
■　ﾊｰﾂ便　つるが１号車〈中型車（2t）〉

曜日

ｴﾘｱ

ｺｰｽ 五幡 10:10 郷市 10:20 御名 10:00 蓬菜 10:10 常神 10:30 佐田 10:10

阿曽 10:40 常神 11:40 大藪 11:00 結城 10:40 神子 11:50 丹生１ 11:20

横浜 11:30 小川 13:10 気山 11:20 元町 11:20 小川 12:30 丹生２ 12:20

大谷 12:20 泉が丘 15:00 アルファブランカ 12:00 横浜 12:20 塩坂越 13:30 原 14:00

杉津 13:00 原 16:00 興道寺 12:40 杉津 12:50 海山 14:10 やまびこ園 15:00

田結 13:50 坂尻 13:20 田結 13:50 岩屋 14:50

赤崎 14:20 佐田 14:10 港町 14:30

川崎 15:10 北田 14:40 相生 15:00

元町2 15:40 山１ 15:20 沓見 15:40

井川1 16:20 山４ 15:50

井川2 16:50

■　ﾊｰﾂ便　つるが２号車〈中型車（2t）〉

曜日

ｴﾘｱ

ｺｰｽ 余座1 10:00 上野 10:00 市橋 10:10 新保 10:00 早瀬 10:10

余座2 10:30 新庄１ 10:30 疋田1 10:30 日向① 11:30 久々子1 10:30

大蔵 10:50 新庄２ 11:00 疋田2 10:50 日向② 12:00 久々子2 11:00

樫曲 11:10 荢 12:00 奥野 11:20 日向③ 12:30 松原 11:30

新保 11:40 田立 13:30 曽々木 12:30 日向④ 13:30 郷市 13:00

葉原 12:00 田井野① 14:00 新道 13:00 日向⑤ 14:00 麻生 14:00

田尻 12:30 田井野② 14:30 杉箸 13:50 高岸 14:40 新庄1 14:30

深山寺 13:30 別庄 15:00 刀根 14:20 気山 15:10 新庄2 15:00

立石 14:30 中寺 15:40 小河口 14:50 宮代 15:40

浦底 15:00 小河 15:10

色浜 15:30 道口 15:40

手 16:00

■　ﾊｰﾂ便　わかさ１号車〈中型車（2t）〉

曜日

ｴﾘｱ

ｺｰｽ 加斗 11:00 遠敷 10:20 下和多田 10:40 中井 10:40 南 10:10

東三松 11:30 上野 11:00 久坂 11:30 西相生 11:30 朝霧 11:00

関屋 12:10 池河内１ 11:40 下 12:10 西相生2 11:50 堅海1 12:00

高野 12:40  池河内２（集落センター）12:00 中 12:30 東相生 12:20 堅海2 12:10

音海 13:10 羽賀 12:50 井上 13:00 深谷 12:50 松寿園 13:50

安川 15:00 堤 13:30 朝比 13:30 渋谷薬局 13:00 熊川① 14:00

石山① 15:20 天徳寺 14:00 口坂本 14:10 上和多田 13:10 熊川② 14:30

石山② 15:40 三宅 14:40 納田終１ 14:40 上田　見谷 13:40 新道 15:00

笹谷 16:00 瓜生 15:30 納田終２ 15:10 上田　持田 14:20 下タ中 15:40

野尻 16:40 関 16:00 西谷 15:30 下田　竹本 14:50 安賀里 16:30

黒駒 17:10 玉置　上中化学 17:00 下田　清水 15:10 若葉 17:00

 下田（集落農事集会所）15:40

下田　山左近 16:10

■　ﾊｰﾂ便　三方五湖〈小型車（軽）〉 ※個人宅前に停留の為、地域名のみ記載

曜日

方面 佐古 向笠 三方 白屋 無悪

東黒田 相田 麻生野 成願寺 三生野

北前川 藤井 海士坂 倉見 三田

南前川 南 気山(切追） 小原

五湖の郷 田名 気山(中山） 山内

梅ヶ原 佐古

世久津

気山

美浜

月 火 水 木 金 土

東浦・粟野 三方・美浜 三方・美浜 東浦 三方

月 火 水 木 金

本郷・川西 丸岡・勝山 三国 あわら 坂井・あわら

月 火 水 木 金

和泉村 大野 松岡・永平寺 東郷 勝山・永平寺

月 火 水 木 金


