
北総栄病院　　発 北総栄病院　　発 北総栄病院　　発 北総栄病院　　発 北総栄病院　　発 北総栄病院　発

食堂　浅間園　大竹 松ヶ丘青年館 ＪＲ安食駅 食堂　浅間園　大竹 松ヶ丘青年館

かどや　　　　　松崎 農協倉庫　北辺田 第４分団消防倉庫布鎌酒直 かどや　　　　　松崎 農協倉庫　北辺田

（竜角寺台１丁目） 龍昌院 水防倉庫　北 （竜角寺台１丁目） 龍昌院

藤崎酒店　矢口 中谷集合所　中谷 藤崎酒店　矢口

竜角寺台５丁目 矢口青年館　矢口 栄町農協布鎌支所請方 竜角寺台５丁目 矢口青年館　矢口

竜角寺台４丁目 富山商店　矢口 布鎌小学校 竜角寺台４丁目 富山商店　矢口

竜角寺台入口バス停付近 第２分団消防倉庫北辺田 （利根川産業） 竜角寺台入口バス停付近 第２分団消防倉庫北辺田

(栄東中学校） 農協倉庫　北辺田 伊勢屋商店　西 (栄東中学校） 農協倉庫　北辺田

竜角寺前 日石ＧＳ　須賀 南ヶ丘２丁目案内板 竜角寺前 日石ＧＳ　須賀

麻生青年館　麻生 山本商店　須賀 ファミリーショップ　イワムラ 麻生青年館　麻生 山本商店　須賀

多宝院　　　　酒直 浮島商会　須賀新田 小林天神幼稚園 多宝院　　　　酒直 浮島商会　須賀新田

中山胃腸外科 うなぎ　さかた 下堤外児童公園1丁目 中山胃腸外科 うなぎ　さかた

ふわふわ 安食台３丁目（郵便局通り） 八幡神社　長門谷 ふわふわ 安食台３丁目（郵便局通り）

北総栄病院　着 栄町役場 ＪＲ安食駅 北総栄病院　着 栄町役場

北総栄病院　着 北総栄病院　着 北総栄病院　着

通過時間 通過時間 通過時間 通過時間

北総栄病院　発 北総栄病院　発 北総栄病院　　発 北総栄病院　発 北総栄病院　発

下総郵便局 長竿駐在所 ＪＲ安食駅 竜角寺台入口前

ＪＲ滑河駅 二本松 第４分団消防倉庫布鎌酒直 稲敷消防署 上福田交差点

コメリ 商工会館 水防倉庫　北 農協ガソリンスタンド

滑河観音 長竿農協 中谷集合所　中谷 常総大橋入口

大成建設前 河内町郵便局 栄町農協布鎌支所請方

北総栄病院　着 河内町役場 布鎌小学校 高田工業 豊住郵便局

バイパス （利根川産業） 片巻 山岡商店

大成ブリキ 伊勢屋商店　西 長豊橋 佐藤豆腐店

長豊橋 南ヶ丘２丁目案内板 うなぎ　さかた 長豊橋

うなぎ　さかた ファミリーショップ　イワムラ ＪＲ安食駅前 石戸珠算学園前

安食駅 小林天神幼稚園 北総栄病院　着 安食郵便局

北総栄病院　着 下堤外児童公園1丁目 北総栄病院　着

八幡神社　長門谷

ＪＲ安食駅

北総栄病院　着

※バスが見えましたら手を挙げて、お乗りの際には、お足元に十分ご注意下さい。
※交通事情により、ダイヤが乱れる場合がございますが、ご了承下さいますようお願い致します。

医 療 法 人 社 団  育 誠 會

北　   総　   栄　   病   　院
TEL   0476-95-6811

病院発　診察終了時 病院発　診察終了時 病院発　診察終了時 病院発　診察終了時 病院発　診察終了時

お　送　り　便　（　出　発　時　間　に　ご　注　意　下　さ　い　）
滑河・羽鳥方面 河内町（長竿）方面 布鎌・南ヶ丘方面 河内町（金江津）方面 南羽鳥・北羽鳥方面

15:17
15:20

15:36 折り返し

15:06

15:33 15:03 15:35 15:08
15:28 15:01
通過経路 14:58 15:27 14:55
15:18 14:55 通過経路 14:53

15:32 15:07

通過経路 通過経路 15:12 14:52
15:15 15:05 14:51 15:10 14:51

14:57 15:00 14:45 15:05 14:44
15:00 15:03 14:48 15:08 関東タイヤ 14:48

14:52 14:54 14:33

14:56 14:56 14:41 15:02 14:40
14:54 14:55 14:36 14:57 14:39

14:54 14:38

（迎え）

14:30 14:40 14:30 14:40 14:30

停留場所 停留場所 停留場所 停留場所 停留場所
（迎え） （迎え） （迎え） （迎え）

滑河・羽鳥方面 河内町（長竿）方面 布鎌・南ヶ丘方面 河内町（金江津）方面 南羽鳥・北羽鳥方面

通過時間

午　　　　　後　　　　　便
月曜日運行 火曜日運行 木曜日運行 金曜日運行 土曜日運行

病院発　　１１：２０ 病院発　　１１：５０ 病院発　　１２：４０ 病院発　　１１：２０ 病院発　　１１：５０ 病院発　　１２：４０

酒直・竜角寺台方面 北辺田・矢口方面 布鎌・南ヶ丘方面 酒直・竜角寺台方面 北辺田・矢口方面 河内町（金江津）方面

9:50 10:50 9:50

お　送　り　便　（　出　発　時　間　に　ご　注　意　下　さ　い　）
月　・　火　・　金　・　土　曜　日 木　曜　日

8:50 9:45 10:47 8:50 9:45
8:45 9:43 10:36 8:45 9:43
8:43 9:40 折り返し 8:43 9:40
8:40 9:37 10:33 8:40 9:37
8:37 9:33 10:31 8:37 9:33
8:33 9:31 10:28 8:33 9:31

通過経路 9:28 10:25 通過経路 9:28
8:28 9:27 通過経路 8:28 9:27
8:25 9:25 10:21 8:25 9:25

長豊橋 10:30
8:23 9:23 10:18 8:23 9:23 10:45北総栄病院　着

竜角寺台２丁目　バス停付近 8:21 9:21 10:15 8:21 9:21竜角寺台２丁目　バス停付近

通過経路 9:16 10:11 通過経路 9:16 10:24片巻

8:13 通過経路 10:06 8:13 通過経路 10:21信号　金江津西

8:10 通過経路 10:03 8:10 通過経路 10:14二本松

8:05 9:05 10:00 8:05 9:05 10:00

通過時間
停留場所

通過時間

（迎え） （迎え） （迎え）
停留場所

通過時間
停留場所

通過時間
停留場所

通過時間

（迎え） （迎え） （迎え）

改正

バ　　ス　　運　　行　　表
午　　　　　前　　　　　便

月　・　火　・　金　・　土　曜　日　運　行 木　曜　日　運　行
酒直・竜角寺台方面 北辺田・矢口方面 布鎌・南ヶ丘方面 酒直・竜角寺台方面 北辺田・矢口方面

長豊ドライブイン

農協金江津支店

豊住工業団地

南羽鳥青年館

15:11

平成25年7月1日

河内町（金江津）方面

停留場所
通過時間

停留場所


