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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

■ 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

時刻表

運賃表

ご利用時のご案内とお願い

運行ルート・停留所(急行系統)

運行ルート・停留所(普通系統)

■ 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

高速バスTOPへ

スマートフォンサイト

▲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）

トップページ　＞　高速バス　＞　■ 南紀～名古屋　＞　時刻表

時刻表

新宮・熊野・尾鷲　→　名古屋

令和3年7月1日改正

  普通 普通 普通 普通 急行

三交新宮駅前 - 7：00 9：30 13：30 15：30

紀宝町(消防紀宝分署前) - 7：09 9：39 13：39 15：39

阿田和駅前(国道42号沿) - 7：20 9：50 13：50 15：50

三交南紀(山崎車庫) Ｐ 5：45 7：35 10：05 14：05 16：05

花の窟(花の窟神社最寄) 5：50 7：40 10：10 14：10 16：10

熊野市駅前(市役所前) 5：54 7：44 10：14 14：14 16：14

鬼ヶ城東口(松本峠道登り口最寄) 5：57 7：47 10：17 14：17 16：17

尾鷲市病院前 6：24 8：14 10：44 14：44 16：44

鷲毛(馬越峠道登り口最寄) 6：32 8：22 10：52 14：52 16：52

海山バスセンター Ｐ 6：35 8：25 10：55 15：05 16：55

紀北町紀伊長島

(紀伊長島IC前)
6：56 8：46 11：16 15：26 17：16

紀勢大内山インター前 7：12 9：02 11：32 15：42 ↓

滝原宮前 7：28 9：18 11：48 15：58 ↓

VISON（ヴィソン） 8：07 9：57 12：27 16：42 18：17

名古屋(名鉄バスセンター) 9：41 11：31 14：01 18：16 19：51

※降車は「VISON（ヴィソン）」・「名古屋」のみで、途中停留所(紀宝町～滝原宮前)での降車はできません。

名古屋　→　尾鷲・熊野・新宮

  急行 普通 普通 普通 普通

名古屋(名鉄バスセンター) 8：10 10：30 13：30 15：30 17：30

VISON（ヴィソン） 9：42 12：02 15：02 17：02 19：02

滝原宮前 ↓ 12：48 15：43 17：48 19：48

紀勢大内山インター前 ↓ 13：04 15：59 18：04 20：04

紀北町紀伊長島

(紀伊長島IC前)
10：45 13：20 16：15 18：20 20：20

海山バスセンター Ｐ 11：07 13：52 16：37 18：52 20：52

鷲毛(馬越峠道登り口最寄) 11：09 13：54 16：39 18：54 20：54

尾鷲市病院前 11：17 14：02 16：47 19：02 21：02

鬼ヶ城東口(松本峠道登り口最寄) 11：44 14：29 17：14 19：29 21：29

熊野市駅前(市役所前) 11：47 14：32 17：17 19：32 21：32

花の窟(花の窟神社最寄) 11：51 14：36 17：21 19：36 21：36

三交南紀(山崎車庫) Ｐ 11：57 14：41 17：27 19：41 21：41

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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https://www.sanco.co.jp/sp/
三重交通公式スマートフォン
サイトはこちら

http://www.sanco.co.jp/i/
三重交通公式モバイルサイト
はこちら

モバイルサイト

阿田和駅前(国道42号沿) 12：11 14：55 17：41 19：55 21：55

紀宝町(消防紀宝分署前) 12：22 15：06 17：52 20：06 22：06

三交新宮駅前 12：31 15：15 18：01 20：15 22：15

※乗車は「名古屋」・「VISON（ヴィソン）」のみで、途中停留所(滝原宮前～紀宝町)での乗車はできません。

 Ｐ・・・駐車場あり

三交南紀(山崎車庫)、海山バスセンターは駐車場が完備されております。

 

■お問い合わせ

三重交通株式会社　南紀営業所　　TEL.0597-85-2196
※お掛け間違いのないようにお電話ください。

 

　

路線バス

時刻運賃検索
主要停留所案内図・時刻表
地区別路線図
路線バスのご利用案内
臨時バスのお知らせ
運賃・乗車券
伊勢二見鳥羽周遊バスCANばす
松阪熊野線（熊野古道ライン）
伊勢志摩の旅
三重交通バスロケーションシステム
新型コロナウイルスによる運行状況につい
て
名古屋南陽線（名古屋～イオンモール名
古屋茶屋）
アンパンマンミュージアムバス
中部国際空港セントレアへの近道 津駅⇔
空港アクセス港
VISON（ヴィソン）へのアクセス（令和3年7
月1日より運行開始）
神都ライナー
ポケモン電気バス
参宮バス
神都バス
パールシャトル
バス・タクシー交通広告
異常事態発生時のお願い
よくあるご質問
お問い合わせ

高速バス

■ 伊勢・鳥羽～神奈川・東京・埼玉
■ 南紀～神奈川・東京・埼玉
■ 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
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■ 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
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■ 四日市～中部国際空港
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アイコンの説明
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貸切バス

観光バスの種類・設備
貸切バスのご利用について
よくあるご質問
お問い合わせ

旅行

バスツアー・旅行
貸切バス団体旅行
窓口案内
コンサートEXPRESS
サーキットEXPRESS
美し国周遊ばす
よくあるご質問
お問い合わせ

関連事業

生命保険・損害保険
自家用自動車車両運行管理
大型自動車車検鈑金
バス・タクシー交通広告
観光コンサルティング
月極駐車場（津市内）
ザ・バスコレクション三重交通バスセ
ット
神都LINER記念グッズ

企業情報

会社情報
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お問い合わせ

お知らせ・最新情報一覧
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個人情報保護方針
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