
朝夕で路線が変わります　帰り一本の場合は朝と同じ

平 日 登 校 線

武蔵ヶ丘線52名 荒尾線19名 玉名線10名 西熊本線23名 菊南線65名 上熊本線57名 神水線60名 木山線38名 大津線47名 黒木線25名 八女線32名

明林堂麻生田店ＡＡ セブン桜山店  ＡA 菊水ヒライ　　ＤＤ クレナイホテルAA 元気森公園武蔵野台　ＡＡ 上熊本駅バス停ＡＡ 神水肥後銀行ＡＡ 小楠公園　ＡＡ ナフコ大津　ＡＡ 体育センターＡＡ 伝統工芸館　　ＡＡ

7:00 6:47 6:40 6:53 6:45 7:00 6:47 6:40 7:02 7:10 7:23

肥後銀行楠支店  ＡＡ コスモスＧランドＡA 玉名駅　　   ＢB すし市場　　AA 新地バス停　ＡＡ 藤崎宮前　　　ＡＡ 帯山中ﾊﾞｽ停ＡＡ 高速下古閑バス停ＡＡ 大津道の駅　ＡＡ 豊岡グラウンドＡＡ 八女総合体育館ＡＡ

7:04 6:59 7:00 6:55 6:50 7:09 6:50 6:42 7:05 7:14 7:30

沖畑団地バス停ＡＡ ヌルボン  　　ＡA 松下電機跡　ＢＢ 西熊本駅ＫＫＴ住宅展示場AA 中島バス停　ＡＡ 電鉄北熊本駅前　ＡＡ 松の本バス停ＡＡ 寺迫（スーパーキッド）　ＡＡ イオン大津　ＡＡ 湯辺田バス停 ＡＡ 中島バス停　　ＡＡ

7:05 7:03 7:15 7:03 6:51 7:12 7:03 6:48 7:12 7:17 7:32

ダイソ-武蔵ヶ丘店ＡＡ 荒尾市消防団第４分団付近ＤＤ もやいのさと　DD 小島産交      AA 杉下バス停　ＡＡ 化血研前　　　ＡＡ 神園　　ＡＡ テクノバス停  AA 大津室　　　ＡＡ 長野バス停　　ＡＡ 立花町役場　　ＡＡ

7:08 7:12 7:42 7:15 6:51 7:17 7:04 6:58 7:19 7:20 7:34

明林堂武蔵ヶ丘ＡＡ コメリ庄山店　ＤＤ 坂下バス停　ＤＤ 小天セブン　AA 菊南ハロ-ディＢＢ 北部総合支所　ＢＢ 廣街道バス停ＡＡ 味千ラーメン西原店ＡＡ ホンダ入口　ＡＡ 吹春バス停　　AＡ 鹿北総合支所 ＣＣ

7:10 7:14 7:47 7:36 7:00 7:25 7:12 7:05 7:24 7:37 8:00

肥後銀行光の森ＡＡ 新大牟田駅　　AA やさい畑　　ＤＤ マルエイ伊倉店ＢB ポリテクバス停ＢＢ 植木きくかわ　　ＢＢ 村の上バス停ＡＡ ヒライ西原店ＡＡ 旭志道の駅 　BＢ 三楠　　　  ＣＣ

7:11 7:40 7:55 7:45 7:11 7:33 7:15 7:07 7:30 7:50

Mバリュ光の森ＡＡ ローソン関東店　ＤＤ 伊倉駅入口　ＢB 再春荘バス停ＢＢ 北区役所　　　ＣＣ 大丸木材近くＡＡ 森北  ＢＢ 龍口公民館　ＤＤ 弁天　　　  ＣＣ

7:14 7:51 7:51 7:15 7:45 7:20 7:45 7:59 7:52

熊本銀行合志店ＡＡ 楮原バス停　　　ＤＤ 玉東郵便局　ＢB 孔子公園前   ＢＢ 平田機工　　　ＣＣ 竹迫セブン　ＢＢ 野間口　ＣＣ 津袋　ＤＤ 細永　　　　ＤＤ

