,600

京都 Ｒ 京丹後市 宮津市 与謝郡与謝野町 与謝郡伊根町 ¥23,000 ¥25,000 ¥31,000

滋賀 Ａ 大津市 ¥14,800 ¥17,000 ¥23,000

滋賀 Ｂ 草津市 栗東市 野洲市 守山市 ¥16,500 ¥18,800 ¥24,800

滋賀 Ｃ 湖南市 近江八幡市 蒲生郡竜王町 ¥18,300 ¥20,500 ¥26,500

滋賀 Ｄ 甲賀市 ¥19,100 ¥21,400 ¥27,400

滋賀 Ｅ 東近江市 蒲生郡日野町 ¥20,400 ¥22,600 ¥28,600

滋賀 Ｆ 彦根市 愛知郡愛荘町 犬上郡豊郷町 犬上郡甲良町 ¥23,300 ¥25,600 ¥31,600

滋賀 Ｇ 米原市 滋賀F→ 犬上郡多賀町 ¥25,800 ¥28,200 ¥34,200

滋賀 Ｈ 長浜市 ¥27,100 ¥29,500 ¥35,500

滋賀 Ｉ 高島市 ¥21,200 ¥23,500 ¥29,500

奈良 Ａ 生駒市 ¥10,800 ¥12,900 ¥18,900

奈良 Ｂ ¥12,400 ¥14,600 ¥20,600

奈良 Ｃ 大和郡山市 ¥11,300 ¥13,400 ¥19,400

奈良 Ｄ 天理市 ¥14,300 ¥16,500 ¥22,500

奈良 Ｅ 葛城市 橿原市 大和高田市 ¥12,200 ¥14,300 ¥20,300

奈良 Ｆ 香芝市 ¥11,800 ¥13,900 ¥19,900

奈良 Ｇ 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 ¥13,400 ¥15,500 ¥21,500

奈良 Ｈ 桜井市 ¥15,400 ¥17,600 ¥23,600

奈良 Ｉ 御所市 高市郡明日香村 高市郡高取町 吉野郡大淀町 ¥14,000 ¥16,200 ¥22,200

奈良 Ｊ 山辺郡山添村 ¥17,000 ¥19,200 ¥25,200

奈良 Ｋ 宇陀市 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 ¥16,900 ¥19,100 ¥25,100

奈良 Ｌ 吉野郡吉野町 吉野郡東吉野村 吉野郡川上村 ¥17,400 ¥19,700 ¥25,700

奈良 Ｍ 吉野郡下市町 吉野郡黒滝村 ¥15,400 ¥17,600 ¥23,600

奈良 Ｎ 吉野郡野迫川村 ¥20,500 ¥22,800 ¥28,800

奈良 Ｏ 吉野郡天川村 ¥20,700 ¥23,000 ¥29,000

奈良 Ｐ 吉野郡下北山村 吉野郡上北山村 ¥23,800 ¥26,100 ¥32,100

奈良 Ｑ 吉野郡十津川村 ¥23,100 ¥25,400 ¥31,400

和歌山 Ａ 和歌山市 海南市 岩出市 ¥16,800 ¥19,000 ¥25,000

和歌山 Ｂ 紀の川市 ¥15,200 ¥17,400 ¥23,400

和歌山 Ｃ ¥15,100 ¥17,300 ¥23,300

和歌山 Ｄ 橋本市 伊都郡九度山町 ¥15,500 ¥17,700 ¥23,700

和歌山 Ｅ ¥20,000 ¥22,300 ¥28,300

和歌山 Ｆ ↓和歌山G ¥18,200 ¥20,400 ¥26,400

和歌山 Ｇ 有田市 有田郡湯浅町 ¥21,000 ¥23,300 ¥29,300

和歌山 Ｈ 有田郡広川町 日高郡由良町 ¥23,600 ¥25,900 ¥31,900

和歌山 Ｉ 御坊市 ¥23,400 ¥25,800 ¥31,800

和歌山 Ｊ ¥27,000 ¥29,400 ¥35,400

和歌山 Ｋ ¥28,400 ¥30,800 ¥36,800

和歌山 Ｌ ¥29,700 ¥32,100 ¥38,100

和歌山 Ｍ 白浜町 ¥30,300 ¥32,800 ¥38,800

和歌山 Ｎ 東牟婁郡串本町 ¥35,600 ¥38,200 ¥44,200

和歌山 Ｏ 新宮市 ¥41,400 ¥44,000 ¥50,000

北葛城郡王寺町、広陵町、上牧町、河合町

奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村に限る）

五條市（旧大塔村除く）

和
歌
山

伊都郡かつらぎ町（旧花園村を除く）

海草郡紀美野町

伊都郡高野町、かつらぎ町（旧花園村）

有田郡有田川町（旧清水町除く）

有田郡有田川町（旧清水町）

日高郡日高町、日高川町、美浜町、印南町、みなべ町

田辺市（旧龍神村）

田辺市（旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町）、西牟婁郡上富田町

田辺市（旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町除く）

東牟婁郡古座川町

東牟婁郡那智勝浦町、太地町、北山村

左京区（花背以北）

綴喜郡宇治田原町

綴喜郡南山城村

南丹市（旧美山町除く）

南丹市（旧美山町）

京
都

滋
賀

奈良市（R24以西）

生駒郡安堵町、三郷町、斑鳩町、平群町

西牟婁郡すさみ町

京都・滋賀・奈良・和歌山⇔新神戸駅
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奈
良

五條市（旧大塔村）

奈良市（R24以東。ただし旧月ケ瀬村、旧都祁村は除く）

下京区　中京区　上京区

右京区（京北除く）



 

