
停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

休は学休日運休              造は造船休日運休 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年04月06日

学は学休日運行 交通事情等により遅れることがあります
早は高校早朝授業日運行 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-02
振は高校早朝授業日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 01

　　　 　　　大　　　　　　２５　　００　　４１民　０１　　　　　　０２　　０１　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０１　　０９　　　　　　０９　　　　　　０４　　２５　　１１　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　波　　　　　　３２　　０６　　４５　　１２　　　　　　２２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　１２　　　　　　１２　　　　　　１１　　３７　　１６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　長タ止　　　　　　３６　　１３タ　５４　　２１　　　　　　２５　　２１　　１７　　１７　　１７　　２１　　０９　　２１　　２６　　　　　　１４　　　　　　２４　　４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２０崎｜　　　　　　早４９浦　１４　　５７　　３２　　　　　　３６　　３１　　２４　　２１　　２１　　２４　　１７　　２４　　３４　　　　　　３７　　　　　　３２　　４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　新ミ　　　　　　　５０浦　２０　　　　　　３４　　　　　　３７　　３２　　３２　　２４　　２４　　４１　　２４　　３２　　４６　　　　　　４２　　　　　　３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　地ナ　　　　　　　５２　　２１　　　　　　４２　　　　　　４４　　４４　　４１　　４１　　４４　　４７　　４１　　３４　　４９　　　　　　４９　　　　　　５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　　　　　　５２波　２１民　　　　　４８　　　　　　　　　　４７　　４７　　４７　　４７　　　　　　４４　　４１　　５２　　　　　　　　　　　　　　５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　５５　　２７　　　　　　５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９　　４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　５９　　３１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　浦は浦上駅前行　　３４　　　　　タは大波止ターミナル行　波は大波止行　　民は市民病院前行　　　　　　　　　５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　市　　　　　　０６　　０１大　３９　　００　　４８　　０２大　０３　　０３　　０８　　０８　　０８　　１２大　０２大　０２大　５２大　０２大　　　　　０３　　１３　　０６大　０４大　　　　　　　　　

　　　 　　　役　　　　　　０８大　０３　　４２　　０２大　５２大　０３　　１２大　１２大　１２大　１２大　１２大　１３　　０３　　０３　　５３　　０３　　　　　　１２大　１６大　１３　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　所　　　　　　２８　　０３大　４２大　０７　　５８　　０８　　１３　　１３　　１３　　１３　　１３　　１８　　１２大　０６大　　　　　０８　　　　　　１３　　３６大　２６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　前　　　　　　２９大　０６　　４６　　０９　　　　　　１２大　１８　　１８　　２７大　２７大　１７大　２２大　１３　　０８　　　　　　１２大　　　　　２７大　４３　　３６大　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　３２　　０９大　４８　　１２大　　　　　１３　　２７大　２７大　２８　　２８　　２７大　２８　　１８　　１７大　　　　　１３　　　　　　２８　　４３　　４６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　３６　　１１大　５２大　１４　　　　　　１８　　２８　　２８　　３２大　３２大　２８　　３２大　２１大　１８　　　　　　１８　　　　　　３８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　４１大　１２大　５３大　１７　　　　　　２７大　３３　　３３　　３３　　３３　　３２大　３８　　２２大　２２大　　　　　２７大　　　　　４１大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２０ 　　　　　　　４３大　１４　　５９　　２１　　　　　　２８　　４２大　４２大　４２大　４２大　３３　　４２大　２８　　２３　　　　　　２８　　　　　　４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　４８　　１８　　　　　　２２大　　　　　３３　　４３　　４３　　４３　　４３　　４２大　４３　　３２大　２４大　　　　　３８　　　　　　５６大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　５３　　２０大　　　　　２５　　　　　　３８　　４８　　４８　　４８　　５１大　４３　　５２大　３３　　２８　　　　　　４２大　　　　　５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　５６大　２２大　　　　　２８　　　　　　４２大　５７大　５７大　５７大　５３　　５３　　５８　　３８　　３２大　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　５８　　２５　　　　　　３２大　　　　　４３　　５８　　５８　　５８　　５７大　５７大　　　　　４２大　３３　　　　　　５７大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　２８　　　　　　３３　　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　　５８　　５８　　　　　　４３　　３６大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　３１大　　　　　３８　　　　　　５７大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８　　４２大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　３２　　　　　　４２大　　　　　５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２大　４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　大は大波止経由　　３２大　　　　　４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８　　４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　銭　　　　　造４４　造０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　座　　　　　　４５　 ０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　町　　　　　　４６　 　西栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　４９　　０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　 ５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　 　西栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　造５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　造５１泊　　　　　　　　泊は西泊行　　　西は西町経由　　栄は城栄町経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 　　　　　　　１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休５０コ　　　　　　　　休０５コ休２２橋休０５コ　　　　休１５コ　　　　休４２橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休２７橋　　　　　　　　休１７橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　３８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休４０コ　　　　　　　　　２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　道は道の尾行　　橋は大橋行　　　コはココウォーク茂里町行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休５２道　　　　　　　　休２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長ニまサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０イ　４０イ　　　　　４０イ　　　　　４０イ　４０イ　４０イ　４０イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　与ュなニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　｜び｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　タ野タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ウ団ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ン　　イはイオンタウン長与経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長
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神

