
令和 2 年（2020 年）5 月 1 日 

 

北海道中央バス株式会社 

ジェイ・アール北海道バス株式会社 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による 

札樽線（高速おたる号）等の減回について 

 

 

平素より高速おたる号をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

標記の件、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う外出自粛要請等に鑑み、札樽

線（高速おたる号）等の一部便を減回いたしますので、その内容を下記のとおりご連絡

させていただきます。 

 

記 

 

 

◇ 対象路線・便数（詳細は別添 運行時刻表参照） 

≪高速おたる号（中央バス・ＪＲバス共同運行）≫ ※便数は 2社合計 

① 高速おたる号（円山経由） 平 日：130 便 ⇒ 72 便（▲58 便） 

             土 曜：118 便 ⇒ 55 便（▲63 便） 

             日 祝：117 便 ⇒ 55 便（▲62 便） 

② 高速おたる号（北大経由） 平 日： 38 便 ⇒ 33 便（▲5 便） 

土日祝： 36 便 ⇒ 29 便（▲7便） 

③ 高速おたる号（望洋台経由）平 日： 19 便 ⇒ 15 便（▲4 便） 

                 土日祝： 14 便 ⇒  9 便（▲5便） 

≪その他、小樽方面高速路線（中央バス運行）≫ 

④ 高速いわない号      全 日： 32 便 ⇒ 28 便（▲4 便） 

⑤ 高速しゃこたん号     全 日：  4 便 ⇒  2 便（▲2 便） 

※高速ニセコ号、高速よいち号は変更ありません。 

 

◇ 実施期間 

令和 2 年（2020 年）5 月 7 日（木）～ 当面の間 

 

※平日及び土曜日の「日曜・祝日ダイヤ運行」の期間延長に伴い、 

5 月 7 日（木）～当面の間「日祝ダイヤを基本とした減便ダイヤ」で運行します 

 

◇ご利用のお客様にお願い 

  円山経由便で、札幌市内区間（「札幌駅」－「西町北 20 丁目」間）をご利用される

お客様は、ジェイ・アール北海道バス運行の市内線（手稲線等）を併せてご利用いた

だきますよう、ご協力をお願い致します。 

 

