
別紙
高速おたる号等 小樽方面高速路線　運行時刻表

【平　日】

高速おたる号（円山経由） 運休便：赤文字（例：00）
始点

経由

終点 小樽駅前

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・アール北海道バスで運行　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

  無印は中央バスで運行

【土日祝】

高速おたる号（円山経由） 運休便：赤文字（例：00）
始点

経由

終点 小樽駅前

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・アール北海道バスで運行　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

  無印は中央バスで運行

　05 　20 　35

　00

　05 　20 　35 　50 　25 　55

ジ05 　20 　35 ジ50 ジ10 岩35 　55

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

　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

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

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

　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

　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

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

　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

小樽駅前 札幌駅前ターミナル

　40 　45 　55 ジ25 　40 　55

円山 円山

札幌駅前ターミナル 小樽駅前

　05 土35

ジ05 　20 　35 　50 　00 　25

　00 　15 　25 　35 　50 ジ10 岩35

　05 ジ15 岩20 　30 ジ45 ジ05 岩25 　45

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

　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 　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 　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

　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

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

小樽駅前 札幌駅前ターミナル

岩05 　25 ジ45 　05 　15 余25 　35 ジ45 岩55

ジ45 　35 　45 　55

円山 円山

札幌駅前ターミナル 小樽駅前

高速おたる号（北大経由） 高速おたる号（望洋台経由） 高速いわない号 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・アール北海道バスで運行　無印は中央バスで運行

　00

　30 　40 　55

　00 ジ30 　10 　40 　50 　20 　08

　00 　30 　10 　20 　50 　15

　00 　40 　50 　15 　58

　00 　30 　40 　50 　35 　45 　15

　00 　40 　50 　15　55 　45

　30 　40 　50 　35 　45 　35

　30 　40 　25 　15　55 　05　45

　30 　40 　50 　35 　25

　30 　40 　25 　55 　25

　30 　40 　55 　25

　30 　40 　25 　55 　05　45 　15

　30 　10 　40 　25 　05　55 　25 　52

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

岩内ターミナル 札幌駅前ターミナル 美国 札幌駅前ターミナル

　50 　30 　45 　55 　25

美国

北大 北大 望洋台 望洋台 円山・小樽 小樽・円山 円山・小樽 小樽・円山

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 札幌駅前 ターミナル

高速おたる号（北大経由） 高速おたる号（望洋台経由） 高速いわない号 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・アール北海道バスで運行　無印は中央バスで運行

　00

　30 　40 　55

　00 ジ30 　10 　40 　50 　20 　08

　00 　30 　10 　50 　15

　00 　40 　50 　15 　58

　00 　30 　40 　50 　35 　45 　15

　35

　00 　40 　50 　15　55 　45

　30 　40 　50 　35 　45

　30 　40 　25 　15　55 　05　45

　30 　40 　35 　25

　30 　40 　55 　55 　25

　30 ジ40 　25 　55 　25

　52

　30 　40 　25 　55 　05　45 　15

　30 　10 ジ40 　25 　05　55 　25

岩内ターミナル 札幌駅前ターミナル 美国 札幌駅前ターミナル

　00 　30 ジ10 　40 　25 　05 　05　45

　30 　25

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


