
f－ノ†ス漕
一宮コース

時刻表

酢平成27年10月1日版
●運賃：－乗車

大　　人 �小学生 �小学生未満 

200円 �100円 �無　料 
（※100円） �（※50円） 

●特別運賃区間：木曽川庁舎一環境センター乗－エコハウス138間

大人100円（※50円）小学生50円（※30円）小学生未満無料

※（）内は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ち甲方で、

降車時に手帳を提示された方及び介添えのための付き添い者（介添和切要

な方1名に対して1名まで）の運賃　　　　　　　　　一書
山仙童已＿＿　＿＿

●回数券：100円券11枚つづりを1，000円で販売

100円未満の運賃の場合は使用できません。

●1日乗車券：大人500円　小学生250円

＊回数券、1日乗車券は生活交通パスも共通で使用できます。

●lCカードmanacaが利用できます

●毎日運行（12月29日～1月3日を除く）

●車イスのままで乗車できます

「バスはいつ来る？」がすぐわかる！！

爬郡形声二喝媚職
パスの現在位置や遅れ時間などの運行状況を携帯電話・パソコンから閲覧できるサービスですl古く【宣

l

屈

開明東　北宮後　今伊勢中保育園

一宮西病院

二二：二二二二二ご此れ

市民病院行　　木曽川庁舎行

一宮市マスコットキャラクター

［　市民病院行 �¶■木曽川庁舎行 

忘れもの、運行状況等の問い合わせ先

名鉄パス一宮営業所TEL（0586）72－10噛

遍最悪遇TEL（0586）28・8955

清新勤諒 � �� ��� �����17：58 

0木曽川庁舎郵 �画8：58 　至 ��　　毒＋＋＋≦ 9＝58要一0＝5畔叫 　毒 

○環境センター乗 �7：59 �8：59 �竺華中9 ���12：59 �13：59 �軸16‥59 ���17：59 

0エコハウス138障再訂 ���10：0申01桓一画 ����14‥叫竺竺 14＝03115＝03 ��　　蔓 16：01 �17：01 �18：01 

0吉田　18＝03匝 ���福音酉12：03 ���13：03 ���16：03 �セ亘18＝03 

○テニス場 �可9伽 ��頭1空竺 ���13：04 �竺竺頭重頭18‥掴 

○山島 �8：05 �9＝0510：0511：05l12＝05座 �����14：05 �15：05 �16‥0吐竺 ��18：05 

○今伊勢中保育園恒7 ��9‥07竺竺匝垂 ����13：07四07を15：07 　　　さ ���16：07匝7匝7 

○北宮後 �車中1聖1聖和 �����13：08 �14：08 �竺竺竺 ��17：0818：08 

○開明東　経09 ��9＝09恒9竜頭12‥09 ����13：09 �14：09星15：095 －」－ ��十16：09 �17：09恒9 

◎－宮西病院 �8：14 �「珂10‥聖竺 ���亘司 �13：14 �14：14 �15：14 �16：14頭18：14 

◎西宮後　　画6 ��空也山東空 ����13両 �14：16 l �1叫頭竺竺 ���18：16 

⑬天王 �8：19 �9：19 �10：19l‖‥19 ��12：19 �13：19 �14‥19F蒜 ��16：19 �17：19 �18：19 

◎計宮新　座0庫0恒0恒0桓0匝0 �������14：20桓0桓0担型18‥20 

◎稲荷公園 �8：21吐吐l竺 ����空叫竺 ��サ普 ��16：21 �17：21 �18：21 

二回諒 ��9叫頭目‥24 ���12：24 �13：24 �蔓14：24 �恒4匝4恒4桓4 
… 画8：30 ��脚1 9：聖竺 ��車中 ��　i －3‥30両0轡0 　竜 ���竺禦7：30桓0 　雲 

