
1　幕山・大谷台・伊勢丘線
　　※雨天決行 
幕山団地下バス停 8:20 8:40 9:00 9:10 9:30 9:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:15 13:45 14:15
大門高校前バス停 :22 :42 :02 :12 :32 :42 :02 :32 :02 :32 :02 :17 :47 :17
幕山団地上バス停 :24 :44 :04 :14 :34 :44 :04 :34 :04 :34 :04 :19 :49 :19
幕山東公園バス停 :25 :45 :05 :15 :35 :45 :05 :35 :05 :35 :05 :20 :50 :20
大谷台三丁目バス停 :27 :47 :07 :17 :37 :47 :07 :37 :07 :37 :07 :22 :52 :22
東朋中学校前バス停 :30 :50 :10 :20 :40 :50 :10 :40 :10 :40 :10 :25 :55 :25
幕山商店街バス停 :32 :52 :12 :22 :42 :52 :12 :42 :12 :42 :12 :27 :57 :27
伊勢丘６丁目バス停 :35 :55 :15 :25 :45 :55 :15 :45 :15 :45 :15 :30 14:00 :30
伊勢丘５丁目バス停 :37 :57 :17 :27 :47 :57 :17 :47 :17 :47 :17 :32 :02 :32
西組バス停 :42 9:02 :22 :32 :52 10:02 :22 :52 :22 :52 :22 :37 :07 :37
会場 :47 :07 :27 :37 :57 :07 :27 :57 :27 :57 :27 :42 :12 :42

２　東陽台・青葉台・春日線
　　※雨天決行 
臼坂公園前（フェンス） 8:40 9:30 10:20 11:20 13:00 13:50 14:40
浦上団地口バス停 :42 :32 :22 :22 :02 :52 :42
春日池バス停 :44 :34 :24 :24 :04 :54 :44
春日池下バス停 :45 :36 :26 :26 :06 :56 :46
高松歯科前（フェンス） :48 :38 :28 :28 :08 :58 :48
会場 9:00 :50 :40 :40 :20 14:10 15:00

３　旭丘団地線
　　※雨天決行 
旭丘小学校前バス停 8:30 8:55 9:25 9:55 11:05 13:05 14:05
旭丘団地中バス停７寮 :33 :57 :27 :57 :07 :07 :07
四十分団地口バス停 :34 :59 :29 :59 :09 :09 :09
旭丘団地バス停 :36 9:01 :31 10:01 :11 :11 :11
旭丘団地下バス停 :37 :02 :32 :02 :12 :12 :12
旭丘幼稚園前バス停 :39 :04 :34 :04 :14 :14 :14
旭丘団地上バス停 :40 :05 :35 :05 :15 :15 :15
会場 :45 :10 :40 :10 :21 :21 :21

　　※雨天決行 
東福山駅北口バス停 8:30 9:12 9:57 10:52 11:37 13:12 13:57
緑丘小学校前バス停 :32 :14 :59 :54 :39 :14 :59
高屋団地西バス停 :34 :16 10:01 :56 :41 :16 14:01
天神前バス停 :39 :21 :06 11:01 :46 :21 :06
引野4丁目バス停（ﾗｰﾒﾝ屋前） :43 :25 :10 :05 :50 :25 :10
長浜バス停 :46 :28 :13 :08 :53 :28 :13
会場 :52 :34 :19 :14 :59 :34 :19

４　緑丘・引野・長浜線

１



 

５　箕島・新涯・曙線
　　※雨天決行 
福山港バス停 8:30 9:20 10:10 11:00 11:50 13:20 14:10
三の川上バス停 :33 :23 :13 :03 :53 :23 :13
二の川上バス停 :36 :26 :16 :06 :56 :26 :16
曙小学校前バス停 :40 :30 :20 :10 12:00 :30 :20
焼肉福ちゃん前 :43 :33 :23 :13 :03 :33 :23
変電所前（ﾌｪﾝｽ） :45 :35 :25 :15 :05 :35 :25
会場 :50 :40 :30 :20 :10 :40 :30

６　福山駅・手城線
　　※雨天決行 
福山駅北口 8:20 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55
入船町２丁目バス停 :30 :55 :20 :45 :10 :35 11:00 :25 :50 :15 :40 13:05
南手城２丁目（西）信号付近 :38 9:03 :28 :53 :18 :43 :08 :33 :58 :23 :48 :13
会場 :50 :15 :40 10:05 :30 :55 :20 :45 12:10 :35 13:00 :25

７　笠岡・茂平線
　　※雨天決行 
大井ハイランドホール前 8:20 9:40 11:00 12:20 8:20 9:50 11:20 13:40

春日台団地口バス停 :25 :45 :05 :25 :24 :54 :24 :44
笠岡市役所前（高速バス停） :30 :50 :10 :30 :35 10:05 :35 :55

茂平運動場北側 :50 10:10 :30 :50 :40 :10 :40 14:00

会場 :55 :15 :35 :55 :45 :15 :45 :05

9:00 :30 12:00 :20

９ 大門駅会場シャトルバス
　　※雨天決行 
大門駅南口 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00
会場着 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10

大門駅南口 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
会場着 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10

８　鞆・箕島線
　　※雨天決行 
鞆港バス停

広島銀行鞆支店前

田尻資料館前バス停

ハート新涯店向側 （ﾗｰﾒﾝ屋）

大谷団地前バス停

会場



2019 ＪＦＥ西日本フェスタ　ｉｎ　ふくやま　バスダイヤ

会場発車時刻

号車 路　　　線 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

1 幕山・大谷台・伊勢丘線 15　45 00　30 00　30 00　30 00　30 00　30

2 東陽台・青葉台・春日線 00 40 30 20 10 10 10

3 旭丘団地線 00 00 00 00　40

4 緑丘・引野・長浜線 25 00　45 30 25 10　50 30

5 箕島・新涯・曙線 30 00　50 40 30 20 20

6 福山駅・手城線
00  25

50
15  40

05  30
55

20  45 10  35 00  25

7 笠岡・茂平線 05 25 45 05 25 00

8 鞆・箕島線 10 40 00 30 00 30

9 大門駅シャトルバス 毎時　　００，２０，４０　　発
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