Metro バス
Metro バスは郡内のほと
んどの主要道路を通り、さ
まざまなサービスを提供
しています。Metro ロー
カルバスの停留所は 2 ブ
ロックごとに設置されて
おり、オレンジ色に塗装さ
れています（白にオレン
ジのストライプの場合も
あります）。Metro Rapid
のルートは大きな交差点
のみで停止するため快速
で、赤の塗装がされていま
す。Metro Express のルー
トは長距離を高速で走り、
あまり停車しません。

詳細は電話 323.466.3876
または metro.net をご参照
ください。
その他の公共交通シス
テム
多くの市では各地域におけ
る追加のバスサービスを提
供しています。この市バスは
Metro とは料金形態が異な
りますのでご注意ください。
する際には高速車線を使用
しています。各駅で様々なバ
スの乗り継ぎが可能です。

ゴーmetro

主要連絡先
tap 運賃
62 歳以上の
高齢者/
障害者/
メディケア
通常料金 料金

片道

75¢ ラッシ
ュ時
35¢ O= ラッ
シュ時以外
(片道 2 時間以内の他の Metro への乗
り換えを含みます。)
$7
$2.50
1日パス
7日パス
30日パス
30日パス+ゾ
ーン1
EZ トランジッ
トパス
EZトランジット
パス+ゾーン1

運賃の現金払い

運行時間

運賃は、バスのみ現金で支払うことが
できます。乗り換えは含まれません。

大部分の Metro バスと電車は午前 4
時頃に運行を開始し、午前零時頃に
終了します。夜間と週末には本数が
少なくなりますので、metro.net の時
刻表を確認してください。

62 歳以上の
高齢者/
障害者/
メディケア
通常料金 料金

$1.75

$25
$100
$122

–
$20
–

$110

$42

$132

$51.50

75¢ ラッシ
ュ時
35¢ ラッシュ
時以外
(乗り換えは含まれません)
1-乗車
基本運賃

$1.75

バスの運転手はつり銭の用意がありま
せん。
ちょうどの金額をご用意ください。
大人 1 人分の正規運賃につき 5 歳未満
の子供 2 人まで運賃が無料です。

ゴーMetro
地図とポケットガイド
Metro Rail

Nextrip
Nextrip はサテライトのテクノロジーを
使用し、乗客の電話にバスや電車の停留
所到着時間を知らせます。このシンプル
な無料サービスに関しては：
“Metro” 41411 に停留所の番号または
交差点の場所をテキストしてください。
ブラウザーで m.metro.net を指し、
Nextrip をクリックしてください。
511 番に電話をして “Nextrip” と言っ
てから、次の指示に従ってください。
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バス・電車の乗り方：
323.466.3876
顧客のコメント：
213.922.6235
警備／緊急事態：
888.950.7233
車椅子乗車ホットライン：800.621.7828
紛失物：
323.937.8920

デイパスは Metro バス内で購入でき
ます。TAP 上の運賃は事前に購入して
ください。

Metro は全国的にもっとも
大規模な公共交通機関です。
Metro でロサンゼルス郡
のほとんどどこへでも行く
ことができます。

Metro Rail
Metro Rail は Metro Blue、
Green、Red、Purple、Gold、
Expo line から成っています。
このシステムには合計 80 の
駅があり、各駅でさまざまな
乗り継ぎができるようになっ
ています。

Japanese

シニア、障害者、学生割引も提供して
います。割引資格、乗車券販売所に関
する詳細は電話 (323.466.3876) また
は metro.net をご参照ください。

路線のプラン

2014年9月 現在

Metro 運賃は TAP カードで支払えま
す。
このカードは Metro Rail と Orange
Line 駅内の TAP 自動販売機で購入
し、継続して充填できます。パスは最
初にカードをタップした際に使用可
能になります。

最も便利な路線を選ぶには、
metro.net で Trip Planner を確
認するか、電話 323.466.3876
にお問い合わせください。

Metro Orange および
Silver Lines
Metro Orange Line はバ
ス専用車線を走って San
Fernando Valley を横断
しています。このライン
の車輌は 18 箇所で停車
し、Metro Rail 電車のよう
に運行しています。同様に
Metro Silver Line は高速
道路上の停留所間を運行
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tapで支払う

Metro Rail

Metr
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