◇その他 

・ 運行内容を変更する場合は、改めてホームページ等でお知らせいたします。 



≪別紙≫

高速おたる号等 小樽方面高速路線　運行時刻表（2020年5月7日～　当面の間）

【土日祝】 ※5月7日～当面の間、「日祝ダイヤを基本とした減便ダイヤ 」で運行します。
①高速おたる号（円山経由） 運休便：赤文字（例：00）

始点

経由

終点

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時

２２時

２３時

　ジ：ジェイ・アール北海道バス運行便　岩：高速いわない号　ニ：高速ニセコ号　美：高速しゃこたん号　余：高速よいち号

【平　日】

①高速おたる号（円山経由） 運休便：赤文字（例：00）
始点

経由

終点

６時

７時

８時

９時

１０時

１１時

１２時

１３時

１４時

１５時

１６時

１７時

１８時

１９時

２０時

２１時

２２時

２３時

　ジ：ジェイ・アール北海道バス運行便　岩：高速いわない号　ニ：高速ニセコ号　美：高速しゃこたん号　余：高速よいち号

円山 円山

札幌駅前ターミナル 小樽駅前

　00 岩05 　15 　25 ジ35 　45 ジ00 　05  ジ10 　15 ジ20 　25 余30 　35 余40 　45 　54 岩55

　40 　45 　55 ジ25 　40 　55

ジ05  美15 ジ25 　35  ジ45 岩55  ジ05 岩15 　25 　35 ジ45 岩55

岩05  ジ20 ニ35 　45  岩55 ジ10 　25 岩35 　 45 　55

　05 　15 　25 ジ35 　45 岩55 　05  岩15 　25  ジ35 　45 岩55

　05 ニ15 ジ25 　35 　45 岩55 　05 美15  ジ25 岩35 　45 　55

　05 岩15 　30 ニ45  岩55 　05 　15 　30  ジ45 岩55

　05 ジ15  ジ25 岩35  ジ45 　55  ジ05 ニ15 ジ30  ジ45 岩55

ジ00 岩15 　25 　35 　45 岩55 　05 岩15  ジ25 ニ35 　45  美55

　05  ジ20 岩35  ジ45 　05 　15  ジ25  岩35 ジ45 　55

 ジ05 美15  ジ25 岩35 　45 　05 岩15 　25 ジ35 　50

　05 　20 　35

円山 円山

岩05 　25 ジ45 　05 　15 余25 　35  ジ45 岩55

　05 　15 岩20 　30 　45 　 55 　00 　15 岩25 　45

小樽駅前 札幌駅前ターミナル

　05 　13 岩15 　25 　35 ジ45 　55 ジ05 岩15 　 25 ジ35 　50

　00 　13 岩15 ジ25 　30 余35  ジ45 ジ55 ジ05 岩15 ジ25 　35 　45 ニ55

　05 　20 　35 　50 　25 　55

ジ05 　20 　35 ジ50 ジ10 岩35 　55

ジ45 　35 　45 　55

　00

札幌駅前ターミナル 小樽駅前

小樽駅前 札幌駅前ターミナル

岩05 　25 ニ35 　45  岩55 　05 ジ15 　25 岩35 ジ50

　05 ニ15 ジ30 ジ45 岩55 　 05 美15 　25 岩35 　45 　55

ジ05  美15 　25 　35  ジ45 岩55 　05 岩15 　25 　35 　45 岩55

　05 　15 　25 岩35 　45 　55  ジ05 ニ15 　25 ジ35 ジ45 岩55

　05 ジ15 　30 　45 岩55  ジ05  岩15 　25 　35 　45 岩55

 ジ05 　15 　25 岩35  ジ45 　05 　15 　25  岩35  ジ45 　55

 ジ05 岩15 　25 ジ35 ニ45  岩55 ジ05 　15  ジ25 　35 　45 岩55

　05 美15 　25 岩35 　45 　55 　05 岩15 　25 　35 ジ45 　55

ジ05 岩15  ジ25 ジ35 　45 岩55 　05 岩15  ジ25 ニ35 ジ45  美55

ジ05 岩15 　25 　35 ジ45 　55 　05 岩15 　25 　35 　50

 ジ05 岩15  ジ25 余35 　45 　55  ジ05 岩15  ジ25 ジ35  ジ45 ニ55

　00 　15 　25 　35 　50 ジ10 岩35

　05  ジ15 岩20 　30 ジ45 ジ05 岩25 　45

　05  土35

ジ05 　20 　35 　50 　00 　25

②高速おたる号（北大経由） ③高速おたる号（望洋台経由） ④高速いわない号 ⑤高速しゃこたん号
始点 始点 始点 始点

経由 経由 経由 経由

小樽駅前 終点 札幌ターミナル 小樽築港駅 終点 札幌駅前ターミナル 終点 終点

６時 ６時 ６時 ６時

７時 ７時 ７時 ７時

８時 ８時 ８時 ８時

９時 ９時 ９時 ９時

１０時 １０時 １０時 １０時

１１時 １１時 １１時 １１時

１２時 １２時 １２時 １２時

１３時 １３時 １３時 １３時

１４時 １４時 １４時 １４時

１５時 １５時 １５時 １５時

１６時 １６時 １６時 １６時

１７時 １７時 １７時 １７時

１８時 １８時 １８時 １８時

１９時 １９時 １９時 １９時

２０時 ２０時 ２０時 ２０時

２１時 ２１時 ２１時 ２１時

　ジ：ジェイ・アール北海道バス運行便

 札幌駅前ターミナル 岩内ターミナル  札幌駅前ターミナル 美国

北大 北大 望洋台 望洋台

札幌ターミナル 小樽駅前 札幌駅前ターミナル 小樽築港駅

円山・小樽 小樽・円山 円山・小樽 小樽・円山

札幌駅前ターミナル 美国 札幌駅前ターミナル

ジ00 　10 　30 ジ10 　40 　05 　15 　25 　05 　05　45

　50 　30 　45 　55 　25

　52

　30 　40 　25 　55 　05　45 　15

　30 　10 　40 　25 　05　55 　25

　30 　40 　25 　55 　25

　30 　40 　55 　25

　30 　40 　25 　15　55 　05　45

　30 　40 　50 　35 　25

　35

　00 　40 　50 　15　55 　45

　30 　40 　50 　35 　45

　00 　30 　40 　50 　35 　45 　15

　00 ジ30 　10 　40 　50 　20 　08

　00 　30 　10 　20 　50 　15

　00

　30 　40 　55

　00 　40 　50 　15 　58

岩内ターミナル

②高速おたる号（北大経由） ③高速おたる号（望洋台経由） ④高速いわない号 ⑤高速しゃこたん号
始点 始点 始点 始点

経由 経由 経由 経由

小樽駅前 終点 札幌ターミナル 小樽築港駅 終点 札幌駅前ターミナル 終点 終点

６時 ６時 ６時 ６時

７時 ７時 ７時 ７時

８時 ８時 ８時 ８時

９時 ９時 ９時 ９時

１０時 １０時 １０時 １０時

１１時 １１時 １１時 １１時

１２時 １２時 １２時 １２時

１３時 １３時 １３時 １３時

１４時 １４時 １４時 １４時

１５時 １５時 １５時 １５時

１６時 １６時 １６時 １６時

１７時 １７時 １７時 １７時

１８時 １８時 １８時 １８時

１９時 １９時 １９時 １９時

２０時 ２０時 ２０時 ２０時

２１時 ２１時 ２１時 ２１時

　ジ：ジェイ・アール北海道バス運行便

 札幌駅前ターミナル 美国

札幌駅前ターミナル 美国 札幌駅前ターミナル

北大 北大 望洋台 望洋台

　00 　30 ジ10 　40

円山・小樽 小樽・円山 円山・小樽 小樽・円山

岩内ターミナル

　30 　25

札幌ターミナル 小樽駅前 札幌駅前ターミナル 小樽築港駅  札幌駅前ターミナル 岩内ターミナル

　30 　10 ジ40 　25 　05　55 　25 　52

　25 　05 　05　45

　30 ジ40 　25 　55 　25

　30 　40 　25 　55 　05　45 　15

　30 　40 　35 　25

　30 　40 　55 　55 　25

　30 　40 　50 　35 　45 　35

　30 　40 　25 　15　55 　05　45

　00 　30 　40 　50 　35 　45 　15

　00 　40 　50 　15　55 　45

　00 　30 　10 　50 　15

　00 　40 　50 　15 　58

　30 　40 　55

　00  ジ30 　10 　40 　50 　20 　08

　00




