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新型コロナウイルス感染防止対策について

行先・出発地域から探す

■ 伊勢・鳥羽～神奈川・東京・埼玉

■ 南紀～神奈川・東京・埼玉

時刻表（～R3.7.15）

時刻表（R3.7.16～）

運賃表

Web限定早期購入割引

予約・購入・変更・取消

ご利用時のご案内とお願い

運行ルート・停留所

車両タイプ・車内設備

■ 伊賀～神奈川・東京・埼玉

■ 津・四日市～京都

■ 長島温泉・四日市～大阪・ＵＳＪ

■ 伊賀～大阪

■ 伊賀～名古屋

■ 長島温泉～名古屋・栄

■ 南紀～名古屋

■ 湯の山温泉～名古屋

■ 桜台～名古屋

■ 桑名・長島温泉・金城ふ頭駅～
中部国際空港

■ 四日市～中部国際空港

■ 中部国際空港～VISON～伊勢神
宮・鳥羽

■ 中部国際空港～京都

■ その他の高速バス

異常事態発生時のお願い

アイコンの説明

インターネット予約

よくあるご質問

お問い合わせ

▲高速鳥羽大宮線及び南紀大宮線の予約開始について

▲高速鳥羽大宮線及び高速伊賀大宮線の2か月前先行販売の一時休止について

▲高速鳥羽大宮線及び高速南紀大宮線のダイヤ改正及び停留所の新設について（令和2年6月1日）

勝浦・南紀　→　東京・大宮

停留所 2便

勝浦温泉 発 19:43

三交新宮駅前 発 20:13

七里御浜 発 20:33

三交南紀 Ｐ 発 20:48

熊野市駅前 発 20:55

尾鷲市 発 21:24

海山バスセンター Ｐ

(旧・三交海山)
発 21:41

紀北町紀伊長島 発 22:02

紀勢大内山インター前 発 22:18

滝原宮前 発 22:34

大台町 発 22:39

栃原 発 22:59

VISON（ヴィソン） 発 23:06

↓ ↓

YCAT

（横浜駅東口）
着 4:58

バスタ新宿 着 5:55

池袋駅東口 着 6:20

さいたま新都心バスターミナ

ル
着 6:55

大宮駅西口 着 7:10

大宮営業所 着 7:20

東京・大宮　→　勝浦・南紀

停留所 1便

大宮営業所 発 20:25

大宮駅西口 発 20:35

さいたま新都心バスターミナ

ル
発 20:55

池袋駅東口 発 21:30

バスタ新宿 発 22:05

YCAT

（横浜駅東口）
発 23:05

↓ ↓

VISON（ヴィソン） 着 4:52

栃原 着 5:02

大台町 着 5:17

滝原宮前 着 5:22

紀勢大内山インター前 着 5:38

紀北町紀伊長島 着 5:54

海山バスセンター Ｐ

(旧・三交海山)
着 6:19

尾鷲市 着 6:31

熊野市駅前 着 7:00

三交南紀 Ｐ 着 7:07

七里御浜 着 7:22

三交新宮駅前 着 7:42

勝浦温泉 着 8:12

トップページ　＞　高速バス　＞　■ 南紀～神奈川・東京・埼玉　＞　時刻表（R3.7.16～）

時刻表（R3.7 .16～）

令和3年7月16日改正

※ 途中、足柄SA（静岡県）と安濃SA（三重県）で休憩します。

 Ｐ・・・駐車場あり

※ 2号車以降（続行便）は「バスタ新宿」での乗降はできません。

 

■お問い合わせ

三交予約センター　　TEL.059-229-5555  (9：00～18：00)
西武バス座席センター　　TEL.0570-025-258  (9：30～17：00)　　※土日祝は休業　 

※ 当日の夜行便のご予約・キャンセル及び忘れ物等、運行に関するお問い合わせは

(三重発)　三重交通株式会社　南紀営業所　　TEL.0597-85-2196

(関東発)　西武観光バス株式会社　大宮営業所　　TEL.048-643-5520

※お掛け間違いのないようにお電話ください。

Mie Kotsu Co.,Ltd. route bus, charter bus services and others as community-based public transportation services, mainly in Mie Prefecture.

運行状況についてはこちらをご覧ください　>>
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