
 2022 登下校バス時刻表【平日用】４/１8(月)～５／２（月）期間限定

■ スクール便（登校日のみ運行）

発車時刻 乗り場② 乗り場③ 乗り場④

7:26 8:05 樽川通経由手稲駅北口行

7:27 8:05 または　星置駅行

7:30 8:07

7:31 8:08

7:33 8:09

7:34 8:11

7:35 8:11

7:37 8:12

| 8:13

7:39 8:18

7:41

7:44

7:45

7:47

7:48

7:51

|

7:52

｜ 7:50 7:55 8:00

｜ 7:53 ｜ 8:03

7:55 ｜ 7:59 ｜

7:57 ｜ 8:01 ｜

8:01 ｜ 8:05 ｜

｜ 7:56 ｜ 8:06

8:06 8:03 8:10 8:13 ※印の便→5/6から運休（再開は11月以降の予定）

※ ※印の便→5/6から運休　　　　　　　　　　　　　　　　

（再開は11月以降の予定） ◆印の便→考査前の「部活動停止期間」は運休（1６：５0以降）

■ 定期便（平日）

◎ 地下鉄宮の沢駅前・手稲駅→あすかぜ高校前 ◎ あすかぜ高校前→手稲駅・地下鉄宮の沢駅前

宮４４ 宮４４ 宮４４ 宮４４ 宮４４ 宮４４ 宮４４ 手４４ 手４４ 宮４４

行き先 あすかぜ あすかぜ あすかぜ あすかぜ あすかぜ 行き先 宮の沢駅前 宮の沢駅前 手稲駅北口 手稲駅北口 宮の沢駅前

手稲駅南口 手稲駅南口 手稲駅南口 手稲駅南口 手稲駅南口 乗り場 ④ ④ 国道 国道 ④

曙　通 曙　通 曙　通 曙　通 曙　通
曙　通 曙　通 曙　通 曙　通 曙　通

7:38 8:05 10:37 12:37 13:37 手稲駅南口 手稲駅南口 手稲駅南口

7:49 8:16 10:48 12:48 13:48 | | 16:07 17:15 |

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 13:00 15:50 16:10 17:18 18:45

7:58 8:25 10:57 12:57 13:57 13:03 15:53 16:13 17:21 18:48

8:02 8:29 11:01 13:01 14:01 13:06 15:56 16:16 17:24 18:51

8:04 8:31 11:03 13:03 14:03 13:07 15:57 16:17 17:25 18:52

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 13:14 16:04 ｜ ｜ 18:59

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 16:24 17:32 ｜

8:08 8:35 11:07 13:07 14:07 13:21 16:11 19:06

8:12 8:39 11:11 13:11 14:11 13:34 16:24 19:19 あすかぜ高校前  地下鉄宮の沢駅前

 曙口  手稲駅南口

 樽川通  手稲駅北口

 曙通  富丘

 手稲駅南口  曙通

 曙３条２丁目  曙５条２丁目

 曙５条２丁目  曙３条２丁目

■『バスキタ！』のお知らせ
　バスが「いつ」くるのか、いま、「どこ」にいるのかを、リアルタイムで調
べることができるサービスです。インターネット上での確認もできますが、ス
マートフォン用アプリも配信されています。普段使用しているバスを登録する
ことで、ワンタップで表示される機能もあります。ぜひ活用してみてくださ
い。

経由

　停留所名 経由

 地下鉄宮の沢駅前 　停留所名

 富丘  ほしみ高等学園

 手稲駅北口  あすかぜ高校前

 樽川通

 あすかぜ高校前

系統番号 系統番号

◆
手稲駅北口

 手稲駅北口

 鉄北小学校通

 曙３条２丁目

18:30
◆

手稲駅北口
 曙5条2丁目

 曙通

 手稲本町

 手稲駅南口 樽川通
経　由

曙　通
経　由

樽川通
経　由 手稲駅通

17:50

 上富丘

 富丘

 新富丘

17:30
※(◆)
星置駅

 宮の沢１条４丁目  あすかぜ高校前

 手稲追分

 西宮の沢５条２丁目

16:50
◆

手稲駅北口

琴似営業所 西町北１７丁目  山口西

 西町北２０丁目  山口神社

 地下鉄宮の沢駅前  山口

15:40 星置駅 手稲駅北口

 発寒橋  星置養護学校前

 西町北７丁目  星置通

 西町北１３丁目  ほしみ高等学園

15:35
※

手稲駅北口

 星置駅
樽川通経由 曙通経由

 山の手１条通  星置２条３丁目

 西区役所前  星置３条６丁目

15:30 手稲駅北口

北海道札幌あすかぜ高等学校

ＴＥＬ　011－694－5033
ＦＡＸ　011－694－5074

ジェイ・アール北海道バス
手稲営業所

ＴＥＬ　011－681－3637
ＦＡＸ　011－681－4890

○登校用（西区・手稲方面から） ○登校用(星置駅から) ○下校用

停留所名 発車時刻 停留所名

学校発 琴似営業所待合室前

← インターネット用サイト

← ＱＲコード