スタンダード

カムリHV
車いす対応セレナ

グランエース ハイエース

三重 Ａ 伊賀市 名張市 ¥21,000 ¥23,300 ¥29,300

三重 Ｂ いなべ市 員弁郡東員町 桑名市 桑名郡木曽岬町 ¥26,200 ¥28,500 ¥34,500

三重 Ｃ 亀山市 鈴鹿市 四日市市 三重郡菰野町 ¥25,200 ¥27,600 ¥33,600

三重 Ｄ 津市 三重C→ 三重郡朝日町 三重郡川越町 ¥26,300 ¥28,700 ¥34,700

三重 Ｅ 松阪市 多気郡明和町 度会郡玉城町 多気郡多気町 ¥30,300 ¥32,800 ¥38,800

三重 Ｆ 伊勢市 鳥羽市 志摩市 ¥36,800 ¥39,300 ¥45,300

三重 Ｇ 多気郡大台町 度会郡大紀町 度会郡度会町 度会郡南伊勢町 ¥34,200 ¥36,700 ¥42,700

三重 Ｈ 尾鷲市 北牟婁郡紀北町 ¥39,000 ¥41,600 ¥47,600

三重 Ｉ 熊野市 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡紀宝町 ¥40,100 ¥42,700 ¥48,700

岡山 Ａ 備前市 和気郡和気町 美作市 英田郡西粟倉村 ¥20,200 ¥22,500 ¥28,500

岡山 Ｂ 瀬戸内市 岡山A→ 勝田郡奈義町 勝田郡勝央町 ¥22,100 ¥24,400 ¥30,400

岡山 Ｃ 東区 ¥23,400 ¥25,800 ¥31,800

岡山 Ｄ 北区 中区 南区 赤磐市 ¥24,900 ¥27,200 ¥33,200

岡山 Ｅ 玉野市 ¥27,100 ¥29,500 ¥35,500

岡山 Ｆ 倉敷市 都窪郡早島町 ¥28,700 ¥31,200 ¥37,200

岡山 Ｇ 総社市 ¥27,800 ¥30,200 ¥36,200

岡山 Ｈ 高梁市・浅口市 笠岡市・井原市 小田郡矢掛町 浅口郡里庄町 ¥33,200 ¥35,700 ¥41,700

岡山 Ｉ 津山市 久米郡美咲町 久米郡久米南町 ¥25,400 ¥27,700 ¥33,700

岡山 Ｊ 苫田郡鏡野町 ¥27,300 ¥29,700 ¥35,700

岡山 Ｋ 真庭市 ¥29,800 ¥32,300 ¥38,300

岡山 Ｌ 新見市 真庭郡新庄村 ¥33,400 ¥35,900 41900

徳島 A ¥17,500 ¥19,800 ¥25,800

徳島 B ¥26,200 ¥28,500 ¥34,500

徳島 C ¥23,800 ¥26,100 ¥32,100

三
重

岡
山 加賀郡吉備中央町

徳
島

徳島県北東部（AとB以外）徳島市・鳴門市・阿波市など

美馬市・つるぎ町・三好市・東みよし市

阿南市・勝浦町・上勝町・那賀町・美波町・牟岐町・海陽町

※交通渋滞・悪天候・天災などによる損害の補償はございません。
※渋滞等で新幹線に間に合わない可能性がある場合は、別ルートで駅へ向かうか最寄の駅へお送りするかご相談させていただきます。

※「送迎先1か所⇔駅」の直行便となります。立寄りはできません。経由地がある場合はメーター料金での運行となります。

※深夜・早朝割増/ご乗車から降車までが22時→5時にかかる場合は2割増しとなります。
※高速道路などの有料道路通行料は別途頂戴いたします。
　（但馬エリア・淡路島エリア以遠の場合は往復分の高速代を頂戴いたします。）
※身体障害者手帳、知的障害者の療育手帳、精神障害者保険福祉手用をご掲示いただいた場合は1割引きとなります。

　別ルートで駅へ向かった場合はそのまま定額運賃を頂戴いたします。
　最寄り駅へお送りの場合は、契約解除としてご乗車いただいたメーター運賃分を頂戴いたします。
※キャンセル料等、詳細はホームページをご確認ください。
※掲載の情報は2021年11月1日のものです。

大阪MK コールセンター：06-6452-4441

神戸MK　コールセンター：078-303-6001

京都・滋賀・奈良・和歌山⇔新神戸駅
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