7:17 7:52 7:59 7:30 7:50 7:30 7:53 8:00 7:58

合志中バス停   ＢＢ 春富　　　　　ＤＤ 養生園バス停ＢＢ 味取　　　　　CＣ 桜山団地入口ＢＢ メロンドームＣＣ 山鹿ミカエルＤＤ

7:25 7:58 7:32 7:55 7:35 7:57 8:14

宮川医院      ＢＢ 三加和支所　　ＤＤ 花房　　   　ＢＢ 中原　　　　　ＤＤ ヤクルト　ＣＣ 日置　　　　ＤＤ さくら湯　　　ＤＤ

7:31 8:03 7:35 7:57 7:53 8:10 8:17

野々島         ＢＢ 鹿本支所　ＤＤ

7:40 8:00

泗水西小      ＣＣ Mr．Max前ＤＤ

7:46 8:02

豊田　   　ＤＤ 鹿校通2丁目ＤＤ

7:57 8:05

植木温泉入口　 ＤＤ

7:58
宮原バス停　ＤＤ
8:00

16：00便

平 日 下 校 便 荒尾線 玉名線 西熊本線 菊南線 上熊本線 木山線 大津線 八女線

武蔵ヶ丘線
宮原バス停 三加和支所 やさい畑 玉東郵便局 花房 中原 山鹿ミカエル 帯山中バス停 日置　　　　 さくら湯 細長
植木温泉入口 春富 坂下バス停 伊倉駅入口 養生園バス停 味取 津袋 神水肥後銀行 鹿本支所 鹿校通2丁目 鹿北総合支所
豊田 楮原バス停 もやいのさと マルエイ伊倉店 孔子公園 平田機工 龍口公民館 メロンドーム Mr.Max山鹿店前 弁天
泗水西小 ローソン関東店　 松下電機跡 小天セブン 再春荘前(御代志駅) 五霊中学校 桜山団地入口 ヒライ西原店 野間口 三楠
野々島 コメリ庄山店 玉名駅 小島産交 ポリテクバス停 植木きくかわ　　 竹迫セブン 味千ラーメン西原店 ヤクルト 吹春バス停　　
宮川医院 荒尾市消防団第４分団付近 菊水ヒライ 西熊本ＫＫＴ住宅展示場 菊南ハロ-デイ 北部総合支所前 大丸木材近く テクノバス停 森北 立花町役場
合志中バス停 ヌルボン　　 菊水インタ― すし市場 須屋西 南原バス停 村ノ上バス停 寺迫 旭志道の駅 東中島バス停
熊本銀行合志店 コスモスＧランド　 クレナイホテル 杉下バス停 化血研前 廣街道バス停 高速下古閑バス停 ホンダ入口 中島バス停
マックスバリュ光の森 セブン桜山店 中島バス停 電鉄北熊本駅 火の国ハイツ 小楠公園 大津室 八女市総合体育館
肥後銀行光の森 新地バス停 藤崎宮前 神園 イオン大津店 八女伝統工芸館
明林堂武蔵ヶ丘店 元気森公園武蔵野台 上熊本駅バス停 松の本バス停 大津道の駅
ダイソ-武蔵ヶ丘店 黒木線
沖畑団地　 黒木線は朝便のみ
肥後銀行楠支店 16時便は無し
明林堂麻生田店 ただし、夕方一便

の場合は運行します
18:00台便 荒尾線 玉名線 西熊本線 神水大津合同線 木山大津合同線 八女黒木合同線

新大牟田駅は朝便と
主に18：10か18：30 夕方2便目のみ運行 4時便と同じ 4時便と同じ さくら湯 松の本バス停 日置　　　　 寺迫 細永 湯辺田バス停
明林堂武蔵ヶ丘→ダイソー 武蔵菊南合同線 鹿校通2丁目バス停 帯山中バス停 鹿本支所 高速下古閑バス停 鹿北総合支所 豊岡グラウンド
Mバリュ－光の森、元気の森 山鹿ミカエル 菊南ハローデイ 上熊本線 Mr.Max山鹿店前 神水肥後銀行 メロンドーム 小楠公園 弁天 体育センター
熊本銀行→コスモス合志店 津袋 須屋西 宮原バス停 南原バス停 ヤクルト 野間口 三楠
合志中、宮川医院→辻久保 龍口公民館 明林堂麻生田店 植木温泉入口 化血研前 旭志道の駅 森北　 吹春バス停　　
新地、中島、鈴ヶ原バス 花房 肥後銀行楠支店 豊田 電鉄北熊本駅 桜山団地入口 ホンダ入口 立花町役場
停、尚絅大→明林堂麻生田 養生園 沖畑団地 中原 藤崎宮前 竹迫セブン 大津室 東中島バス停
か肥後銀行楠支店 孔子公園 ダイソー武蔵ヶ丘店 味取 上熊本駅バス停 大丸木材近く イオン大津店 中島バス停

辻久保 コスモス合志店 五霊中学校 村ノ上バス停 ヒライ西原店 八女市総合体育館
再春荘前(御代志駅) 植木きくかわ 廣街道バス停 味千ラーメン西原店 八女伝統工芸館
ポリテクバス停 北部総合支所前 神園 テクノバス停 長野バス停

神水線

2020年度　スクールバス時刻表 

1・２・３年生・NM1年生　Ａ￥1０.０００　Ｂ￥９.０００　Ｃ￥８.０００　Ｄ￥７.０００　/月額　　　NM2年生⇒　A￥６.０００　B￥５.４００　／月額 課外で18：10または18：30のバス送迎時間発生時は路線変更あり

　　　　　　　　　　 C￥４.8００　D￥４.２００　／月額

2020年４月１0日（金）朝から運用


