
迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
12:50 　スイミング発 16:40 12:50 　スイミング発 16:40 12:10 　スイミング発 - 12:20 　スイミング発 -
13:22 　◎　第一中学校　(吹上) 17:02 13:26 　セプドール 17:00 :31 　◎　平中通り 15:02 :28 　旧　一野辺パン ①15:04

:27 　◎　鍛冶町 :05 :30 　ふなこし内科 :04 :33 　小僧寿し 根城店 15:00 :30 　吉田管材　 ②15:06
:29 　十日市商店 :08 :31 　◎　八戸工業大学第一高校前 :05 :34 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :59 :36 　石堂生活館 :59
:30 　◎　長者小学校 :09 :32 　◎　中道　(高瀬新聞店前) :06 :35 　みちのく銀行 根城支店 :58 :38 　ローソン 下長店　(下長交番側) :57
:31 　◎　平中通り :10 :35 　青森銀行 湊支店 :10 :36 　居酒屋 楽しや (売市) :56 12:40 　スイミング着 ↑　
:33 　小僧寿し 根城店 :12 :36 　◎　上左比代 :11 :38 　◎　内舟渡 :54 - 　スイミング発 14:55
:34 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :13 :37 　◎　大町一丁目 　(旧ワヤマボール　向かい) :12 :40 　◎　千田 :53
:35 　みちのく銀行 根城支店 :14 :38 　◎　栄町 :13 12:45 　スイミング着 ↑　 内は時間が前後します。

:36 　居酒屋 楽しや (売市) :15 :39 　ＮＴＴ東日本　向かい :14 - 　スイミング発 14:50
:38 　◎　内舟渡 :17 13:50 　スイミング着 17:25
:39 　◎　千田 :18 ※　水曜日・木曜日は運行しません

:40 　◎　下長　　(JA下長隣り) :19
13:45 　スイミング着 17:20

迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
16:40 　スイミング発 16:40 　スイミング発 13:10 　スイミング発 16:10 16:10 　スイミング発 18:50
17:06 　まつりんぐ広場 17:00 　セプドール :25 　◎　平中通り :25 :25 　◎　平中通り 19:05

:09 　室岡整形外科記念病院 :04 　ふなこし内科 :27 　小僧寿し 根城店 :27 :27 　小僧寿し 根城店 :07
:12 　小僧寿し 根城店 :05 　◎　八戸工業大学第一高校前 :28 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :28 :28 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :08
:13 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :06 　◎　中道　(高瀬新聞店前) :29 　みちのく銀行 根城支店 :29 :29 　みちのく銀行 根城支店 :09
:14 　みちのく銀行 根城支店 :10 　青森銀行 湊支店 :30 　居酒屋 楽しや (売市) :30 :30 　居酒屋 楽しや (売市) :10
:15 　居酒屋 楽しや (売市) :11 　◎　上左比代 :32 　八戸小学校正門　向かい :32 :32 　八戸小学校正門　向かい :12
:18 　◎　千田 :12 　◎　大町一丁目 　(旧ワヤマボール　向かい) :33 　トヨタネッツ 前 :33 :33 　トヨタネッツ 前 :13
:19 　◎　下長　　(JA下長隣り) :13 　◎　栄町 :37 　沼館大橋入口 :37 :37 　沼館大橋入口 :17

17:20 　スイミング着 :14 　ＮＴＴ東日本　向かい :41 　き子kid´s助産院 :41 :41 　き子kid´s助産院 :21
17:25 　スイミング着 :43 　100円ショップ ファインズ　(歩道橋下) :43 :43 　100円ショップ ファインズ　(歩道橋下) :23

