
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 0308-00
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

　　　 　 　　　　　　　　　　　４５　　　　　　３０　　　　　　００　　１３　　１３　　０８　　０８　　０８　　０８　　０８　　０４　　４９　　０９　　　　　　０４　　０１　　１１　　２１　　０８　　　　　　

　　　 １ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０　　３３　　３３　　２８　　２８　　２８　　２８　　２８　　１９　　５９　　１９　　　　　　１９　　２１　　４６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３　　５３　　４８　　４８　　４８　　４８　　４８　　４７　　２９　　　　　　３４　　　　　　３３　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９　　　　　　４９　　　　　　４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　滑寺滑　　　　　　　　　　　　　　　　　　０８直　　　　　２１直　２１直　　　　　２１直　　　　　２１直　２１直休２０　　２１直　　　　Ｄ５３　　　　　ｂ１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　石川石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１直休３９　　　　　休５４　　　　　Ｃ２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　内団　直は集会所前経由　　　　　　　　ｂは 1 1 ～２月期間の学休日運休　ａは 3～ 1 0 月期間の学休日運休　　　　　休４９　Ｄは 1 2 ～ 3 月期間の学休日運休　ａ３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　地　Ｃは 4～ 1 1 月期間の学休日運休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑　　　　　　　　　　３５　　　　　　１０　　　　　　１５　　０８あ　０８あ　０３あ　４３　　　　　　０６　　　　　　１４　　　　　　０７　　　　　　０９　　０５　　１６滑　１１滑　２２滑　　　　　

　　　 　 石　　　　　　　　　　５０　　　　　　２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３　　５３　　　　　　　　　　　　　　２６　　　　　　３７　　　　　　２４　　２６　　２７　　２７　　　　　　　　　　

　　　 １ 団　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４　　　　　　４５滑　　　　　５２　　３６　　５６　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　滑は滑石・寺川内行　　　　　　　あはあぐりの丘行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 滑団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定０９　　　　　残０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石地定は三菱造船定時日運行　　　　　残は三菱造船残業日運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　大板滑漁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０　　２７　　２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５　　　　　　４５　　　　　　４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　瀬の石港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　戸浦口通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　三中滑光　　　　　　　　　１２魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １重学石風　　　　　　　　　２７京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　校口台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　前　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫京は京泊経由　　魚は魚市場内経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ滑漁　　　　　５６接　　　　　　　　　１１　　　　　　２１　　　　　　４７接　１７接　１７接　１７接　１７接　１７接　　　　　　　　　００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１の｜石港　　　　　　　　　　　　　　　　　５１接　　　　　４７接　　　　　　　　　４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ口通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ナ　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　接は板の浦行接続便　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑光　　　　　　　　　　　　　　　　　３２豊　　　　　０５京　４３京　１８京　１３京　１８京　０３京　２１豊　０３豊　４６京　　　　　１７京　　　　　３５豊　１６豊　０６京　４２光　　　　　　　　　

　　　 　桜タ石風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５京　５８京　２８豊　４３豊　３３光　１８京　４３京　１２光　５２豊　　　　　２７光　　　　　４２光　　　　　４１豊　５５京　　　　　　　　　

　　　 １の｜団台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４豊　　　　　５３京　５３京　　　　　３３豊　　　　　１８京　　　　　　　　　５９光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ地車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８京　　　　　　　　　　　　　　　　　５１光　　　　　２６京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　ナ　庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休３０光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　光は光風台車庫行　　　　　　　　豊は豊洋台団地行　　　　京は京泊経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ滑光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休０９京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　の｜石風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ１０京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ団台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ３７京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ナ地車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　庫京は京泊経由　　ａは 3～ 1 0 月期間の学休日運休　ｂは 1 1 ～２月期間の学休日運休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横道

平日
経由
番号

時 時 時
行先 経由 ３～５ １５ １６１２ １３ １４ １７６ ７ ８ ９ １０ １１ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
上
横
尾

上
横
尾

上
床

上
床



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 0308-00
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

