
③ 大姶良線 6号 ② 寿線 11号 ③ 郷之原・細山田線

池田仏壇店前 7:03 自衛隊 7:07 きこりの店 7:05 慰霊塔 7:13 鹿銀寿 7:20 池田メディカル 7:06
レモンガス 7:07 女子高 7:08 鹿屋工業 7:10 ✔ 桜ヶ丘 7:15 寿一里山ドコモ前 7:21 モスバーガー 7:10
モスバーガー 7:09 本町　（とおや） 7:14 川西コスモス 7:13 自衛隊 7:16 小倉病院 7:22 レモンガス 7:12
慰霊塔 7:12 おばま病院 7:15 インフラテック前 7:15 女子高 7:17 東笠之原 7:25 池田仏壇店前 7:15
鹿銀寿 7:23 園田クリニック 7:22 下名信号南 7:17 ✔ 本町 7:21 久保 旭原 7:24
寿一里山ドコモ前 7:24 旭原 7:24 吾平郵便局 7:22 おばま病院 7:23 ⑤ 旭原・串良線 7号 広谷 7:28
小倉病院 7:25 広谷 7:28 東原 7:24 園田ｸﾘﾆｯｸ 7:18 ✔ 共心（細山田校区公民館） 7:33
東笠之原 7:30 共心（細山田校区公民館） 7:33 二本松ミネサキ 7:27 十三塚団地前 7:27
十三塚団地前 7:35 福留交通 楠隼高校 7:28 池之原たこ焼き 7:35 串良商業 7:31
串良商業 7:40 坂下　（吉川医院） 7:30 池之原上 7:36 三文字 7:43

久保 下小原 7:37 ✔ 船迫 7:40 山口
永山 木入道 7:41 ⑦ 吾平・肝付線 市成ローソン 7:10

上町 7:44 下名信号南 7:16 輝北運輸 7:15
益丸 7:46 吾平郵便局 7:19 百引ファミマ 7:20

④ 内之浦線 9号 高尾 7:48 東原 7:23 竹下 7:26 ✔
内之浦支所 7:07 ✔ 池之原たこ焼き 7:35 ✔ 市成ローソン 7:10 菱田 7:50 楠隼高校 7:28 原別府 7:29
吉重ｸﾘﾆｯｸ 7:10 ✔ 木入道 7:41 ✔ 百引ファミマ 7:20 重村 坂下　（吉川医院） 7:32 荒佐 7:33
肝付警察署西 7:28 ✔ 三文字 7:42 ✔ 竹下 7:26 ✔ 下小原 7:37 ✔ 野方 7:36 ✔
柏原（四村商店） 7:40 上町 7:44 ✔ 荒佐 7:33 芝用交番 7:41 ✔
永峯商店 7:43 益丸 7:46 ✔ 野方 7:36 ✔ ⑧ 大姶良線 6号 ⑨ 都城・松山線 野神郵便局 7:45
大丸小 7:46 高尾 7:48 ✔ 芝用交番 7:41 ✔ きこりの店 7:05 西都城駅 7:00 ✔ 宇都交番 7:49

菱田 7:50 ✔ 野神郵便局 7:45 鹿屋工業 7:11 今町郵便局 7:10 ✔ 篠田
重村 宇都交番 7:49 川西コスモス 7:13 新地　（精米） 7:21 ✔

篠田 インフラテック前 7:15 見帰　（あおき） 7:30
二本松ミネサキ 7:22 松山支所前 7:37 ⑩ 財部・末吉線

永山 松山中下 7:43 財部駅 7:00
⑨ 串間線 宮下入口 7:47 木原商店 7:15

西都城駅 7:00 ✔ 財部駅 7:00 北方セブン 7:33 栄楽公園 7:18
今町郵便局 7:10 ✔ 木原商店 7:15 串間駅 7:36 曽於高校 7:20

新地　（精米） 7:21 ✔ 曽於高校 7:20 寺里二町目 7:38 ⑪ 内之浦線 9号 ⑫ 串間線 マインド薬局 7:27
見帰　（あおき） 7:30 マインド薬局 7:28 ✔ 上天神 7:52 内之浦支所 7:07 北方セブン 7:33 岩川バイパス 7:29
松山支所前 7:37 岩川バイパス 7:30 ✔ 丸八水産 7:57 吉重ｸﾘﾆｯｸ 7:10 串間駅 7:36 岩川タイヨー前 7:34
松山中下 7:43 八合原（かざぐるま） 7:37 ✔ 福留交通 肝付警察署西 7:28 寺里二丁目 7:38 八合原（かざぐるま） 7:36
宮下入口 7:47 字尾ローソン 7:47 ✔ 柏原（四村商店） 7:40 上天神 7:52 字尾ローソン 7:46

