
令和 2 年 3 月 11 日 

各 位 

宗谷バス株式会社 

 

 

都市間バス運賃改定のお知らせ 

 

いつも宗谷バスをご利用いただき誠にありがとうございます。 

この度、令和 2 年 4 月 1 日より都市間バス枝幸旭川線（えさし号）及び鬼志別旭川線（天

北号）の運賃改定を実施することに致しましたのでお知らせ致します。 

記 

 

①実施日 

 令和 2 年 4 月 1 日（水） 

 

②該当路線（都市間バス） 

 枝幸旭川線（えさし号） 

 鬼志別旭川線（天北号） 

 

③改定理由 

 都市間バスの輸送コスト等が増加していることや利用者サービスの向上を目的とし運賃

改定を実施致します。 

 

④乗車券について 

 令和 2 年 4 月 1 日以降の乗車であっても令和 2 年 3 月 31 日までは現行運賃（改定前運

賃）で購入することができます。 

 

※改定運賃は別紙参照 

以上 

 



別紙 

  

枝幸旭川線（えさし号）　令和2年4月1日運賃改定

現行運賃 改定運賃 増減
片道券 4,400円 4,700円 ＋300円
往復券 7,900円 8,500円 ＋600円
回数券 15,100円 16,200円 ＋1,100円
片道券 3,900円 4,100円 ＋200円
往復券 7,000円 7,400円 ＋400円
回数券 13,400円 14,100円 ＋700円
片道券 3,300円 3,500円 ＋200円
往復券 5,900円 6,300円 ＋400円
回数券 ― ― ―
片道券 3,000円 3,200円 ＋200円
往復券 5,400円 5,800円 ＋400円
回数券 10,300円 11,000円 ＋700円

現行運賃 改定運賃 増減
片道券 3,700円 3,900円 ＋200円
往復券 6,700円 7,000円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 3,100円 3,300円 ＋200円
往復券 5,600円 5,900円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 2,600円 2,800円 ＋200円
往復券 4,700円 5,000円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 2,200円 2,300円 ＋100円
往復券 4,000円 4,100円 ＋100円
回数券 ― ― ―

現行運賃 改定運賃 増減
片道券 3,200円 3,400円 ＋200円
往復券 5,800円 6,100円 ＋300円
回数券 11,000円 11,700円 ＋700円
片道券 2,700円 2,900円 ＋200円
往復券 4,900円 5,200円 ＋300円
回数券 9,300円 10,000円 ＋700円
片道券 2,100円 2,200円 ＋100円
往復券 3,800円 4,000円 ＋200円
回数券 ― ― ―
片道券 1,600円 1,700円 ＋100円
往復券 2,900円 3,100円 ＋200円
回数券 5,500円 5,800円 ＋300円
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別紙 

 

鬼志別旭川線（天北号）　令和2年4月1日運賃改定
現行運賃 改定運賃 増減

片道券 4,600円 4,900円 ＋300円
往復券 8,300円 8,800円 ＋500円
回数券 15,800円 16,900円 ＋1,100円
片道券 4,300円 4,600円 ＋300円
往復券 7,700円 8,300円 ＋600円
回数券 14,800円 15,800円 ＋1,000円
片道券 4,000円 4,200円 ＋200円
往復券 7,200円 7,600円 ＋400円
回数券 13,800円 14,400円 ＋600円
片道券 3,300円 3,500円 ＋200円
往復券 5,900円 6,300円 ＋400円
回数券 ― ― ―
片道券 3,000円 3,200円 ＋200円
往復券 5,400円 5,800円 ＋400円
回数券 10,300円 11,000円 ＋700円

現行運賃 改定運賃 増減
片道券 3,900円 4,100円 ＋200円
往復券 7,000円 7,400円 ＋400円
回数券 ― ― ―
片道券 3,600円 3,800円 ＋200円
往復券 6,500円 6,800円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 3,200円 3,400円 ＋200円
往復券 5,800円 6,100円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 2,600円 2,800円 ＋200円
往復券 4,700円 5,000円 ＋300円
回数券 ― ― ―
片道券 2,200円 2,300円 ＋100円
往復券 4,000円 4,100円 ＋100円
回数券 ― ― ―

現行運賃 改定運賃 増減
片道券 3,500円 3,700円 ＋200円
往復券 6,300円 6,700円 ＋400円
回数券 12,000円 12,700円 ＋700円
片道券 3,100円 3,300円 ＋200円
往復券 5,600円 5,900円 ＋300円
回数券 10,700円 11,400円 ＋700円
片道券 2,700円 2,900円 ＋200円
往復券 4,900円 5,200円 ＋300円
回数券 9,300円 10,000円 ＋700円
片道券 2,100円 2,200円 ＋100円
往復券 3,800円 4,000円 ＋200円
回数券 ― ― ―
片道券 1,600円 1,700円 ＋100円
往復券 2,900円 3,100円 ＋200円
回数券 5,500円 5,800円 ＋300円
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