
■　ﾊｰﾂ便　たけふ１号車〈中型車（2t）〉

曜日

ｴﾘｱ

ｺｰｽ 勾当原 10:40 下新庄1 10:30 水海① 10:50 大味① 11:00 甲楽城 10:50 蓑脇① 10:30

安養寺 11:30 下新庄2 11:00 水海② 11:20 大味② 11:40 道口 12:10 東俣 11:40

新谷窯業 12:00 小川 12:10 信武磁工 12:10 茱崎① 12:10 漁連 14:00 寺島 12:20

熊谷 12:30 越廼（診療所） 13:10 池田町役場 12:30 渚苑 13:00 錦インテックス 15:00 常安 12:40

古屋 13:00  厨（区民会館） 14:40 ホットプラザ 13:10 蒲生 14:30 血ヶ平 15:30 志津原 13:00

増谷 13:20 厨2 15:50 板垣 13:40  居倉①（居倉町駐車場） 15:10 左右 16:30  松ヶ谷（集会所） 13:40

米ノ 14:00 糖 16:30
幼稚園
（いけだ保育所子育て支援） 14:00 居倉② 16:10  梅浦（なぎさの湯駐車場） 17:00

高佐 14:30 甲楽城② 17:00 母屋 14:30

大樟 15:10 今泉 17:30 学園 14:50

新保 15:40 清水谷 15:20

佐々生 16:30 持越 15:40

 白粟（生活改善センター） 16:20

折立 17:00

■　ﾊｰﾂ便　たけふ２号車〈中型車（2t）〉

曜日

ｴﾘｱ

ｺｰｽ 石田上 10:30 馬塚団地 10:10 ファミールほのか 10:10
湯尾
（生活改善センター）

10:40 舟津 10:10 湯尾 10:40

鳥羽 11:20 平林 11:10 サンライフ 10:50 上野 11:30 片山 11:00 合波 11:20

東鳥羽 11:50 岩内 11:30 丸岡 12:00 奥野々 12:20 河和田 11:30 今庄そば道場 11:50

青葉台 12:10 文室 12:10 ケアフルハウス 12:50 鯖波 12:40
北中3
（ふれあい会館）

11:50 八飯 12:20

乙坂今北 12:40 萱谷 13:10 葛野 14:00 下牧谷 14:00 北中2 12:20 宇津尾 12:40

中野（松成） 13:10 北小山 13:50 真木 14:20 上牧谷 14:30 北中1 12:50 橋立 13:10

大野 13:40 定友 14:10 天谷 14:50 瓜生野 15:10 金谷 13:10 広野 13:40

落井 14:10 光の丘 15:10 上糸生 15:30 国兼 15:40  椿坂（公民館） 14:00 南今庄 14:10

中戸ノ口 14:40 横山 15:40 下糸生 15:50  赤萩（赤萩区駐車場） 16:40 西袋 14:30 大桐 14:40

莇生田（多目的集会場） 15:10 大畑 16:00 上戸 16:20 河内 17:10 尾花 15:10 上新道 15:10

別印 15:50 下中山 16:40 平等 16:40 沢① 15:30 下新道 15:50

赤坂 16:30 新保 17:10 沢② 16:00
杉谷
（構造改善センター）

16:30

城ケ谷 17:30 高岡 16:40

■　ﾊｰﾂ便　たけふ3号車〈小型車（軽）〉 ※個人宅前に停留の為、地域名のみ記載

曜日

方面 国高 高瀬 中央 芝原 本町

馬上免町 大虫 文京 粟田部 元町

瓜生町 広瀬 住吉 南坂下 若松町

氷坂町 本多 帆山 新在家 堀川

大王丸 幸町 京町 上真柄 京町

梅浦 下中津原 小野谷 室谷 太田

梨子ヶ平 月見 寺地 片屋

今宿 中央1丁目

■　ﾊｰﾂ便　さばえ〈小型車（軽）〉 ※個人宅前に停留の為、地域名のみ記載

曜日

方面 水落 下司町 本町 住吉 下氏家

下野田 平井町 長泉寺 船津 下野田

吉江町 二丁掛 神明町 舟枝 石生谷

石田上 石田上 石田下 上河端 田村町

吉江町 西山町 中野町 持明寺町

西田中 川島町 西大井

朝日 住吉 冬島

下野田

2020年1月現在

月 火 水 木 金

土

今庄

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

鯖江北東部 越前市東 白山・織田 南条 河和田

白山･鯖江 鯖江･越前 池田 越廼 越前 池田

月 火 水 木 金 土


