
いつも新冠町コミュニティバス『メロディー号』の運行につきまして、

ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて、１２月１０日（木）より運行経路の一部延伸のため、運行時刻

につきまして下記のとおり変更になりますのでご確認ください。

問い合わせ先

新冠町 企画課企画広報統計Ｇ企画係
TEL：0146-47-2498(直通)／FAX：0146-47-2600／E-mail：teijyu@niikappu.jp

12 10月 日(木)より

ご確認ください!!

災害等が発生した際は新冠町コミュニティバス『メロディー号』

の運行ができない場合があります。

当日の運行状況につきましては、新冠町役場企画課企画広報

統計Ｇ企画係までお問合わせいただきますようお願いいたします。

令和2年11月27日 発行

【注意事項】

●対象路線

「新和太陽古岸線」

●変更内容

①午前便 始発から「朝日第一」までの区間３分繰り下げ

②午後便 「朝日第一」から終点までの区間３分繰り上げ

※その他の路線に係る変更はありません。



農協スタンド横 7：52
新冠駅前（新冠本町） 7：53
井上歯科前 7：54
国保診療所前 7：55 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：26
高江会館前 7：59 新冠道の駅前 13：29
松田宅前 8：01 新冠駅前（新冠本町） 13：30
朝日第一 8：03 井上歯科前 13：31
朝日小学校前 8：06 国保診療所前 13：32
生活センター前 8：08 ファミリー歯科前 13：35
川筋宅前 8：11 高江会館前 13：39
町営牧野 8：14 中地宅前 松田宅前　 13：40
柏木勲宅前 8：23 朝日第一 13：44
佐藤信広宅前 8：25 朝日小学校前 13：50

美　宇 草木宅前 8：30 緑 丘 生活センター前 13：53
畔柳商店前 8：31 生活館前 13：56
土井宅前 8：32 グラスホッパー入口 13：58
中村宅前 8：34 井上商店前 14：02
池田宅前 8：35 広瀬商店前 14：04

東　川 朝　日

新　和
古　岸

新　栄

市街地 地区名 通 過 箇 所 時　刻

高　江

市街地
朝　日

緑　丘
高　江

新 和 太 陽 古 岸 線
毎週 月曜、火曜、木曜、土曜運行（年末年始は運休）

　　　 【乗車料金】 　一律 ２００円（小人、障害者は半額）
　　 　【助成適用】 　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 通 過 箇 所 時　刻 新ひだか町医療機関送迎便から 13：05

池 前 広瀬商店前
生活センター前 8：44 若 園 若園入口(旧道南バス) 14：06
金野宅前 8：45 小松橋 14：07
裾野橋 8：53 泉第二停留所(旧道南バス) 14：09
高橋宅前 8：55 ﾉｰｽﾌｧｰﾑ前 14：20
斉藤宅前 8：58 森藤宅前 14：24
婦人ホーム前 9：03 蔭直一宅前 14：26
鎌田宅前 9：05 小田島宅前 14：29
小田島宅前 9：08 鎌田宅前 14：32
蔭直一宅前 9：11 婦人ホーム前 14：34
森藤宅前 9：13 太陽の森ディマシオ美術館前 14：35
太陽の森ディマシオ美術館前 9：15 斉藤宅前 14：39
ﾉｰｽﾌｧｰﾑ前 9：17 高橋宅前 14：42
泉第二停留所(旧道南バス) 9：28 裾野橋 14：44
小松橋 9：30 金野宅前 14：52

若　園 若園入口(旧道南バス) 9：31 生活センター前 14：53
広瀬商店前 9：33 池田宅前 15：02
井上商店前 9：35 中村宅前 15：03
グラスホッパー入口 9：39 土井宅前 15：05
生活館前 9：41 畔柳商店前 15：06

緑　丘 生活センター前 9：44 美 宇 草木宅前 15：07
朝日小学校前 9：47 佐藤信広宅前 15：12
朝日第一 9：50 柏木勲宅前 15：14
中地宅前　松田宅前　 9：56 町営牧野 15：23
高江会館前 9：58 川筋宅前 15：26
ファミリー歯科前 10：01 生活センター前 15：29
国保診療所前 10：04 朝日小学校前 15：31
井上歯科前（新冠本町） 10：05 朝日第一 15：34
新冠駅前 10：06 松田宅前 15：36
セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：38

里　平

新　栄
新　和

古　岸

朝　日 東　川

高　江
緑　丘

市街地
朝　日

高　江

里　平
泉

太　陽
太　陽

泉

セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：38
西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：10 国保診療所前 15：42

井上歯科前（新冠本町） 15：43
新冠駅前 15：44

市街地 セブンイレブン前 15：45

市街地

新ひだか町医療機関送迎便へ 10：30


