
平素より日ノ丸バスをご利用いただきありがとうございます。

2021年10月1日より、鳥取バスターミナルのりば、路線名、行先番号（系統番号）の一部が変更になります。

お間違えの無いようご注意下さい。詳細は下記をご覧下さい。（ウラ面にもございます）

のりば 路線名 のりば 路線名

砂丘線（鳥取砂丘線） 鳥取砂丘線

ループ麒麟獅子 ループ麒麟獅子

くる梨 くる梨

1番 高速バス 1番 高速バス

2番 鳥取砂丘コナン空港連絡バス 2番 鳥取砂丘コナン空港連絡バス

岩倉線（稲葉ヶ丘線） 稲葉ヶ丘線

中河原線 中河原線

百谷線 百谷線

鹿野線（白兎海岸線） 白兎海岸線

湖岸線（湖山池線） 湖山池線

賀露線（賀露循環線） 賀露循環線

イオン鳥取北線 イオン鳥取北線

湖山鳥大線（鳥取大学線）　㊟全系統 鳥取大学線　㊟相生町・西品治

吉岡線 吉岡線

松上線 松上線

東郷線 東郷線

鳥取大学線　㊟布勢

7番 神戸線（砂見線） 砂見線

9番 南部幹線（用瀬智頭線） 9番 用瀬智頭線　㊟吉岡・松上線の市立病院行き

降車バース 日ノ丸本社線 降車バース 日ノ丸本社線

※色塗りが変更箇所

※現行路線名のかっこ内は新路線名

▼アルファベットの意味は次のとおりです。　※アルファベットがつくのは全体の一部の便です。

Ｈ 病院（Hospital）経由

Ｎ 西品治（NISHIHONJI）経由

Ｒ 県庁右（Right）回り（智頭街道→若桜街道）

Ｌ 県庁左（Left）回り（若桜街道→智頭街道）

<例>

Ｒ８０

８２Ｌ

４１Ｈ

数字の前に「Ｒ」又は「Ｌ」がつく便は、鳥取駅から出発して、県庁を回ったのちに、郊外（目的地）へ向

かうものを指します。（従来の市内回り）

数字の後ろに「Ｒ」又は「Ｌ」がつく便は、郊外から鳥取駅に向かう便のうち、県庁を回って鳥取駅に到着

するものを指します。（従来の市内回り）

４１（鹿野営業所行き）のうち、病院（この場合は鳥取医療センター）を経由する便を指します。
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のりば 路線名 番号 県庁回り 行先 経由地① 経由地②