13:45 　スイミング着 16:45 16:45 　スイミング着 19:25

迎え 停　留　所　名 送り
16:20 　スイミング発 -

:25 　陸奥市川駅 18:53
:26 　◎　むつ市川 :52
:27 　◎　前山 :51
:28 　◎　桔梗野 :50
:29 　◎　陸上自衛隊 :49
:30 　◎　松ヶ丘 :48
:32 　◎　見立山 :46
:33 　◎高館小学校前　(海上自衛隊方面) :47
:34 　日計官舎ロータリー :46
:35 　旧　第２千葉幼稚園 :45
:36 　根岸小学校　向かい :44
:37 　旧　小笠原商店　向かい :43
:38 　八戸整形外科　向かい 18:42

16:40 　スイミング着 ↑　
- 　スイミング発 18:40

ヤクルト八戸スイミング　スクールバス　路線・時刻表　　【  Ａ・Ｉ・Ｅ・Ｄコース   】
吹上・平中・根城 線【Ａ・Ｉコース】 白銀・湊・小中野 線【Ａ・Ｉコース】 柏崎・平中・根城 線【Ｉコース】 石堂・城下 線【Ｉコース】

（月曜日～金曜日）：大きいバス （月曜日/火曜日/金曜日）：小さいバス （土曜日）：大きいバス （土曜日）：小さいバス

陸奥市川・桔梗野・根岸 線【Ｄコース】
（土曜日）：小さいバス

吹上・平中・根城 線【Ｅコース】 白銀・湊・小中野・線【Ｅコース】 平中・根城・沼館 線【Ａコース】 平中・根城・沼館 線【Ｄコース】
（月曜日～金曜日）：大きいバス （月曜日～金曜日）：小さいバス （土曜日）：大きいバス （土曜日）：大きいバス

℡　0178 - 28 - 3031

★５★【◎】印は市営バスと同じ停留所になります。
★４★道路事情等によりバスが遅れる時もあります。 長時間遅れた場合は、スクールへお問い合わせください。
★３★スクールバスの中ではドライバーさんの言うことを聞きましょう。大声を出したり、騒ぐことはやめましょう。
★２★スクールバスが見えたら、手をあげて待ちましょう。
★１★停留所でスクールバスを待つ間、騒いだり、走ったり、よその人に迷惑をかけたりしないように、並んで待ちましょう。



迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
14:45 　スイミング発 - 14:45 　スイミング発 - 14:45 　スイミング発 - 14:45 　スイミング発 17:35
15:04 　◎　下大谷地 18:06 15:03 　◎　平中通り :02 15:05 　◎　東白山台  (ﾕﾆﾊﾞｰｽ 向かい) ①    :55 15:05 　三条小学校付近  ( FLAT通りの歩道 ) 18:02

