
一宮・イオン木曽川縁
イオンモール
豆E面入口まで

毎日乗り入れ
開始日

パスはいつ来るの？がすくわかる！！1

■名鉄バス一宮地区、トバス

」■　バス停に貼ってある

ステッカーのQRコードを

携帯電話、スマートフォンで

読みとるだけ！
詳しくは専用チラシをご覧ください。

整姦通遷虚血

※定期券の設定はありません。

／EON MALL
イオンモール木曽川

営業時間

◎専門店・・・・・・・・

◎3階レストラン往巨・・
・⑳イオン木曽川店・・・・

（1階食品売場・・・・

◎セガおもしろ遊戯御殿・

◎TOHOシネマズ‥・

・10・00～22・00

・10：00一一22・〇〇

・900～2300

・8：00～23：00）

・10．00～23：00

・10：00～24：00

イオンモール専門店のおトクな日♪
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豊澄ま慧義盛

名鉄一宮駅④番のりば●馬寄◆木曽川庁舎◆イオンモール木曽川（平成27年1。月1。改正，

名鉄ハス株式会社 　一宮営業所 ℡0586－72－1012 ��ヨ■禦■E■臣瀾覿爛■棚■駐≡　■‾1 �08：21 �09：21 �10：21 �11：21 �12：21 �13：21 �14：21 �15：21 �16：21 �17：21 

＿覇櫻講談婚 �08：27 �09：27 �10：27 �11：27 �12：27 �13：27 �14：27 �15：27 �16：27 �17：27 

音　　　　　　　　　　　羽 �08：27 �09：27 �10：27 �11：27 �12：27 �13：27 �14：27 �15：27 �16：27 �17二27 

朗 �08：29 �09：29 �10：29 �11：29 �12：29 �13：29 �14：29 �15：29 �16：29 �17：29 

イオンモール木曽川 ■■馴巨附■■■■ � �酒　　　見　　　神　　　社 �08：30 �09：30 �10：30 �11：30 �12：30 �13：30 �14：30 �15：30 �16：30 �17：30 

08：32 08：32 �09：32 09：32 �10：32 10：32 �11：32 11：32 �12：32 12：32 �13‘32 �14：32 14：32 �15：32 15：32 �16：32 16：32 �17：32 17：32 

馬　　　　　専　　　　　南 ������13：32 

二重二一三J‾＿三一‾－r三・二二‾・－＿≡；羊・一・宴－≡・三一‾三㌔二子・．三菱三㌧≡…≡…きき≡≡≡≡萱葦讃一葉詔 �08：34 �09：34 �10：34 �11：34 �12：34 �13：34 �14：34 �15：34 �16：34 �17：34 

門　　　　　間　　　　　西 �08：36 �09ニ36 �10：36 �11：36 �12：36 �13：36 �14：36 �15：36 �16：36 �17：36 

馨二重子羊二二一二三三三二一料≡事ニー；旨≡‾l‡匿妻讃 �08：37 �09：37 �10：37 �11：37 �12：37 �13：37 �14：37 �15：37 �16：37 �17：37 

外　　　割　　　田　　　南 �08：38 �09：38 �10：38 �11：38 �12：38 �13：38 �14：38 �15：38 �16：38 �17：38 

灘■∴－．‾二∴二一一、二．‾一二・二‡・一一一Jr．‘・∴二勃 �08：39 �09：39 �10：39 �11：39 �12：39 �13：39 �14：39 �15：39 �16ニ39 16：39 �17：39 17：39 

木　曽　川　中　学　校l �08：39 �09：39 �10：39 �11：39 �12：39 �13：39 �14：39 �15：39 

イオンモール木曽川（西駐車場前） �08：40 �09：40 �10：40 �11：40 �12：40 �13：40 �14：40 �15：40 �16：40 �17：40 1き梨nLr一一一J』＝』 � 

イオンモール木馴1（正面入口） �08：44 �09：44 �10：44 �11：44 �12：44 �13：44 �14：44 �15：44 �16：44 �17：44 
m音垂主潮　　　疇‾一‾「 
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革おもて面の－目線にそって切りとってください。

7

イオンモール木曽川●木曽川庁舎◆馬寄■名鉄一宮駅　　　　（平成27年，。月，。改正）

レオンモール木曽川（西監華場前） �－ �08：40 �09：40 �10：40 �11：40 �12：40 �13：40 �14：40 �15：40 �16：40 �17：40 

崇　　　　　　誓‾1灘薗壇＿・ごj＿酌＞ �▲07：47 �08：47 �09：47 �10：47 �11：47 �12：47 �13：47 �14：47 �15：47 �16：47 �17：47 

木　曽　Jl■　中　学　校 �07：51 �08：51 �09：51 �10：51 �11：51 �12：51 �13：51 �14：51 �15：51 �16：51 �17：51 

熟読宣最淡一薄結・：≡三一難業一覧‾…、謡華 �、07：52 �08：52 �09：52 �10：52 �11：52 �12：52 �13：52 �14：52 �15：52 �16：52 �17：52 

外　　　割　　　田　　　南 �07：53 �08：53 �09：53 �10：53 �11：53 �12：53 �13：53 �14：53 �15：53 �16：53 �17：53 

齢一一＿二・三一紫三三．一一三二≡‡＿‾一美矧‾三二、－・、＿、．‡言…浮 �妻07：55 �08：55 �09：55 �10：55 �11：55 �12：55 �13：55 �14：55 �15：55 �16：55 �17：55 

門　　　　　　間　　　　　西 �07：56 �08：56 �09：56 �10：56 �11：56 �12：56 �13：56 �14：56 �15：56 �16：56 �17：56 

蒜 �107：59 �08：59 �09：59 �10：59 �11：59 �12：59 �13：59 �14：59 �15：59 �16：59 �17：59 

馬　　　　　寄　　　　　南 �07：59 �08：59 �09：59 �10：59 �11：59 �12：59 �13：59 �14：59 �15：59 �16二59 �17二59 

督予断…潜‾葦鍛葦半ぎ、‡涯 �08：00 �09：00 �10：00 �11：00 �12：00 �13：00 �14：00 �15：00 �16：00 �17：00 �18：00 

酒・　見　　　神　　　社 �08：02 �09：02 �10：02 �11：02 �12：02 �13：02 �14：02 �15：02 �16：02 �17：02 �18：02 

三…一夢二、……－、…－：一一一、－≡一一三一≡言・三三芸≡…三三r妄三r‾一一一≡……三二害毒三…≡…三・…葉‾薫き一・‾≡‡芸…至芸…≡‥蓬栄 �08：03 �09：03 �10：03 �11：03 �12：03 �13：03 �14：03 �15：03 �16：03 �17：03 �18：03 

音　　　　　　　　　　　　羽 �08：05 �09：05 �10：05 �11：05 �12：05 �13：05 �14：05 �15：05 �16：05 �17：05 �18：05 

竃盲 �08：05 �09：05 �10：05 �11：05 �12：05 �13：05 �14：05 �15：05 �16：05 �17：05 �18：05 

名　鉄　l　害　駅　贅 �08：11 �≡09＝11 �10：11 �11：11 �12：11 �13：11 �14：11 �15：11 �16：11 �17：11 �18：11 

※尾張一宮駅前は経由しません。

A


