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停留場

交通未来都市うつのみや

未来へ進むライトライン
開業に向けて整備が進む芳賀・宇都宮ＬＲＴ。
今月はトランジットセンターについてお伝えします。

?

乗継割引制度
街ナカまで最大○円!?
乗り継ぎしても

ＬＲＴとバス・地域内交通に順次、導入予定

交通機関が便利につながる

トランジットセンターは全部で5か所！

LRTの交通ルール・乗り方は

できるだけ、多くの方が
参加いただけるようにするため、
一度参加した方の申込は
ご遠慮ください。

車両基地（下平出町）
※現地集合・現地解散

会 場

9：00～1 11：00～2

13：30～3

スタート前の今だけ！スタート前の今だけ！

7

8
17 日･24 日･31 日

･21 日･28 日7 日

開催日 時間（各日1時間程度）※雨天決行　荒天中止または延期

各回抽選20組程度（30名程度）※駐車場の都合上、各組1台の車でお越しください。定 員

県内に在住または通勤・通学している人対 象

LRT車両の見学等内 容

QRコードから簡単
に！スマホで

らくらく
！申し込

みは

ライトライン  見学会

好評開催中 第7弾募集
申込
締切 6 15水

まで

新型コロナウイルス感染症の
影響に伴い、開催を延期または
中止する場合があります。

駐車場

　LRT開業後の「LRTのある暮らし」をイメージできる新ポスターが完成
しました。実物のライトラインや停留場で撮影・作成しています。

　多くの方にご覧いただける場所にポス
ターを貼ってＰＲしていただける皆さん
へ、ポスターを差し上げるキャンペーン
を実施しています。

　本市では、ＬＲＴとバスや地域内交通
が連携した交通ネットワークを充実さ
せることで、「誰もが便利に移動できる
まち」を目指しています。
　トランジットセンターは、公共交通の
ほか、自動車や自転車など、様々な交
通機関が連携する乗り換え施設です。

　車を停めて、ＬＲＴに乗って移動できる
パークアンドライド駐車場（約90台分）
を設置。
　車いす利用者等も利用しやすい思い
やり駐車スペースもあります。

駐輪場

　地域内交通やバス、タクシーの乗降場が停留場の
すぐそばに整備され、乗り換えが便利です。
　また、車での送迎ができる一般車乗降場もあります。

　totraを使ってＬＲＴとバスや地域
内交通を乗り継ぐと運賃を一定額
割り引く制度です。
　今後、広報紙等で詳しくお知らせ
します。

　駐輪場（約７０台分）を設置。
　将来的には、民間企業の既存
駐輪場を活用するなど、トラン
ジットセンターを含むすべての停
留場付近に設置予定です。

乗降場

新ポスターができました
お店や会社でLRTをPRしてくれる方へプレゼントします

HELLO,  
NE W 
CI T Y. ポスタープレゼントキャンペーン

絶賛実施中！

▼対象
宇都宮市内、芳賀町内をはじめ、県内の店
舗や会社、事業所などに
ポスターを貼り、多くの方
にＰＲしていただける方。
▼申込方法
申込フォーム。

申込フォーム▶

清原工業団地TC完成イメージ

駐輪場

駐車場

バス停留所　

地域内交通
乗降場

トランジットセンターの
想定機能

＼車を停めてＬＲＴに乗ろう！／

待合施設
　待ち時間を過ごすこと
ができる待合施設。外壁の
一部には大谷石を活用し
ます。また、トイレが併設さ
れます。

＼暑い日も雨の日も安心！／

＼totraって？／

＼Coming soon！／

＼乗り換えもかんたん／

＼全19停留場付近に設置予定！／

バスとの乗り換えは徒歩 約５秒！

あっというまに
申込完了！

←ＬＲＴ停留場
バス・地域内
交通乗降場→

パークアンドライド駐車場
一般車乗降場

タクシー乗降場

バス乗降場←駐輪場

ＬＲＴ停留場

地域内交通乗降場

宇都宮駅東口

宇都宮大学
陽東キャンパス

平石

清原地区
市民センター前

芳賀町工業団地
管理センター前

トランジットセンター（乗り換え施設）とは？

交通規制を伴う工事については、通勤・通学の時間帯を避けた
9時～16時に実施しております。ご迷惑をおかけしておりますが、
ご理解・ご協力よろしくお願いします。
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