:05 　◎　浜市川 :05 :05 　小僧寿し　根城店 18:00 :08 　◎　ニュータウン中央 (ﾏﾘｱﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ側) ②    :57 :09 　合同庁舎 :05
:06 　◎　橋向 :04 :06 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :59 :09 　白山台保育園 ③    :58 :12 　フォレスト小笠原 :07
:07 　◎　市川 18:03 :07 　みちのく銀行 根城支店 :58 :11 　白山台小グラウンド入口 ④18:00 :13 　カネマススポーツ 向かい(公園側) :08
:12 　文化美容室 ①   :52 :09 　居酒屋 楽しや 　(売市) :57 :14 　◎　北白山台 :54 :14 　旧 スーパーみなとや 尻内店 :09
:13 　バスターミナル手前　(駐車帯) ③   :54 :11 　◎　内舟渡 :54 :18 　旧　松園湯 :51 :15 　◎　青龍寺 :10
:13 　多賀台中央公園　(郵便局付近) ④   :55 :12 　◎　千田 :53 :19 　馬場頭歩道橋 (公文前) :50 :21 　国立 八戸高専 :16
:14 　旧　多賀台診療所　向かい ⑤   :56 :13 　◎　下長　　(JA下長隣り) :52 :21 　◎　根城博物館前 :47 :22 　田面木小学校前 :17
:15 　旧　リカーやまぐち　向かい ⑥   :57 :19 　◎　高館小学校前 (海上自衛隊方面) :47 :22 　◎　司法センター前 :46 :23 　◎　日赤入口 :18
:16 　三菱社宅内 ②   :53 :20 　◎　海上自衛隊 八戸基地 :45 :23 　穂積建設 :45 :26 　八戸相互車両(ｸｲｯｸｷｯｽﾞ)　向かい :25
:19 　◎　赤畑 :48 :22 　◎　日計ヶ丘 :43 :24 　境皮膚科医院 :44 :27 　西園小学校裏通り　自販機前　 :26
:20 　◎　尻引 :47 :23 　日計官舎ロータリー :42 :25 　◎　南売市 :43 :28 　ファミーユ西園 :27
:23 　◎　むつ市川 :46 :24 　旧　第２千葉幼稚園 :41 :26 　◎　緑ヶ丘 :42 :29 　西園なかよしクラブ (旧　苅田組) :28
:24 　◎　前山 :45 :26 　根岸小学校　向かい :40 :28 　◎　内舟渡 :39 15:40 　スイミング着 18:35
:25 　◎　桔梗野 :44 :29 　旧　小笠原商店　向かい :38 :29 　◎　千田 :38
:26 　◎　陸上自衛隊 :43 :30 　八戸整形外科　向かい 17:37 :30 　ＪＡ下長 17:37
:27 　◎　松ヶ丘 :42 15:35 　スイミング着 ↑　 15:35 　スイミング着 ↑　
:29 　◎　見立山 :40 - 　スイミング発 17:35 - 　スイミング発 17:35
:30 　◎　高館小学校前 (多賀台方面) :39 迎え 停　留　所　名 送り
:32 　◎　小田前 17:37 内は時間が前後します。 15:35頃  城北小前  及び  城北ひまわり (学童) 17:40

15:35 　スイミング着 ↑　
- 　スイミング発 17:35

内は時間が前後します。

迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
14:45 　スイミング発 - 15:00 　スイミング発 - 14:10 　スイミング発 16:50 13:45 　スイミング発 -
15:00 　◎　東白山台  (ﾕﾆﾊﾞｰｽ 向かい) ②17:57 :15 　城下小学校正門 付近 17:54 :25 　◎　平中通り 17:05 14:05 　本村保育園 17:25

　《 白山台 児童センター前通過 》 :18 　ぬまだて食堂 (東和ﾋﾞﾙ) :51 :27 　小僧寿し根城店 :07 :15 　GREEN　HOMES  (旧 ラーメン大龍) :20
:03 　◎　ニュータウン中央 (ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ) ③18:00 :21 　沼館大橋入口 :48 :28 　青い森信金 根城支店前 (根城小向かい) :08 :16 　◎　上市川下 :19
:07 　西白山台小学校 ④   :05 :25 　き子kid´s助産院 :44 :29 　みちのく銀行 根城支店 :09 :17 　◎　上市川小学校前 :18
:09 　◎　西白山台 ⑤   :06 :27 　100円ショップファインズ (歩道橋下) :42 :30 　居酒屋 楽しや 　(売市) :10 :19 　◎　池ノ堂 :16
:10 　◎　ニュータウン南 ⑥   :07 :31 　城北小学校正門 前 ①   :38 :33 　八戸小学校正門　向かい :13 :21 　◎　石呑 :14
:10 　◎　南白山台 ⑦   :07 :32 　城北ひまわり (学童) ②   :39 :33 　西松屋　向かい :13 :22 　◎　轟木 :12
:11 　◎　水道企業団前 ⑧   :08 15:35 　スイミング着 ↑　 :34 　ｺﾞﾙﾌｼｮｯﾌﾟグルッぺ :14 :23 　轟木保育園　向かい :11
:12 　白山台小グラウンド入口 ⑨   :09 - 　スイミング発 17:35 :35 　ぬまだて食堂 (東和ﾋﾞﾙ) :15 :24 　◎　和野 :10
:15 　◎　北白山台 ①17:56 :37 　沼館大橋入口 :18 :26 　◎　赤畑 :09
:18 　小僧寿し根城店 :45 :41 　き子kid´s助産院 :22 :27 　◎　尻引 :08
:19 　青い森信金 根城支店前 (根城小向かい) :44 :43 　100円ショップファインズ (歩道橋下) :24 :28 　◎　むつ市川 :07
:20 　みちのく銀行 根城支店 :43 14:45 　スイミング着 17:25 :29 　◎　前山 :06
:21 　居酒屋 楽しや 　(売市) :42 :30 　◎　桔梗野 :05
:24 　◎　内舟渡 :39 :32 　◎　松ヶ丘 :03
:25 　◎　千田 17:37 :33 　◎　見立山 17:02

