
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2022年10月01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 0536-03
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　　　　　　１８中　０８中　　　　　０６　　　　　　１２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２　　０２中　０２　　０２　　　　　　０２　　　　　　０２　　０２　　０２　　　　　　　　　　　　　　
　　２０ 波　　　　　　４８　　２０　　　　　　２１　　　　　　２７　　３２　　３２　　１７中　１７中　１７中　１７　　１７　　２２　　　　　　２２　　　　　　３２　　３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 止　　　　　　５８中　３３　　　　　　３６　　　　　　３７　　　　　　　　　　３２　　３２　　４７　　３２　　３２　　４２　　　　　　４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　　　　　　４２　　　　　　５２　　　　　　４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７中　４７中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　中は中央橋行き　　４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 川市　　　　　　　　　３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 平役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 Ｂ所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 Ｐ前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 　　　　　　　２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　 銭町　　　　造３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　長ニ南青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　与ュ陽葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　｜台台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　タ団団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　ウ地地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　小北油　　　　　休５３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　江高木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　原前町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　　北高　　　　　　　　　　休２９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　陽校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　台前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
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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2022年10月01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 0536-03
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　　　　　　１８中日０３中　　　　　０２　　　　　　１２　　０７　　０７　　０７　　０７　　０７　　０７　土０２　土０２中　　　　土０２　　　　　土０２　　１７　　０２　　　　　　　　　　　　　　
　　２０ 波　　　　　土３８中土０８中　　　　　１７　　　　　　３２　　２７　　２７　土２７中土２７中　２７　　２７中日０７中日０７　　　　　日１７　　　　　　３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 止　　　　　　４５　　２３　　　　　　３２　　　　　日４７　　　　　　　　　日２７　日２７　　　　　　４７　土１７中土２２　　　　　土２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　土５７　　３４　　　　　　５２　　　　　土５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日２７　日２７　　　　　土４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土３２　土４２　　　　　日４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　　　　中は中央橋行き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７　日４７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　 　　　　　　土２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　小北油　　　　　休５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　江高木　　　　　土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　原前町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
　　　 　北高　　　　　　　　　　休３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　陽校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　台前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　
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