福留交通 伊﨑田セブン 7:50 ✔ 永峯商店 7:43 丸八水産 7:57 伊﨑田セブン 7:49
山口 大丸小 7:46 福留交通

③ 寿・串良線 10号 ① 串良・大姶良線

西都城駅 下校のみ きこりの店 6:05 桜ヶ丘 6:05 ✔ 下小原 宇都交番 菱田  ✔
財部駅 下校のみ 鹿屋工業 6:12 自衛隊 6:06 ✔ 坂下　（吉川医院） 野神郵便局 高尾  ✔
木原商店 下校のみ 川西コスモス 6:14 女子高 6:07 ✔ 二本松ミネサキ 芝用セブン 益丸  ✔
栄楽公園 6:15 下名信号南 6:19 本町　（とおや） 6:10 ✔ 東原 野方 上町  ✔
曽於高校 6:18 吾平郵便局 6:24 おばま病院 6:11 ✔ 吾平郵便局 　 荒佐 三文字  ✔
マインド薬局 6:26 東原 下校のみ 鹿銀寿 6:13 ✔ 下名信号南 共心（Sたまや前） おばま病院  ✔
岩川バイパス 6:28 二本松ミネサキ 6:29 寿一里山ドコモ前 6:14 ✔ インフラテック前 広谷 本町　(とおや）  ✔
岩川タイヨー前 6:32 楠隼高校 6:31 小倉病院 6:16 ✔ 川西コスモス 旭原 女子高  ✔
八合原（かざぐるま） 6:34 坂下　（吉川医院） 6:33 東笠之原 6:18 ✔ 鹿屋工業 園田クリニック 自衛隊  ✔
新橋(錦城測量） 6:40 益丸 6:53 十三塚団地前 6:22 ✔ きこりの店 池田仏壇店前  ✔ 桜ヶ丘  ✔
字尾ローソン 下校のみ 串良商業 6:26 ✔ 福留交通 レモンガス  ✔ 慰霊塔  ✔
伊﨑田セブン 6:48 池之原たこ焼き 6:29 ✔ モスバーガー  ✔ 池田メディカル  ✔

池之原上 6:31 ✔ 福留交通
木入道 6:35 ✔
三文字 6:36 ✔

（月・火・木） 上町 6:38 ✔ ④ 都城・末吉線 ⑤ 串良・寿線
高尾 6:41 ✔ やまひろ亭 木入道  ✔
菱田 6:43 ✔ 字尾ローソン 池之原上  ✔

重村 宝永入口 池之原  ✔
池田メディカル 6:00 新橋 串良宮下（寿司王前）  ✔
慰霊塔 6:04 ⑤ 輝北線 8号 ⑥ 串間線 八合原（かざぐるま） 串良商業  ✔
モスバーガー 6:07 市成ローソン 6:10 北方セブン 下校のみ 岩川タイヨー前 十三塚団地前  ✔
レモンガス 6:09 輝北運輸 6:15 串間駅 6:25 岩川バイパス 東笠之原  ✔
池田仏壇店前 6:13 百引ファミマ 6:20 丸八水産 6:44 マインド薬局 小倉病院  ✔
園田クリニック 6:16 竹下 6:26 ✔ 福留交通 曽於高校 寿一里山ドコモ前  ✔
旭原 6:18 原別府 6:29 栄楽公園 鹿銀寿  ✔
広谷 6:22 （荒佐で乗り換え） 篠田 下校のみ運行 木原商店 尚志館　②
共心（Sたまや前） 6:27 （月・火・木） 柳迫交番
荒佐 6:39 ⑦ 内之浦線 9号 南俣休憩所
野方 6:42 内之浦支所 6:00 財部駅
芝用交番 6:47 吉重ｸﾘﾆｯｸ 6:03 鷹尾局前
野神郵便局 下校のみ 肝付警察署西 6:21 西都城駅
宇都交番 6:54
福留交通

福留交通 福留交通

下校のみ運行

④ 西原・野方線

久保（力） 尚志館　①

① 財部・岩川線 ② 大姶良・肝付線 ② 野方・旭原線 ③大崎・ 鹿屋線

福留交通

福留交通

福留交通
久保（力）

補　　　　　習 　　　　　　部　　　　　活　　　　※学校発　19：00

　    ※市営グラウンド発　19：10

⑥ 輝北・野方線　 8号

⑤ 串良・大崎線 １０号 ⑥ 輝北・野方線　 8号

福留交通

久保（力）

⑦ 都城・松山線 ⑧ 財部・末吉線 ７号

① 鹿屋・串良線 １１号 ② 鹿屋線 ① 慰霊塔・本町線

福留交通
④ 池之原・大崎線 10号 福留交通
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