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３１３ １４ １７６ ７ ８ ９ １０ １１
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平日
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番号

時 時 時
行先 経由 ３～５ １５ １６１２



停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

休は学休日運休              造は造船休日運休 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年04月06日

学は学休日運行 交通事情等により遅れることがあります
早は高校早朝授業日運行 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-02
振は高校早朝授業日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 02

　　　 　県シ住　　　　　　　　　休４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　立｜吉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　大ボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　学ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 住　　　　　　　　　休４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 吉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　小北油　　　　　　　　　休１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　江高木　　　　　　　　　休２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　原前町　　　　　　　　　休２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　北高　　　　　　休５９　休３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　陽校　　　　　　　　　　休４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　台前　　　　　　　　　　休４５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商
業

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３１３ １４ １７６ ７ ９ １１

横道

長

平日

崎

経由
番号

時 時 時
行先 経由 ３～５ １５ １６１２８ １０



停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

土は土曜日運行                       早は土曜日の高校早朝授業日運行 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年04月06日

日は日祝日運行                       振は土曜日の高校早朝授業日運休 交通事情等により遅れることがあります
学は土曜日の学休日運行　　           造は三菱造船休日運休 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-02
休は学休日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 01

　　　 　　　大　　　　　土２５　　０１　土４１　日０１　日５２　日０４　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　　　　土０２　　　　　日０２　　４４　　１１　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　波　　　　　　３６　日１１　　４５　土０６　　５６　土０６　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　日０２　　　　　　０９　　　　　　０５　　４４　　１６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　長タ止　　　　　土４６浦土１４　　５０　日１２　　　　　土１１　日１６　日１６　日１６　　１７　日１６　日１６　日１６　土１１　　　　　　１４　　　　　土１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２０崎｜　　　　　　早４９浦土１９　土５１　土１７　　　　　　１９　土２２　　１７　　１７　　２４　　１７　　１７　土１７　土１７　　　　　土２８　　　　　土１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　新ミ　　　　　　土　　　　２１　　　　　　２１　　　　　　２８　　２５　土２２　土１７　　３２　土１７　　２４　　２４　　３４　　　　　土３７　　　　　　２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　地ナ　　　　　　　５６　土２１　　　　　日２７　　　　　日３２　　３１　土２４　土２４　日４１　　２４　土３２　日３２　　４５　　　　　日３９　　　　　　３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　　　　　土５８　　２５　　　　　　３４　　　　　　４４　　３２　　３２　　３２　土４４　　３２　　４１　　３４　日４７　　　　　土４２　　　　　　４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　土５９　　３１　　　　　土３４　　　　　土４７　　４４　　４１　　４１　　　　　　４１　土４９　土４２　土５５　　　　　　４９　　　　　土５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　３４　　　　　　４２　　　　　　　　　　　　　日４４　日４４　　　　　　　　　　　　　日４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　浦は浦上駅前行　土３５　　　　　　４５　　　　　　　　　　　　　日５４　　　　　　　　　　　　　　　　　土４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　市　　　　　土１３大　０３　日５３　土００大日５７大土００大土０８　　０８　土０８　日０３　土０８　日０８　土０３　土００大土５３　土００大　　　　土００大土０３　　０６大　０４大　　　　　　　　　