15:30 　スイミング着 ↑　 14:40 　スイミング着 ↑　
- 　スイミング発 17:35 - 　スイミング発 16:50

内は時間が前後します。

★１★停留所でスクールバスを待つ間、騒いだり、走ったり、よその人に迷惑をかけたりしないように、並んで待ちましょう。
★２★スクールバスが見えたら、手をあげて待ちましょう。
★３★スクールバスの中ではドライバーさんの言うことを聞きましょう。大声を出したり、騒ぐことはやめましょう。
★４★道路事情等によりバスが遅れる時もあります。 長時間遅れた場合は、スクールへお問い合わせください。
★５★【◎】印は市営バスと同じ停留所になります。 ℡　0178 - 28 - 3031

（水曜日）：大きいバス （水曜日）：小さいバス （土曜日）：大きいバス （土曜日）：小さいバス

金曜日のみ

※道路状況及び悪天候により到着が遅れる場合があります。

白山台・根城・内舟渡 線 城下・沼館・石堂 線 平中・城下・沼館 線 本村・上市川・轟木・桔梗野 線

ヤクルト八戸スイミング　スクールバス　路線・時刻表　　【Ｂコース 】
浜市川・多賀台・桔梗野 線 平中・根城・日計 線 白山台・売市 線 三条・尻内・田面木 線
（月曜日・木曜日）：大きいバス （月曜日・木曜日）：小さいバス （火曜日・金曜日）：大きいバス （火曜日・金曜日）：小さいバス



迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
15:45 　スイミング発 - 15:45 　スイミング発 - 15:40 　スイミング発 - 15:40 　スイミング発 18:35

:59 　◎　下大谷地 19:10 :59 　二ﾂ家調剤薬局 19:06 :58 　◎　一日市 19:11 16:05 　薬王堂 ②    :55
16:00 　◎　浜市川 :09 16:01 　◎　上大杉平 :04 16:00 　◎　八幡 :09 :09 　三条小学校付近  ( FLAT通りの歩道 ) ①18:52

