
学校発 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
青葉台団地入口 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :35

岡ノ原 :36 :36 :36 :36 :36 :36 :36 :36 :36 :36
久保出合 :37 :37 :37 :37 :37 :37 :37 :37 :37 :37
中戸原 :38 :38 :38 :38 :38 :38 :38 :38 :38 :38

下松高校前 :39 :39 :39 :39 :39 :39 :39 :39 :39 :39
森崎 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :40

旗岡センター前 :41 :41 :41 :41 :41 :41 :41 :41 :41 :41
下松中央病院前 :43 :43 :43 :43 :43 :43 :43 :43 :43 :43
下松中前 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44
下松駅北口 :45 :45 :45 :45 :45 :45 :45 :45 :45 :45

下松市役所前① :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47 :47
ゆめタウン下松東 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49 :49

下松タウンセンター前 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50
　　ゆめタウン下松西　　　  :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51

平田西 :52 :52 :52 :52 :52 :52 :52 :52 :52 :52
末武東 :53 :53 :53 :53 :53 :53 :53 :53 :53 :53

末武（ぼっくり屋前） :55 :55 :55 :55 :55 :55 :55 :55 :55 :55
河原 :57 :57 :57 :57 :57 :57 :57 :57 :57 :57

サンリブ下松西 :58 :58 :58 :58 :58 :58 :58 :58 :58 :58
藤光 :59 :59 :59 :59 :59 :59 :59 :59 :59 :59
花岡 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03

周防花岡駅 :06 :06 :06 :06 :06 :06 :06 :06 :06 :06
宮の前 :07 :07 :07 :07 :07 :07 :07 :07 :07 :07
生野屋西 :09 :09 :09 :09 :09 :09 :09 :09 :09 :09

生野屋（アルク前） :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10 :10
西条 :11 :11 :11 :11 :11 :11 :11 :11 :11 :11
山田口 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12

久保団地２丁目 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14
久保団地４丁目 :16 :16 :16 :16 :16 :16 :16 :16 :16 :16
久保駅前 :18 :18 :18 :18 :18 :18 :18 :18 :18 :18
学校着 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 - 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20

 ○ 送迎バスは、インターネット予約となっております。右記のＱＲコードからログインしてください。

 ○ 予約締め切り時間は、前営業日の１６︓００まで（休校日を除く）です。

 ○ 予約締め切り後は、電話で予約をキャンセルしてください。（インターネットでのキャンセルはできません。）

【ご利用の方にお願い】
 ○ バスが近づきましたら、車道寄りに移動し、運転手にはっきりとわかるよう早めに手を挙げて合図してください。
  ※スマートフォンなどの操作でバスの到着を見落とす方がいらっしゃいます。手を挙げていないと乗車する方でないと
   判断し、通過しますのでご注意ください。
 ○ 交通事情等により、通過時間が多少前後する場合があります。バス停には、５分程度早めにお越しください。
 ○ バス停となる目印がない場所がありますので、いつも利用するバス停と異なる場合は受付窓口までお問い合わせください。
 ○ バス車内への忘れ物（カギ類、携帯電話等）にご注意ください。

   無料送迎バス時刻表 【下松便】※要予約

☎ 0833 - 46 - 0324 山口県下松自動車学校

【送迎バスの予約について】     ＱＲコード  
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