◎本町南 �8＝33t可10：33lll‥33 ����12：33 �13：33恒＝33 ��15：33 �16：33 �17：3318：33 

◎一宮市役所　阿 ��可両頭 ���車重車15：35 ����竺謂1亘－8：35 

⑬鮨大雄会病院前面 ��可寺請 ��11：36 �12：36 �13：3614：36 ��15：3616：3617：36 ���18：36 

◎羽衣　　盲諒 ��空也吐奥空1叫竺竺 ������　≦ 竺空室頭17‥38匝8 

⑳平島公園野球場 �8：39 �9：3910：3911：39 ���空転竺 ��14：39 �15：3916：39 ��17：39 �18：39 

◎闇仔とも文憫謙車41 ��　　重　き 9可塑聖しき12：41 ����13：41 �画聖聖地18：41 

◎藤塚町 �8＝42匝 ��10：42 �11：42 �l－2：42 �空頭竺竺座」讐18：42 

⑳下沼町　　五五 ��9叫10舶恒劇 　i ���12叫3創 ��14：44 �「Ⅷ‾削1 15叫16：朋…17舶照朋 　　蔓 

⑳中保健センター �可諒元高 ���11：45 �空包13：45 ��14‥4515：45竺竺じ亘竺竺 

◎市民病院着廟9：49両五村議49 ������13：49 �14：49桓桓恒9轡9 　　　　ヨ 

いちみん

拓 �時刻表は市携帯サイトで見られます http：／／www．city．ichinomiya．aichi．jp／k／bus 

（平成27年10月現在）

刺i■■ �ロ �臼 �田 �】：： � �田 �Ea �田 �l；： �田 � 

⑳市民病院　発 � �8：49 �9：49 �10：49 �11：49 �12：49 �13：49 �14：49 �15：49 �16：49 �17：49 

⑳中保健センター � �8：51 �9：51 �10：51 �11：51 �12：51 �13：51 �14：51 �15：51 �16：51 �17：51 

⑳下沼町 � �8：52 �9：52 �10：52 �11：52 �12：52 �13：52 �14：52 �15：52 �16：52 �17：52 

⑳藤塚町 � �8：54 �9：54 �10：54 �11：54 �12：54 �13：54 �14：54 �15：54 �16：54 �17：54 

◎市態折とも文闇国謝 � �8：56 �9：56 �10：56 �11：56 �12：56 �13：56 �14：56 �15：56 �16：56 �17：56 

⑳平島公園野球場 � �8：57 �9：57 �10：57 �11：57 �12：57 �13：57 �14：57 �15：57 �16：57 �17：57 

◎羽衣 � �8：59 �9：59 �10：59 �11：59 �12：59 �13：59 �14：59 �15：59 �16：59 �17：59 

⑬総合大雄会病院前 � �9：01 �10：01 �11：01 �12：01 �13：01 �14：01 �15：01 �16：01 �17：01 �18：01 

◎一宮市役所 � �9：03 �10：03 �11：03 �12：03 �13：03 �14：03 �15：03 �16：03 �17：03 �18：03 

◎本町南 � �9：05 �10：05 �11：05 �12：05 �13：05 �14：05 �15：05 �16：05 �17：05 �18：05 

¢尾張一宮駅 � �9：07 �10：07 �11：07 �12：07 �13：07 �14：07 �15：07 �16：07 �17：07 �18：07 

◎名鉄一宮璃 � �9：12 �10：12 �11：12 �12：12 �13：12 �14：12 �15：12 �16：12 �17：12 �18：12 
8：17 �9：17 �10：17 �11：17 �12：17 �13：17 �14：17 �15：17 �16：17 �17：17 �18：17 

¢稲荷公園 �8：18 �9：18 �10：18 �11：18 �12：18 �13：18 �14：18 �15：18 �16：18 �17：18 �18：18 

⑬西一宮駅 �8：19 �9：19 �10：19 �11：19 �12：19 �13：19 �14：19 �15：19 �16：19 �17：19 �18：19 

¢天王 �8：20 �訣20 �10：20 �11：20 �12：20 �13：20 �14：20 �15：20 �16：20 �17：20 �18：20 

◎西宮後 �8：22 �9：22 �10：22 �11：22 �12：22 �13：22 �14：22 �15：22 �16：22 �17：22 �18：22 

◎一宮西病院 �8：26 �9：26 �10：26 �11：26 �12：26 �13：26 �14：26 �15：26 �16：26 �17：26 �18：26 

○開明乗 �8：28 �9：28 �10：28 �11：28 �12：28 �13：28 �14：28 �15：28 �16：28 �17：28 �18：28 

○北宮後 �8：29 �9：29 �10：29 �11：29 �12ニ29 �13：29 �14：29 �15：29 �16：29 �17：29 �18：29 

○今伊勢中保育園 �8：31 �9：31 �10：31 �11：31 �12：31 �13：31 �14：31 �15：31 �16：31 �17：31 �18：31 

○山鳥 �8：32 �9：32 �10：32 �11：32 �12：32 �13：32 �14：32 �15：32 �16：32 �17：32 �18：32 

○テニス場 �8：33 �9：33 �10：33 �11：33 �12：33 �13：33 �14：33 �15：33 �16：33 �17：33 �18：33 

0吉田 �8：34 �9：34 �10：34 �11：34 �12：34 �13：34 �14：34 �15：34 �16：34 �17：34 �18：34 

0エコハウス138 �8：37 �9：37 �10：37 �11：37 �12：37 �13：37 �14：37 �15：37 �16：37 �17：37 �18：37 

○環境センター乗 �8：39 �9：39 �10：39 �11：39 �12：39 �13：39 �14：39 �15：39 �16：39 �17：39 �18：39 

0木曽川庁舎　着 �8：41 �9：41 �10：41 �11：41 �12：41 �13：41 �14：41 �15：41 �16：41 �17：41 �18：41 

天候・道路事情により遅れる場合がありますのでご了承下さい。


