
～阪神バスからのお知らせ～

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。

２０１８年１２月２２日（土）より
北大阪線・野田杭瀬甲子園線のダイヤ改正を実施いたします。

■変更日

２０１８年１２月２２日（土）

■実施路線

北大阪線・野田杭瀬甲子園線

阪神バス：０６－６４１６－１３５１

２０１８年１２月２２日（土）以降の時刻表については次ページよりご確認いただけます。

https://rosen.hanshin-bus.co.jp/diagram


停留所 停留所 停留所

野田阪神前 平日 土曜・休日 難波 平日 土曜・休日 野田阪神前 平日 土曜・休日

中海老江 平日 土曜・休日 昭和通八丁目 平日 土曜・休日 海老江 平日 土曜・休日

野里 平日 土曜・休日 西難波 平日 土曜・休日 上海老江 平日 土曜・休日

歌島橋 平日 土曜・休日 南浜田 平日 土曜・休日 鷺洲六丁目 平日 土曜・休日

西淀川警察署前 平日 土曜・休日 尼崎浜田車庫前 平日 土曜・休日 大淀中五丁目 平日 土曜・休日

神崎大橋 平日 土曜・休日 東大島 平日 土曜・休日 大淀中四丁目 平日 土曜・休日

佃 平日 土曜・休日 西大島 平日 土曜・休日 大淀中三丁目 平日 土曜・休日

左門殿橋 平日 土曜・休日 稲葉荘一丁目 平日 土曜・休日 中津 平日 土曜・休日

阪神杭瀬駅北 平日 土曜・休日 武庫大橋 平日 土曜・休日 北野 平日 土曜・休日

東長洲 平日 土曜・休日 小曽根一丁目 平日 土曜・休日 南浜 平日 土曜・休日

稲川橋 平日 土曜・休日 小曽根三丁目 平日 土曜・休日 本庄中通 平日 土曜・休日

県立尼崎高校前 平日 土曜・休日 小松北町 平日 土曜・休日

尼崎文化センター前 平日 土曜・休日 学文中学校前 平日 土曜・休日

阪神尼崎駅北 平日 土曜・休日 鳴尾高校前 平日 土曜・休日

東難波 平日 土曜・休日 甲子園六番町 平日 土曜・休日

時刻表 時刻表 時刻表

下り便（西向き）

野田杭瀬甲子園線

野田阪神前→阪神杭瀬駅北→西大島→小曽根三丁目→阪神甲子園

北大阪線

下り便（北向き）

野田阪神前→中津→天神橋筋六丁目

上り便の時刻表はこちら

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nodahan3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nodahan4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa111.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa222.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nodahan1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nodahan2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakaebie1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakaebie2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori81.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori82.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ebi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ebi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nozato111.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nozato222.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kamiebie1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kamiebie2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/utajimabasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/utajimabasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sagi61.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sagi62.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nishiyodogawa1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nishiyodogawa2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashako1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashako2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo51.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo52.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanzakiohasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanzakiohasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasiosima1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasiosima12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo41.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo42.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tukuda1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tukuda2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisiosima1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisiosima12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo31.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo32.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/samonndobasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/samonndobasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inabasiou11.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inabasiou22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakatu1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakatu22.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinkuiseekikita1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinkuiseekikita2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukooohasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukooohasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitano1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitano222.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneichoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneichoume12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihama1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihama2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagawabasi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagawabasi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hojonakatori1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hojonakatori2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamakou1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamakou12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukita1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukita12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakibunka1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakibunka2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinamagasakiekikita1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinamagasakiekikita2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narukoumae1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narukoumae12.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousienro61.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousienro62.pdf


停留所 停留所 停留所

阪神甲子園 平日 土曜・休日 難波 平日 土曜・休日 天神橋筋六丁目 平日 土曜・休日

甲子園六番町 平日 土曜・休日 東難波 平日 土曜・休日 本庄西 平日 土曜・休日

鳴尾高校前 平日 土曜・休日 阪神尼崎駅北 平日 土曜・休日 本庄中通 平日 土曜・休日

学文中学校前 平日 土曜・休日 尼崎文化センター前 平日 土曜・休日 南浜 平日 土曜・休日

小松北町 平日 土曜・休日 県立尼崎高校前 平日 土曜・休日 北野 平日 土曜・休日

小曽根三丁目 平日 土曜・休日 稲川橋 平日 土曜・休日 中津 平日 土曜・休日

小曽根一丁目 平日 土曜・休日 東長洲 平日 土曜・休日 中津六丁目 平日 土曜・休日

武庫大橋 平日 土曜・休日 阪神杭瀬駅北 平日 土曜・休日 大淀中三丁目 平日 土曜・休日

稲葉荘一丁目 平日 土曜・休日 左門殿橋 平日 土曜・休日 大淀中四丁目 平日 土曜・休日

西大島 平日 土曜・休日 佃 平日 土曜・休日 大淀中五丁目 平日 土曜・休日

東大島 平日 土曜・休日 神崎大橋 平日 土曜・休日 鷺洲六丁目 平日 土曜・休日

尼崎浜田車庫前 平日 土曜・休日 西淀川警察署前 平日 土曜・休日 上海老江 平日 土曜・休日

南浜田 平日 土曜・休日 歌島橋 平日 土曜・休日 海老江 平日 土曜・休日

西難波 平日 土曜・休日 野里 平日 土曜・休日

昭和通八丁目 平日 土曜・休日 中海老江 平日 土曜・休日

時刻表 時刻表 時刻表

上り便（東向き）

野田杭瀬甲子園線

阪神甲子園→小曽根三丁目→西大島→阪神杭瀬駅北→野田阪神前

北大阪線

上り便（南向き）

天神橋筋六丁目→中津→野田阪神前

阪神バス：０６－６４１６－１３５１

http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinkousien1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hanshinkousien2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa333.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naniwa444.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tenroku1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tenroku2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousienro63.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kousienro64.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinaniwa4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/honjonishi1.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/honjonishi2.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narukoumae13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/narukoumae14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinamagasakiekikita3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinamagasakiekikita4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hojonakatori3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hojonakatori4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/gakubunn14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakibunka3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/amagasakibunka4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihama3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihama4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukita13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/komatukita14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamakou13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kenrituamakou14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitano333.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kitano4444.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosonesannchoume14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagawabasi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inagawabasi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakatu333.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakatu444.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneichoume3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kosoneichoume14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasinagasu4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naka61.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/naka62.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukooohasi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/mukooohasi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinkuiseekikita3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hansinkuiseekikita4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo34.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inabasiou33.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/inabasiou44.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/samonndobasi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/samonndobasi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo43.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo44.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisiosima13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisiosima14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tukuda3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/tukuda4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo53.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/oyodo54.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasiosima13.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/higasiosima14.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanzakiohasi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kanzakiohasi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sagi63.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/sagi64.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashako3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/hamadashako4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nishiyodogawa3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nishiyodogawa4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kamiebie3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/kamiebie4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/minamihamada4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/utajimabasi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/utajimabasi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ebi3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/ebi4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nisinaniwa4.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nozato333.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nozato444.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori83.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/shouwatoori84.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakaebie3.pdf
http://www.hanshin-bus.co.jp/files/whatsnew/nakaebie4.pdf