鳥取砂丘線 39 砂丘会館（鳥取砂丘） 県庁日赤前・相生町

くる梨青コースＡ 02Ａ

くる梨青コースＢ 02Ｂ

くる梨緑コース 03

ループ麒麟獅子 09

2番 鳥取砂丘コナン空港連絡バス 20 空港連絡バス

白兎海岸線 41 鹿野営業所 相生町・安長

白兎海岸線 41Ｈ 鹿野営業所 相生町・安長 鳥取医療センター

白兎海岸線 41Ｚ 鳥取駅 相生町・安長 ※鹿野営業所発中央病院経由

鳥取大学線（相生町・西品治） 43 鳥大附属校 相生町・安長

鳥取大学線（相生町・西品治） 43Ｎ 鳥大附属校 西品治・安長

湖山池線 44 白兎養護学校 相生町・安長

湖山池線 45 吉岡温泉 相生町・安長

湖山池線 45Ｈ 吉岡温泉 相生町・安長 鳥取医療センター

湖山池線 46　 美萩野団地 相生町・安長

湖山池線 46Ｈ 美萩野団地 相生町・安長 鳥取医療センター

湖山池線 46Ｎ 鳥取駅 西品治・安長 ※美萩野団地発

湖山池線 47 白兎養護学校 相生町・安長 美萩野団地

湖山池線 47Ｈ 白兎養護学校 相生町・安長 鳥取医療センター

賀露循環線 48 賀露（循環） 相生町・安長 湖山先回り

賀露循環線 49 賀露（循環） 相生町・安長 イオン北先回り

イオン鳥取北線 40Ｎ イオン鳥取北 西品治・安長

吉岡線 50 L50、50L 矢矯 古海・布勢

吉岡線 51 L51、51L 吉岡温泉 古海・布勢

鳥取大学線（布勢） 57 鳥大附属校 古海・布勢 湖山

鳥取大学線（布勢） 58 鳥大附属校 古海・布勢

鳥取大学線（布勢） 58X 鳥大附属校 国体道路

鳥取大学線（布勢） 59 白兎養護学校 古海・布勢 湖山

松上線 53 53L 河内車庫 古海

松上線 54 54L 安蔵 古海

東郷線 55 高路 古海

砂見線 56 岩坪 古海

中河原線 80 R80、80L 山崎橋 内吉方

中河原線 81 R81、81L 山崎橋 内吉方 因幡万葉歴史館

中河原線 82 R82、82L 山崎橋 内吉方 因幡万葉歴史館、高岡

中河原線 83 R83、83L 山崎橋 内吉方 高岡

中河原線 84 R84、84L 山崎橋 内吉方 稲葉ヶ丘

稲葉ヶ丘線 85 R85、85L 稲葉ヶ丘 内吉方

百谷線 87 百谷公民館 内吉方

用瀬智頭線 91 智頭駅前 南吉成

用瀬智頭線 91H 智頭駅前 南吉成 市立病院

用瀬智頭線 92 栃原 南吉成

用瀬智頭線 93 用瀬 南吉成

用瀬智頭線 93H 用瀬 南吉成 市立病院

用瀬智頭線 94 快速　用瀬 南吉成

吉成市立病院線 95H 市立病院 南吉成 ※河内車庫、吉岡温泉発
降車

バース
日ノ丸本社線 00 日ノ丸本社前
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バスターミナル
のりば

系統
番号

県庁回り 行先 経由地① 経由地② 運行バス会社

01 くる梨赤コース 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）
02A くる梨青コース 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）
02B くる梨青コース 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）
03 くる梨緑コース 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）
09 ループ麒麟獅子 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）
39 砂丘会館（鳥取砂丘） 県庁日赤前・相生町 日交バス・日ノ丸バス（共同運行）