　　　 　 滑桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８な　２３な　４３な　３３な　０３な　２７な　３７こ　５２な　　　　　　　　　１０こ　　　　　５２な　４６な　　　　　２６こ　　　　　　　　　

　　　 １ 石の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７こ　２７な　５２な　５７な　　　　　　　　　　　　　５０こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 口里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　地なは滑石団地経由　　　　　　　　こは光風台車庫経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑光　　　　　　　　　　　　　　　　　３１団　　　　　１１京　０７京　１７団　０７団　３７京　３７京　４７京　３２京　１５団　　　　　２０京　　　　　００京　０１京　５６京　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７京　３７京　３７京　　　　　　　　　　　　　　　　　３５団　　　　　３５京　　　　　１０団　１６団　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１ 口台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０京　　　　　　　　　　　　　３０団　５６京　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫団は桜の里団地経由　　　　　　　京は京泊経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑光　　　　 ４６　　　　　　　　　 ４１　　　　　 ０１　 １７　 ５７　 ２７　 ０７　 ０７　 ０７　　　　　 ０５　　　　　　　　　　　　　 ２０　 ３１　 ２６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石風　　　　 　港マ　　　　　　　　 　港マ　　　　 　港マ 　港マ 　港マ 　港マ 　魚マ 　港マ 　港マ　　　　 　港マ　　　　　　　　　　　　 　港マ 　港マ 　港マ　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 口台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５７　 ５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　港マ 　港マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　港マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫魚は魚市場内経由　　　　　　　　マはマリンヒル経由　　　港は漁港通り経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
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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 0308-00
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

　　　 　　　　　　　　　　　　　土２７　　　　　日０３　　　　　　１８　土１３　日２３　　０８　土０８　土０８　日１８　日１８　　０８　　　　　　０８　　　　　日０５　土０１　土０６　日０６　土０８　　　　　　

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　土１８　　　　　　５３　日５３　土４３　　３８　日１８　日１８　土２８　土２８　　２８　　　　　土２５　　　　　土１３　日０６　日３６　土２１　　　　　　　　　　

　　　 １ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４８　　　　　　　　　土５８　　　　　　　　　土２８　土２８　日４８　日４５　土４３　　　　　日２８　　　　　日２３　土２１　土４４　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　土５３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土４８　日４８　土５８　土４８　日４５　　　　　土４３　　　　　土４２　日２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日５３　土５８　　　　　　　　　　　　　　　　　日４８　　　　　日４７　土４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土５８　　　　　　　　　日５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑　　　　　　　　　　　　　　　　　土０８直　　　　　１８直　１８直　　　　　１８直休３９　休０１　　１８直　１８直　１８直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　滑寺石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　土　　　　　　　　　　　休３９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　石川団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休３９　　１８直　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　内地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　休１９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　直は集会所前経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑　　　　　　　　　土４３　　　　　日０８　　　　　日１３　　０３あ土０３あ　０３あ土１３　土３３　日０８　土０８滑日０３　　　　　日０３　　　　　土０３　日０１　日０６滑土１１滑土２２滑　　　　　

　　　 　　　石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土０８　日０８あ土３３　日３３　土５０　土１３　日１５　日２３　　　　　土１３　　　　　土２３　土０６　日２１　　２７　　　　　　　　　　

　　　 　 団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日１３　日３８あ　５８　　　　　　　　　土２３　　　　　　４３　　　　　日３３　　　　　日２８　土２６　土２６　日５５　　　　　　　　　　