:01 　◎　橋向 :08 :02 　◎　八戸高校前 :03 :01 　◎　八幡神社前 :08 :14 　合同庁舎 19:00
:02 　◎　市川 :07 :03 　◎　平中通り :02 :02 　ローソン :07 :17 　フォレスト小笠原 :03
:05 　旧　堀川酒店 :04 :05 　小僧寿し 根城店 19:00 :03 　上田面木保育園　入口 :05 :18 　カネマススポーツ 向かい(公園側) :04
:06 　藤ヶ森生活館　向かい :03 :06 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :59 :04 　◎　田面木　 19:04 :19 　旧 スーパーみなとや 尻内店 :05
:07 　観光ＰＲセンター(百石)　味祭館 :02 :07 　みちのく銀行 根城支店 :58 :10 　◎　東白山台  (ﾕﾆﾊﾞｰｽ 向かい) ①   :55 :20 　◎　青龍寺 :06
:09 　◎　おいらせ病院　前 :01 :09 　居酒屋 楽しや 　(売市) :57 - 　《 白山台 児童センター前通過 》 - :25 　国立 八戸高専 :12
:10 　◎　高屋敷 19:00 :11 　◎　内舟渡 :54 :13 　◎　ニュータウン中央 (ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ側) ②    :57 :26 　田面木小学校前 :13
:12 　文化美容室 ①   :52 :12 　◎　千田 :53 :15 　◎　北白山台 :54 :27 　◎　日赤入口 :14
:13 　バスターミナル手前　(駐車帯) ③   :54 :13 　◎　ＪＡ下長 :52 :18 　旧　松園湯 :51 :30 　八戸相互車両 (ｸｲｯｸｷｯｽﾞ)　向かい :16
:13 　多賀台中央公園　(郵便局付近) ④   :55 :19 　◎　高館小学校前 (海上自衛隊方面) :47 :19 　馬場頭歩道橋 (公文前) :50 :31 　西園小学校裏通り　自販機前　 :17
:14 　旧　多賀台診療所　向かい ⑤   :56 :20 　◎　海上自衛隊 八戸基地 :45 :21 　◎　根城博物館前 :48 :32 　ファミーユ西園 :18
:15 　旧　リカーやまぐち　向かい ⑥   :57 :22 　◎　日計ヶ丘 :43 :22 　◎　司法センター前 :47 :33 　西園なかよしクラブ　(旧　苅田組) :19
:16 　三菱社宅内 ②   :53 :23 　日計官舎ロータリー :42 :23 　穂積建設 :46 16:40 　スイミング着 19:35
:19 　◎　赤畑 :48 :24 　旧　第２千葉幼稚園 :41 :24 　境皮膚科医院 :43
:20 　◎　尻引 :47 :26 　根岸小学校　向かい :40 :26 　◎　緑ヶ丘 :42
:23 　◎　むつ市川 :46 :29 　旧　小笠原商店　向かい :38 :28 　◎　内舟渡 :40 内は時間が前後します。

:24 　◎　前山 :45 :30 　八戸整形外科　向かい 18:37 :29 　◎　千田 :39
:25 　◎　桔梗野 :44 16:35 　スイミング着 ↑　 :30 　ＪＡ下長 18:37
:26 　◎　陸上自衛隊　 :43 - 　スイミング発 18:35 16:35 　スイミング着 ↑　
:27 　◎　松ヶ丘 :42 - 　スイミング発 18:35
:29 　◎　見立山 :40
:30 　◎　高館小学校前 (多賀台方面) :39
:32 　◎　小田前 18:37

16:35 　スイミング着 ↑　
- 　スイミング発 18:35 内は時間が前後します。

迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り 迎え 停　留　所　名 送り
15:45 　スイミング発 - 15:45 　スイミング発 18:35 迎え 停　留　所　名 送り 14:50 　スイミング発 17:50
16:00 　◎　東白山台  (ﾕﾆﾊﾞｰｽ 向かい) ②18:57 15:54 　西松屋 前 :44 14:50 　スイミング発 - 15:10 　◎　労災病院前 18:10