大阪・神戸 日交バス
京都 日交バス・西日本ＪＲバス
姫路 日ノ丸バス・神姫バス
広島 日ノ丸バス
福岡 日ノ丸バス・（日交バス）

20 空港連絡バス 日ノ丸バス

32 蕪島 県庁日赤前・相生町 網代 日交バス
32H 蕪島 県庁日赤前・相生町 中央病院、網代 日交バス
33 岩井温泉（長谷橋） 県庁日赤前・相生町 日交バス
35 十六本松 県庁日赤前・相生町 タウン浜坂 日交バス
36H 十六本松 県庁日赤前・相生町 中央病院 日交バス
37 十六本松 県庁日赤前・相生町 東秋里 日交バス
38 北園ニュータウン 県庁日赤前・相生町 日交バス
38H 北園ニュータウン 県庁日赤前・相生町 中央病院 日交バス
30 中央病院 大森神社前・相生町 日交バス
78H 雲山日交 内吉方 盲聾学校、桜谷団地、市立病院 日交バス
41 鹿野営業所 相生町・安長 日ノ丸バス
41H 鹿野営業所 相生町・安長 鳥取医療センター 日ノ丸バス
43 鳥大附属校 相生町・安長 日ノ丸バス
44 白兎養護学校 相生町・安長 日ノ丸バス
45 吉岡温泉 相生町・安長 日ノ丸バス
45H 吉岡温泉 相生町・安長 鳥取医療センター 日ノ丸バス
46 美萩野団地 相生町・安長 日ノ丸バス
46H 美萩野団地 相生町・安長 鳥取医療センター 日ノ丸バス
47 白兎養護学校 相生町・安長 美萩野団地 日ノ丸バス
47H 白兎養護学校 相生町・安長 鳥取医療センター、美萩野団地 日ノ丸バス
48 賀露（循環） 相生町・安長 湖山先回り 日ノ丸バス
49 賀露（循環） 相生町・安長 イオン北先回り 日ノ丸バス
40N イオン鳥取北 西品治・安長 日ノ丸バス
43N 鳥大附属校 西品治・安長 日ノ丸バス
41Z 鳥取駅 相生町・安長 ※鹿野営業所発中央病院経由 日ノ丸バス
46N 鳥取駅 西品治・安長 ※美萩野団地発 日ノ丸バス
50 L50、50L 矢矯 古海・布勢 日ノ丸バス
51 L51、51L 吉岡温泉 古海・布勢 日ノ丸バス
57 鳥大附属校 古海・布勢 湖山 日ノ丸バス
58 鳥大附属校 古海・布勢 日ノ丸バス
59 白兎養護学校 古海・布勢 湖山 日ノ丸バス
53 53L 河内車庫 古海 日ノ丸バス
54 54L 安蔵 古海 日ノ丸バス
55 高路 古海 日ノ丸バス
56 岩坪 古海 日ノ丸バス
58X 鳥大附属校 国体道路 日ノ丸バス
61 雲山日交 扇町 南大橋 日交バス
62 市立病院 扇町 南大橋 日交バス
63 市立病院 扇町 大覚寺口 日交バス
66 倉田・津ノ井(循環） 扇町 八坂（倉田保育園前）・津ノ井 日交バス
67 八坂（倉田保育園前） 扇町 日交バス
67H 八坂（倉田保育園前） 扇町 市立病院 日交バス
69 市立病院 生協病院前 日交バス
70 若桜車庫 生協病院前 市立病院 日交バス
71 面影・桜谷（循環） 扇町 面影団地、桜谷 日交バス
72 桜谷・面影（循環） 内吉方 桜谷団地、面影団地 日交バス
73 桜谷団地 内吉方 面影団地、若葉台 日交バス
75 若葉台 内吉方 日交バス
76 津ノ井・倉田（循環） 内吉方 津ノ井・八坂（倉田保育園前） 日交バス
77 77L 若桜車庫 内吉方 日交バス
78H 雲山日交 内吉方 桜谷団地、市立病院 日交バス
75B 鳥取駅 内吉方 ※若葉台発バイパス経由 日交バス
78 鳥取駅 内吉方 ※雲山日交発市立病院、桜谷団地経由 日交バス
80 R80、80L 山崎橋 内吉方 日ノ丸バス
81 R81、81L 山崎橋 内吉方 因幡万葉歴史館 日ノ丸バス
82 R82、82L 山崎橋 内吉方 因幡万葉歴史館、高岡 日ノ丸バス
83 R83、83L 山崎橋 内吉方 高岡 日ノ丸バス
84 R84、84L 山崎橋 内吉方 稲葉ヶ丘 日ノ丸バス
85 R85、85L 岩倉 内吉方 稲葉ヶ丘 日ノ丸バス
87 百谷公民館 内吉方 日ノ丸バス
91 智頭駅前 南吉成 日ノ丸バス
91H 智頭駅前 南吉成 市立病院 日ノ丸バス
92 栃原 南吉成 日ノ丸バス
93 用瀬 南吉成 日ノ丸バス
93H 用瀬 南吉成 市立病院 日ノ丸バス
94 快速　用瀬 南吉成 日ノ丸バス
95H 市立病院 南吉成 ※河内車庫、吉岡温泉発 日ノ丸バス

０番のりば逆側 00 日ノ丸本社前 日ノ丸バス
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