
　

路線名：伊丹立花線

運行区間：金井町～阪急武庫之荘～JR立花

※阪急武庫之荘～JR立花間は

日中時間帯のみ運行。

運賃：時友～JR立花（尼崎特区）で乗降車 ２１０円

上記区間以外での乗車または降車 ２２０円

※当該線は阪神線となりますので、バスカード、

１日乗車券などの尼崎市内線専用乗車券は

ご利用いただけません。

※バスへは後扉よりご乗車いただき、運賃は降車時にお支払いください。

「伊丹立花線」の運行開始及び宝塚線のダイヤ改正について

いつも阪神バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

来たる２０１８年３月２４日(土)に、下記のとおり「伊丹立花線」の運行開始及び

宝塚線のダイヤ改正を実施いたします。
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①伊丹立花線について



　

③宝塚線のダイヤ改正について

尼崎宝塚線・杭瀬宝塚線において、ダイヤ改正を実施いたします。

ご利用の際はお間違いのないようご注意願います。

※宝塚発 阪神出屋敷行きは阪神杭瀬駅北行きに変更いたします。

※ダイヤ改正後の時刻表は次のページをご覧ください。

２０１８年３月２４日以降の時刻表はこちら

②停留所の新設について

停留所名：北雁替公園前（きたかりかえこうえんまえ）

該当路線：伊丹立花線
(金井町～阪急武庫之荘～JR立花)

設置場所：道意線上「カリカエプール前」交差点付近



伊丹立花線 宝塚線
宝塚→西野→労災病院前→西大島→阪神尼崎･阪神杭瀬駅北

停留所 停留所 停留所

金井町 平日 宝塚 平日 武庫支所前 平日

西野 平日 歌劇場前 平日 武庫の郷 平日

池尻 平日 荒神川 平日 武庫荘駅西口 平日

池尻南口 平日 宝塚警察署前 平日 南武庫荘五丁目 平日

昆陽里北 平日 鶴之荘 平日 南武庫荘七丁目 平日

昆陽里 平日 小浜 平日 水堂 平日

昆陽里南 平日 総合福祉センター前 平日 労災病院前 平日

時友 平日 安倉 平日 尼崎西消防署 平日

友行西口 平日 鳥島 平日 西大島 平日

武庫支所前 平日 安倉南一丁目 平日 東大島 平日

武庫の郷 平日 阪神安倉団地前 平日 尼崎浜田車庫前 平日

武庫之荘3丁目 平日 土曜 休日 宝塚安倉団地 平日 南浜田 平日

阪急武庫之荘（北③） 平日 土曜 休日 中野住宅前 平日 西難波 平日

武庫之荘1丁目 平日 土曜 休日 金井町 平日 昭和通八丁目 平日

武庫庄 平日 土曜 休日 西野 平日 難波 平日

富松城跡 平日 土曜 休日 池尻 平日 東難波 平日

富松町1丁目 平日 土曜 休日 池尻南口 平日 阪神尼崎駅北 平日

北雁替公園前 平日 土曜 休日 昆陽里北 平日 尼崎文化センター前 平日

裁判所 平日 土曜 休日 昆陽里 平日 県立尼崎高校 平日

立花町2丁目 平日 土曜 休日 昆陽里南 平日 稲川橋 平日

時友 平日 東長洲 平日

友行西口 平日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜･休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜･休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜･休日

土曜・休日

時刻表

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

時刻表

上り便（南向き）

土曜・休日

土曜・休日

金井町→武庫の郷→阪急武庫之荘→JR立花

時刻表

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜･休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜･休日

下り便（北向き）の時刻表はこちら

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanaicho0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaraduka0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosisho0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kagekijoumae0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonogou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiri0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koujingawa0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosouekinisiguti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiriminamiguti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaradukakeisatu0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamimukonosou50201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatokita0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/turunosou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamimukonosou70201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosato0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kohama0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mizudou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatominami0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sougouhukusi0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/rousaibyouin0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tokitomo0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/akura0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisishoubousho0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomoyukinisiguti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/torisima0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisioosima0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosisho0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/akuraminami10201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasioosima0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonogou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinakuradantimae0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashakomae0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou30201555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou30202555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou30203555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaradukaakuradanti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hankyuumukonosou0101555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hankyuumukonosou0102555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hankyuumukonosou0103555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakanojutakumae0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou10201555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou10202555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosou10203555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanaicho0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori80201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosyou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosyou0202.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosyou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatuzyouato0201555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatuzyouato0202555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatuzyouato0203555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiri0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatutyou10201555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatutyou10202555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomatutyou10203555.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiriminamiguti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinamagasakiekikita0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitakarikae0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitakarikae0202.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitakarikae0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatokita0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakisougoubunka0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/saibansyo0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/saibansyo0202.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/saibansyo0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosato0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamagasakikoukou0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatibanatyou20201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatibanatyou20202.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatibanatyou20203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatominami0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagaswabasi0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tokitomo0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomoyukinisiguti0201.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaradukaakuradanti0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakanojutakumae0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashakomae0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kohama0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sougouhukusi0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/akura0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/torisima0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosisho0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonogou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaradukakeisatu0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/turunosou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasioosima0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamimukonosou50203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/akuraminami10203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinakuradantimae0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/rousaibyouin0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisishoubousho0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisioosima0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanaicho0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiri0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ikejiriminamiguti0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatokita0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosato0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koyanosatominami0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tokitomo0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tomoyukinisiguti0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takaraduka0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kagekijoumae0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/koujingawa0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukosisho0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonogou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukonosouekinisiguti0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinamagasakiekikita0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamimukonosou70203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mizudou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori80203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanaicho0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakisougoubunka0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamagasakikoukou0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagawabasi0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisino0203.pdf


伊丹立花線 宝塚線
阪神尼崎･阪神杭瀬駅北→西大島→労災病院前→西野→宝塚

停留所 停留所 停留所

JR立花（上） 平日 土曜 休日 阪神杭瀬駅北 平日 武庫荘駅西口 平日

立花町2丁目 平日 土曜 休日 東長洲 平日 武庫の郷 平日

裁判所 平日 土曜 休日 稲川橋 平日 武庫支所前 平日

北雁替公園前 平日 土曜 休日 県立尼崎高校 平日 友行西口 平日

富松町1丁目 平日 土曜 休日 尼崎文化センター前 平日 時友 平日

富松城跡 平日 土曜 休日 阪神尼崎 平日 昆陽里南 平日

武庫庄 平日 土曜 休日 阪神尼崎駅北 平日 昆陽里 平日

武庫之荘1丁目 平日 土曜 休日 東難波 平日 池尻南口 平日

阪急武庫之荘（北③） 平日 土曜 休日 難波 平日 池尻 平日

武庫之荘3丁目 平日 土曜 休日 昭和通八丁目 平日 西野 平日

武庫の郷 平日 西難波 平日 鳥島 平日

武庫支所前 平日 南浜田 平日 安倉 平日

友行西口 平日 尼崎浜田車庫前 平日 総合福祉センター前 平日

時友 平日 東大島 平日 小浜 平日

昆陽里南 平日 西大島 平日 鶴之荘 平日

昆陽里 平日 尼崎西消防署 平日 宝塚警察署前 平日

池尻南口 平日 労災病院前 平日 荒神川 平日

池尻 平日 水堂 平日 歌劇場前 平日

西野 平日 南武庫荘七丁目 平日

南武庫荘五丁目 平日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

下り便（北向き）

JR立花→阪急武庫之荘→武庫の郷→金井町

時刻表 時刻表 時刻表

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

土曜・休日 土曜・休日

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/jrtatibana0101.pdf
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