　　　 　　　役　　　　　土２１　土０８　日５７大　０３　　５８　　０３　　１２大日０８　　１２大日０８　　１２大　１２大日０８　日０３　日５７大土０８　　　　　　０３　日１１大日０８　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　所　　　　　日２３　日１０大　　　　土０８　　　　　　０８　　１３　　１２大土１３　　１２大土１３　土１３　　１２大　１２大日５８　　１２大　　　　土０８　　１３　土１３　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　前　　　　　　２９大　１１大　　　　日１１　　　　　　１２大　１８　土１３　日１８　土１３　　２３　　１８　　１３　土１３　　　　　土１３　　　　　　１２大土１６大　２８　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　３８　　１３　　　　　　１２大　　　　土１８　日２３　土１８　　２３　土１８　　２７大日１８　　１７大土１３　　　　　日１８　　　　　　１８　土２３　　３６大　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　４１大日１９　　　　　土１３　　　　　　２７大　２７大日２３　　２７大日２３　土２８　土２３　　２３　　１７大　　　　日１８　　　　　日２３　日２８　　４６　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　土４３　　２３　　　　　日１８　　　　　日２８　　３３　　２７大土３３　　２７大　３８　　２７大土２４大日１８　　　　　土２４大　　　　土２７大日３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　土４８　土２４　　　　　土２３　　　　　土３２大土３８　　３３　土３８　　３３　　４２大日３３　日２７大日２３　　　　　日２７大　　　　日３２大　３６大　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　日５４　土２４大　　　　土２４大　　　　土３３　　４２大日３３　　４２大　４２大土４３　土３８　土２８　土２４大　　　　土２８　　　　　　３３　　４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２０ 　　　　　　　５６大日２７大　　　　日２７大　　　　土３８　　４３　土３８　　４３　土４３　土４７大　４２大日３３　日２７大　　　　土３３　　　　　土３９　土４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　土５８　土３３　　　　　土２８　　　　　　４２大日４３　　４２大土４７大休４６大日４８　　４３　土３６大土２８　　　　　土３６大　　　　土４１大日５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　日３４大　　　　日３３　　　　　日４３　土４７大　４３　日４８　土　　　　５３　土４７大　３８　土３１大　　　　日４２大　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　土３６大　　　　土３６大　　　　土４８　　５７大土４７大　５７大土４７大　５７大日４８　日４２大土３３　　　　　日４３　　　　　日５１大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　日４２大　　　　日３６　　　　　　５３　　５８　日５３　　５８　土４８　土５８　　５７大土４３　土３６大　　　　日４３　　　　　日５３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　４３　　　　　土３８　　　　　　５７大　　　　　５７大　　　　　５７大　　　　　５８　　４８　日３８　　　　　土４８大　　　　土５６大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　日４６　　　　　日４２大　　　　日５８　　　　　　５８　　　　　　５８　　　　　　　　　土４８大日４２大　　　　日５７大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　土４８　　　　　土４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日５８　　　　　　　　　　５３　日４３　　　　　土５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　土４８大　　　　　４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日５７大土４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　大は大波止経由　土５３大　　　　土４８大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土５８　土４８大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　　　銭　　　　　造４４　造０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　座　　　　　土　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　町　　　　　土４９　造０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　造５１　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　土５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　造５６泊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　土　　　泊は西泊行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休４７橋休０７橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休５２橋休１７橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　橋は大橋行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長ニまサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０　　４０　　　　　　４０　　　　　　４０　　４０　　４０　　４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　与ュなニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　｜び｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　タ野タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ウ団ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　

横道

土日祝
経由
番号

時 時 時
行先 経由

央

１５ １６ １７ １８９ １０ １１ １２ １３ １４３～５ ６ ７ ２１ ２２ ２３

中

１９ ２０８

前

橋

立
神

長
崎
駅



停　留　所　通　過　予　定　時　刻　表
お問い合わせは長崎バスホームページ又は 長　崎　バ　ス

土は土曜日運行                       早は土曜日の高校早朝授業日運行 サービスセンターへ　ＴＥＬ　095-826-1112 西暦2017年06月16日

日は日祝日運行                       振は土曜日の高校早朝授業日運休 交通事情等により遅れることがあります
学は土曜日の学休日運行　　           造は三菱造船休日運休 土曜日が祝日となる日は日祝ダイヤで運行致します 0308-02
休は学休日運休 ８月１５日は日祝日ダイヤで運行致します 02

　　　 　 住　　　　　　　　　休４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 吉　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　小北油　　　　　　　　　休１８　休２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　江高木　　　　　　　　　土　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　原前町　　　　　　　　　休２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　北高　　　　　　　　　　休０９　休４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　陽校　　　　　　　　　　土　　　休４５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　台前　　　　　　　　　　休３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横道

土日祝
経由
番号

時 時 時
行先 経由

長
崎

１５ １６ １７ １８ １９ ２０９ １０ １１ １２ １３ １４

商
業

２１ ２２ ２３３～５ ６ ７ ８
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