
下
車

平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝

5 5 ス54

6 ス05　 ス30 6

7 40エ   ス55エ ス40エ ス40エ 7 27工　 　ス48工 ス33工 ス33工 ス47工 ス32工 ス32工

8 15　　  ス46エ 18　　ス48エ ス18    48工 8 00        ス39工 08　  ス41工 ス08  　41工 ス38工 ス40工 40工

9 18     ス48エ 18　   ス48工 18    ス48工 9 08　      ス41工 08　  ス41工 08　   ス41工 ス40工 ス40工 ス40工

10 ス18     48工 18　　　48工 18    ス48工 10 ス08      41工 08　 　 41工 08    ス41工 40工 40工 ス40工

11 18 　   ス48工 ス18　  48工 ス18  　48工 11 08　    ス41工 ス08　  41工 ス08 　 41工 ス40工 40工 40工

12 ス18   ス48工 ス18  ス48工 ス18  ス48工 12 ス08　　ス41工 ス08　ス41工 ス08　ス41工 ス40工 ス40工 ス40工

13 ス18   ス48工 18    ス48工 ス18　  48工 13 ス08　  ス41工 08    ス41工 ス08    41工 ス40工 ス40工 40工

14 18　　  ス48エ ス18　ス48工 ス18  ス48工 14 08      ス４１工 ス08  ス41工 ス０８　ス４１工 ス４０工 ス40工 ス40工

15 18　　  ス48エ 18    ス48工 ス18    48工 15 08　    ス41工　     55 08　　 ス41工 ス08    41工 ス４０工 ス40工 40工

16 08     28工　 ス48 18    ス48工 ス18　 ス48工 16 21工　　 ス35 05　　 ス41工 ス05　ス41工 ２０工 ス40工 ス40工

17 ス08工　ス28　48工 ス18    48工 ス18  ス48工 17 ス01工　ス15　41工　55 ス05    41工 ス05　ス41工 ス00工　40工 40工 ス４０工

18 08　    ス28工　 ５８ 18　　ス48工 ス１８  ス４８工 18 ス21工     45 05　  ス41工 ス05　ス41工 ス２０工 ス40工 ス４０工

19 ス28工　  58 18　  　48工 18      48工 19 ス21工　   46 08 　　  41工 08      41工 ス２０工 40工 40工

20 ス28工　　58 ス18  ス48工 18     ス48工 20 ス19工　   49 ス06　ス４１工 06    ス41工 ス４０工 ス４０工

21 ス28　    58 18    　58 21 ス21 　　  49 09　    49 ス20

8/13～16・12/29～30は、日祝運行

12/31～1/3は、特別運行　　　　　　　                   　        　        　　【お問い合わせ】関東バス路線バス部　028-634-8133

備
考

案
内

ス＝スロープ付バス（点検・修理時を除く）

工＝平出工業団地行き

所要時間：約13分  大人運賃：220円

停
留
所

JR宇都宮駅西口 ⑨ のりば 東武駅前（大通り みずほ銀行付近）

所要時間：約5分　大人運賃：220円 所要時間：約12～19分　大人運賃：220円

行
先 　　　　 　12　 越戸　経由 行き

『白楊
はくよう

高校』下車 （ 徒歩 約3分 ）

東武宇都宮駅西口 ③ のりば

　　平出工業団地
　　柳田車庫

2021年10月1日改正



　JR 宇都宮駅西口

　作新学院  駒生営業所

　宇都宮東武

平日 土曜 日祝

6 ０９★　　 　   31　 　  　ス53作

7 ス08作　   　37健　　  ス52 08　　　　  　38 ス08　　　　　４３

8 ス30健　      55 03　　　　 　 23　　　　　ス53◎ 23　　　　 　ス53◎

9 25健　　 　ス55◎ 23　　　 　  ス53◎ ス23　　　　　53◎

10 25健　　 　ス55◎ 23　　　　   ス53◎ 23 　　　   ス53◎

11 25健　         55◎ ２３　　　    　53◎ 23　　　　 　ス53◎

12 25健        ス55◎ ス23　     ス53◎ ス23　        53◎

13 ス25健     ス55◎ ス23　     ス53◎ ス23        ス53◎

14 ス25健     ス55◎ ス23 　　　　53◎ ス23 　     　５３◎

15 23　　　　  ス55◎ 23           ス５３◎ 23　　　　　ス53◎

16 ス23        ス55◎ 23　　  　　 53◎ ス23　　  　  53◎

17 24              46◎ 23 　　　　ス53◎ 23            53◎

18 ス04　　　  ス43         ス26◎ ス23　　 　  53◎ ス23　　　　ス53◎

19 18◎ 23           ス53◎ ス23

20 21 21

21 ス10◎ ス01

22 ス11◎

備
考

ス＝スロープ付きバス(点検・修理時を除く)   

健＝健康の森経由　作＝作新学院止まり  ★＝JR宇都宮駅(西口)止まり　◎＝東武宇都宮駅(西口)止まり

案
内

8/13～16・12/29～30は、日祝運行

12/31～1/3は、特別運行　　　　　　　　　　　　　　 　　　【お問い合わせ】関東バス路線バス部　028-634-8133

行
先 　10  01  越戸 経由　　　　   　行き

停
留
所

『白楊
はくよう

高校』（ 徒歩 約3分 ）より乗車

所要時間：JR宇都宮駅(西口)約10～17分　大人運賃：220円　　東武宇都宮駅約20～25分　大人運賃：220円

2021年10月1日改正