　　　 １ 地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土３８　土４８　　　　　　　　　　　　　土３３　　　　　　　　　　　　　　５３　　　　　土４４　土３６　　５６　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４３　土５３あ　　　　　　　　　　　　土４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　滑は滑石・寺川内行　　　　　　　あはあぐりの丘行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 滑団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土０４　　　　　残０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石地残は三菱造船残業日運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　大板滑漁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土２７　　２７　　２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土３７　　　　　　３７　　　　　　３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　瀬の石港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　戸浦口通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　三中滑光　　　　　　　　土１１魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １重学石風　　　　　　　　土２７京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　校口台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　前　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫京は京泊経由　　魚は魚市場内経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ滑漁　　　　　５６接日４７　　　　　　４７接　　　　土１７　　　　　　４７接　１７接　１７接　１７接　１７接　１７接　５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１の｜石港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　里ミ口通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ナ　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　ル　　接は板の浦行接続便　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　桜タ滑光　　　　　　　　　　　　　　　　土１８京　　　　土０３京土２３京土１８京　１８豊日１３京日１３京日２８京日２８京土０３京　　　　日１３京　　　　土０８京　１６豊土０６光日０９京　　　　　　　　　

　　　 １の｜石風　　　　　　　　　　　　　　　　日１８豊　　　　土３３京日２８京日１８豊日３３京土２３豊　４３京土５３豊土３３京　３３光　　　　土２３光　　　　日１３豊日２９光　４１豊　４２光　　　　　　　　　

　　　 　里ミ団台　　　　　　　　　　　　　　　　土３３京　　　　日４３豊土５３京土２８豊　４３光土３８京　　　　日５８豊日４０光土４８京　　　　土３３豊　　　　土３７光　　　　　　　　土５５京　　　　　　　　　

　　　 　　ナ地車　　　　　　　　　　　　　　　　日３８京　　　　土４８豊日５８京日２８京　　　　日４３豊　　　　　　　　土４３京　５３豊　　　　　　　　　　　　日４９光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　ル　庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日５３京　　　　土５３豊　　　　　　　　　５３豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　光は光風台車庫行　　　　　　　　豊は豊洋台団地行　　　　京は京泊経由　　　　　　日５８光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 滑桜　　　　　　　　　　　　　　　　土０７な　　　　　　　　日５２な土１７な　　　　　２７な土１３な　０７な土４２な土１８な　　　　土４２　　　　　日０２な日３６な　　　　土２６こ　　　　　　　　　

　　　 １ 石の　　　　　　　　　　　　　　　　　２７な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７な日４７な　４２な　　　　　　　　　　　　土１２な土４６な　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 口里　　　　　　　　　　　　　　　　土５７な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土４１な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日４６な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 　地なは滑石団地経由　　　　　　　　こは光風台車庫経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

横道

土日祝
経由
番号

時 時 時
行先 経由

横

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

上

１９ ２０８

の
里
団
地

尾

上
床

上
床

桜



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 0308-00
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

　　　 　　　滑光　　　　　　　　　　　　　　　　日０７団　　　　土０７京　０７団　３７団　３７団　３７団　３７団　３７京土０７団　０７京　　　　日０２京　　　　土０２京土０１京　５６京　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石風　　　　　　　　　　　　　　　　土１７京　　　　　３７団　３７団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２京　　　　　　　　土１２団　　　　日１７京日０６京　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 １ 口台　　　　　　　　　　　　　　　　日５７団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７京　　　　土２２京土１６京　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土４６京　５６京　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫団は桜の里団地経由　　　　　　　京は京泊経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　------ -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　　　滑光　　　　土４６　　　　　　　　　土３７　　　　　日０７　　１７　日０２　　０７　土０７　　０７　　　　　　５７　　２２　　　　　日４２　　　　　日２７　　　　　　２６　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　 石風　　　　 　港マ　　　　　　　　 　港マ　　　　 　港マ 　港マ 　港マ 　港マ 　魚マ 　港マ　　　　 　港マ 　港マ　　　　 　港マ　　　　 　港マ　　　　 　港マ　　　　　　　　　　　　　

　　　１ 口台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７　土５７　　　　　　　　　日０７　　５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　港マ 　港マ　　　　　　　　 　港マ 　港マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　庫魚は魚市場内経由　　　　　　　　マはマリンヒル経由　　　港は漁港通り経由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横道

土日祝
経由
番号

時 時 時
行先 経由

樫
山

１５ １６ １７ １８ １９ ２０９ １０ １１ １２ １３ １４

石
原

２１ ２２ ２３３～５ ６ ７ ８
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