- 　《 白山台 児童センター前通過 》 - ：55 　ヤクルト城下センター :45 15:17 　◎　東白山台  (ﾕﾆﾊﾞｰｽ 向かい) ②18:01 :12 　◎　北高校前 :12
:03 　◎　ニュータウン中央 (ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ) ③19:00 :58 　デーリー東北前 (本八戸駅) :48 　《 白山台 児童センター前通過 》 :13 　マエダストア 大久保店 :13
:07   みどりの風 北ウイング前 ④   :04 16:00 　ホテルパールシティー :50 :20 　◎　ニュータウン中央 (ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ) ③18:04 :15 　白銀台郵便局　向かい :15
:08 　◎　ニュータウン西 ⑤   :05 :03 　城下小学校正門 付近 :53 :24 　西白山台小学校 ④   :07 :16 　◎　岬台団地入口 :16
:09 　◎　西白山台 ⑥   :06 :06 　ぬまだて食堂 (東和ﾋﾞﾙ) :56 :26 　◎　西白山台 ⑤   :09 :19 　◎　忍町 :19
:10 　◎　ニュータウン南 ⑦   :07 :09 　沼館大橋入口 :59 :27 　◎　ニュータウン南 ⑥   :10 :21 　◎　ユニバース 白銀店前 :21
:10 　◎　南白山台 ⑧   :07 :11 　田名部整形外科　向かい 19:01 :27 　◎　南白山台 ⑦   :10 :23 　ふなこし内科 :23
:11 　◎　水道企業団前 ⑨   :08 :14 　大久保薬店　(ｹﾝﾀｯｷｰ裏通り) :04 :28 　◎　水道企業団前 ⑧   :11 :24 　◎　八戸工業大学第一高校前 :23
:12 　白山台小グラウンド入口 ⑩   :09 :15 　しんどう歯科 :05 :29 　白山台小グラウンド入口 ⑨   :12 :25 　◎　中道　(高瀬新聞店前) :25
:15 　◎　北白山台 ①18:56 :17 　ハリカ 八戸店 :07 :32 　◎　北白山台 ①18:00 :29 　青森銀行 湊支店 :29
:18 　小僧寿し 根城店 :45 :20 　城北小学校 正門 :10 :35 　小僧寿し根城店 17:56 :30 　◎　上左比代 :30
:19 　青い森信金 根城支店前(根城小向かい) :44 :21 　城北ひまわり (学童) :11 :36 　青い森信金 根城支店前 (根城小向かい) :55 :31 　◎　大町一丁目 　(旧ワヤマボール　向かい) :31
:20 　みちのく銀行 根城支店 :43 :22 　クリーニング イルカ :12 :37 　みちのく銀行 根城支店 :54 :33 　◎　ＮＴＴ東日本　向かい :33
:21 　居酒屋 楽しや 　(売市) :42 16:25 　スイミング着 19:15 :39 　居酒屋 楽しや 　(売市) :52 :42 　石堂生活館 :42
:24 　◎　内舟渡 :39 　 :41 　◎　内舟渡 :50 :45 　ローソン 下長店　(下長交番側) :45
:25 　◎　千田 18:37 :42 　◎　千田 17:49 15:50 　スイミング着 18:50

16:30 　スイミング着 ↑　 15:45 　スイミング着 ↑　
- 　スイミング発 18:35 内は時間が前後します。 - 　スイミング発 17:45

★１★停留所でスクールバスを待つ間、騒いだり、走ったり、よその人に迷惑をかけたりしないように、並んで待ちましょう。

★２★スクールバスが見えたら、手をあげて待ちましょう。

★３★スクールバスの中ではドライバーさんの言うことを聞きましょう。大声を出したり、騒ぐことはやめましょう。

★４★道路事情等によりバスが遅れる時もあります。 長時間遅れた場合は、スクールへお問い合わせください。

★５★【◎】印は市営バスと同じ停留所になります。

鮫・白銀・湊・小中野 線

ヤクルト八戸スイミング　スクールバス　路線・時刻表　　【 Ｃコース  】
百石・浜市川・多賀台・桔梗野 線 図南・根城・日計 線 八幡・白山台・売市 線 三条・尻内・田面木 線

（月曜日・木曜日）：大きいバス （月曜日・木曜日）：小さいバス （火曜日・金曜日）：大きいバス （火曜日・金曜日）：小さいバス

（水曜日）：大きいバス （水曜日）：小さいバス （土曜日）：大きいバス （土曜日）：小さいバス

℡　0178 - 28 - 3031

※金曜日のＣコースは
城北小学校、城北ひまわり(学童)はバスは通りません。

白山台・根城・内舟渡 線 城下・沼館・石堂 線 白山台・根城・内舟渡 線


