
２０１９年３月２３日（土）より運行開始！

　　　新路線の運行および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。

新路線の運行開始および、ダイヤ改正を実施いたします。

■新経路の運行開始について

『JR甲子園口～小曽根線経由

～鳴尾浜・武庫川団地南・高須東線』

の運行を開始いたします。

※阪神甲子園へはまいりません。

新設停留所：「小松西町」

(ローソン西宮小松西町店付近)
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■甲子園線等のダイヤ改正について

下記路線において、ダイヤ改正を実施いたします。

・宝塚甲子園線 ・浜甲子園線 ・野田杭瀬甲子園線

・鳴尾浜線 ・武庫川団地線 ・高須東線

新路線停留所の時刻表はこちら

■経路の変更について

西宮甲子園線において、「今津港町」

停留所を新設し、運行経路を

変更いたします。

※西宮尼崎線（阪神甲子園～阪神出屋敷～阪神尼崎間）は休止いたします。

新設停留所：「今津港町」

(ホームセンターコーナン西宮今津店東側)

※主な停留所のみ

記載しています



鳴尾浜・武庫川団地・高須東線

JR甲子園口→鳴尾浜・武庫川団地・高須東方面 鳴尾浜・武庫川団地・高須東→JR甲子園口方面

停留所 停留所 停留所

JR甲子園口 平日 土休日 県立総合体育館前 平日 土休日 武庫川団地中央 平日 土休日

甲子園商店街 平日 土休日 鳴尾浜中央 平日 土休日 高須東第一 平日 土休日

小曽根一丁目 平日 土休日 鳴尾浜西 平日 土休日 高須東第二 平日 土休日

小曽根三丁目 平日 土休日 鳴尾浜三丁目 平日 土休日 武庫川団地駅前 平日 土休日

小松北町 平日 土休日 南公園前 平日 土休日 鳴尾南中学校前 平日 土休日

学文中学校前 平日 土休日 リゾ鳴尾浜 平日 土休日 上田 平日 土休日

小松西町 平日 土休日 鳴尾浜南第一 平日 土休日 上田西町 平日 土休日

武庫川女子大学前 平日 土休日 鳴尾浜南第二 平日 土休日 鳴尾東小学校前 平日 土休日

鳴尾東小学校前 平日 土休日 鳴尾浜二丁目 平日 土休日 武庫川女子大学前 平日 土休日

上田西町 平日 土休日 木材センター 平日 土休日 小松西町 平日 土休日

上田 平日 土休日 鳴尾浜東 平日 土休日 学文中学校前 平日 土休日

武庫川団地中央 平日 土休日 阪神鳴尾浜球場前 平日 土休日 小松北町 平日 土休日

武庫川団地南 平日 土休日 鳴尾浜一丁目 平日 土休日 小曽根三丁目 平日 土休日

鳴尾浜一丁目 平日 土休日 武庫川団地南 平日 土休日 小曽根一丁目 平日 土休日

時刻表 時刻表 時刻表

西宮甲子園線の改正後時刻表はこちら

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRkousiennguchi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRkousiennguchi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenritusougoutaiikukann1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenritusougoutaiikukann2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodannchuuou3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodannchuuou4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousiennsh1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousiennsh2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamachyuuou1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamachyuuou2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takasuhigasi11.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takasuhigasi12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneihcoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneihcoume2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamanisi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamanisi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takasuhigasi21.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/takasuhigasi22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume11.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamasannchoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamasannchoume2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanekimae1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanekimae2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukitamachi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukitamachi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamikouennmae1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamikouennmae2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narunannchuugakkou1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narunannchuugakkou2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn11.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/rozo1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/rozo2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ueda3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ueda4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatunisimachi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatunisimachi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/daiichi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/daiichi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/uedanisimachi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/uedanisimachi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukojo1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukojo2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/daini1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/daini2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohigasisho3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohigasisho4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohigasisho1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohigasisho2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nichoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nichoume2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukojo3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukojo4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/uedanisimachi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/uedanisimachi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mokuzai1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mokuzai2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatunisimachi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatunisimachi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ueda1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ueda2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn44.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodannchuuou1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodannchuuou2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kyuujou.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kyuujou2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukitamachi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukitamachi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanminami1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanminami2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamaichoume3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamaichoume4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume44.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamaichoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naruohamaichoume2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanminami3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukodanminami4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneihcoume3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneihcoume4.pdf


西宮甲子園線（浜甲子園線）

停留所 停留所 停留所 停留所

阪神西宮 平日 土休日 巽町 平日 土休日 阪神甲子園 平日 土休日 今津港町 平日 土休日

県立西宮病院前 平日 土休日 南甲子園二丁目 平日 土休日 ららぽーと甲子園西 平日 土休日 今津出在家町 平日 土休日

西宮市役所前 平日 土休日 南甲子園三丁目 平日 土休日 甲子園九番町 平日 土休日 今津二葉町 平日 土休日

JR西宮駅南口 平日 土休日 南甲子園小学校前 平日 土休日 浜甲子園 平日 土休日 阪神今津駅前 平日 土休日

国道JR西宮駅前 平日 土休日 浜甲子園三丁目 平日 土休日 浜甲子園二丁目 平日 土休日 津門西口 平日 土休日

津門西口 平日 土休日 浜甲子園二丁目 平日 土休日 浜甲子園三丁目 平日 土休日 JR西宮駅南口 平日 土休日

阪神今津駅前 平日 土休日 浜甲子園 平日 土休日 南甲子園小学校前 平日 土休日 国道JR西宮駅前 平日 土休日

今津二葉町 平日 土休日 甲子園九番町 平日 土休日 南甲子園三丁目 平日 土休日 西宮市役所前 平日 土休日

今津出在家町 平日 土休日 ららぽーと甲子園西 平日 土休日 南甲子園二丁目 平日 土休日 県立西宮病院前 平日 土休日

今津港町 平日 土休日 巽町 平日 土休日

時刻表

阪神西宮→阪神甲子園 阪神甲子園→阪神西宮

時刻表 時刻表 時刻表

上記以外の停留所の時刻表については、

日付を3/23以降に設定し、こちらよりご検索ください。

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hannisi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hannisi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatumi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatumi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousien33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousien44.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minato1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minato2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kennisi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kennisi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou23.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou24.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/raranisi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/raranisi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/dezaike1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/dezaike2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/siyakusho3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/siyakusho4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou31.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou32.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kou93.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kou94.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hutaba1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hutaba2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRnisinomiya3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRnisinomiya4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankoushou1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankoushou2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/imazuekimae1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/imazuekimae2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kokudouJR3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kokudouJR4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou31.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou32.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou23.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou24.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tutonisiguchi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tutonisiguchi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tutonisiguchi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tutonisiguchi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou21.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou34.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRnisinomiya1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/JRnisinomiya2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/imazuekimae3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/imazuekimae4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamakou4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankoushou3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankoushou4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kokudouJR1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kokudouJR2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hutaba3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hutaba4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kou91.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kou92.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou34.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/siyakusho1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/siyakusho2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/dezaike3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/dezaike4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/raranisi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/raranisi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou23.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nankou24.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kennisi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kennisi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minato3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minato4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatumi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tatumi2.pdf
https://rosen.hanshin-bus.co.jp/diagram

