
バ　ス　停　名 迎え 送り

バ　ス　停　名 迎え 送り バ　ス　停　名 迎え 送り スイミング 8:50 11:05 バ　ス　停　名 迎え 送り
スイミング 7:30 9:45 スイミング 7:25 9:45 たかおか 9:10 11:25 スイミング 8:50 11:05
お弁当どんどん 7:40 9:55 富士市交流プラザ   （送りのみ） 岩松第1.2.3 9:25 11:40 富士市交流プラザ　（送りのみ）
富士宮信用金庫 富士大橋下ロ-ソン向（送りのみ） スイミング 9:40 富士大橋下ロ-ソン向（送りのみ）
星野新聞店向 ほっともっと水戸島店（送りのみ） お弁当どんどん 9:00 11:15
柳島公園向 7:45 10:00 だい吉 7:30 9:50 富士宮信用金庫
福泉寺西側 美容室まに 星野新聞店向
栄　橋 佼成会駐車場 柳島公園向 9:05 11:20
田子小入口 今村建材向駐車場 7:35 9:55 旭化成団地 9:10 11:25
田子中入口向 富士木材森島倉庫 平川サイクル駐車場
中丸自動車南側 7:50 10:05 富士空調設備 7:40 10:00 しらすの八幡
五軒屋 自由ヶ丘団地内バス停 7:45 10:05 秋庭歯科向 9:15 11:30
新浜東（自販機前） 三四軒屋ﾊﾞｽ停 中丸自動車向
新孝丸　いな天東側 三四軒屋東バス停 中の浦橋西
西部浄化センタ- 7:55 10:10 富士見ヶ丘団地 やまざき歯科 9:20 11:35
ファミリ-マ-ト向 石川理容店 7:50 10:10 宮川建築向
やまざき歯科 宮島新田郵便局バス停 吉田歯科向
宮川建築向 宮島新田上バス停 鳶中島組向
吉田歯科向 8:00 10:15 下横割バス停 7:55 10:15 富士大橋下ロ-ソン 9:30
鳶中島組向 伊藤金物店向 富士市交流プラザ向
喜山整形向駐車場 下横割中バス停 スイミング 9:35
南小東門 十兵衛バス停 8:00 10:20

南中学校西側 8:05 10:20 第二小正門バス停

ポテト森島店 木村内科医院入口

ひなたクリニック 小林塗装店向

スイミング 8:10 富士大橋下ロ-ソン 8:05

富士市交流プラザ向

スイミング 8:10

バ　ス　停　名 迎え 送り

バス停 迎え 送り バス停 迎え 送り バス停 迎え 送り スイミング 8:40 11:05 バ　ス　停　名 迎え 送り バ　ス　停　名 迎え 送り
スイミング 7:30 9:45 スイミング 7:30 9:45 スイミング 7:30 9:45 富士南小学校南 8:55 11:20 スイミング 8:45 11:05 スイミング 8:50 11:05
竪堀駅西側 7:35 9:50 国久バス停 7:35 9:50 富士市交流プラザ   （送りのみ） 田子浦小学校東 9:10 11:35 富士市交流プラザ   （送りのみ） 四丁河原ﾊﾞｽ停      (送りのみ）
アルページュ　マツモト 中島バス停 富士大橋下ロ-ソン向（送りのみ） 富士第二小学校南 9:30 11:55 富士大橋下ロ-ソン向（送りのみ） 富士川橋東ﾊﾞｽ停  （送りのみ）
サンフレアベル松本 中島新道町バス停 お弁当どんどん 7:40 9:55 スイミング 9:40 ほっともっと水戸島店（送りのみ） 富士川橋西ﾊﾞｽ停  （送りのみ）
ｻﾝﾌﾚｱﾍﾞﾙ長通り南側 富士高入口バス停 富士宮信用金庫 だい吉 8:50 11:10 富士川中学前　ﾊﾞｽ停 （送りのみ）
鈴木医院向 7:40 9:55 パレスコ-トマスダ 7:40 9:55 星野新聞店向 美容室まに 本通り2丁目ﾊﾞｽ停    （送りのみ）
遠藤商店 米之宮公園北側駐車場向 柳島公園向 7:45 10:00 佼成会駐車場 富士川駅向ﾊﾞｽ停      （送りのみ）
岩松北小学童第４ 中央小学童 福泉寺西側 ポテト森島店向 8:55 11:15 幸町バス停　　        （送りのみ）
岩本保育園向 7:45 10:00 花崎アパ-ト北側 栄　橋 今村建材向駐車場 大村フル-ツ 9:00 11:15
米山ストアー 青葉町公会堂 田子小入口 富士木材森島倉庫 新蒲原駅北側
湯沢平１丁目バス停 本市場公園向 7:45 10:00 田子中入口向 喜山整形西側 9:00 11:20 蒲原本町バス停
岩松北小学童第１・２・３ 7:50 10:05 山神社バス停北側 中丸自動車南側 7:50 10:05 富士空調設備 砂防事務所向
旭町バス停向 玉屋ホテル 7:55 10:05 五軒屋 自由ヶ丘団地内ﾊﾞｽ停 9:05 11:25 蒲原市民センタ-バス停 9:05 11:20
東田バス停 十兵衛バス停 新浜東（自販機前） 三四軒屋ﾊﾞｽ停 小金バス停
松島園 第二小正門バス停 新孝丸　いな天東側 三四軒屋東バス停 中村バス停
実相寺バス停 木村内科医院入口 西部浄化センタ- 7:55 10:10 富士見ヶ丘団地 まるげん 9:10 11:25
JA岩松支店 7:55 10:10 小林塗装店向 8:00 10:10 ファミリ-マ-ト向 石川理容店 やきそば磯屋
四ッ家公園入口向 伊東電器 やまざき歯科 宮島新田郵便局バス停 9:10 11:30 ヘアーカットサロンSHIMA
橋本商店向 ファミリーマート松岡南向 8:05 10:15 宮川建築向 宮島新田上バス停 清光鰹節
山本商店向 トリート 吉田歯科向 8:00 10:15 出口バス停（平安閣） ヤマト食品
伊東モータース西側 コインランドリーしゃぼん 8:10 10:20 鳶中島組向 宮島バス停 9:15 11:35 ﾎﾃｲﾌ-ｽﾞ堀川ｾﾝﾀ-手前
室井薬局東 スイミング 8:15 喜山整形向駐車場 宮島角バス停 蒲原東小正門向 9:15 11:30
林町バス停 8:00 10:15 南小東門 冨島入口バス停 新蒲原駅南
佐野モータース向 南中学校西側 8:05 10:20 五貫島バス停 9:20 11:40 日軽金入口南
JA橋下支店向 ポテト森島店 クリエイトSD水戸島店 日軽金駐車場南
スイミング 8:10 ひなたクリニック 小林塗装店向 幸町バス停 9:20

富士大橋下ロ-ソン 8:10 富士大橋下ロ-ソン 9:25 富士川駅バス停
富士市交流プラザ向 富士市交流プラザ向 本通り2丁目バス停
スイミング 8:15 スイミング 9:30 富士川農協前バス停 9:25

富士川中学前バス停
富士川橋西ﾊﾞｽ停 9:30
富士川橋東バス停
四丁河原バス停
スイミング 9:35

佼成会・自由ヶ丘団地

第二小方面

大橋ローソン前方面 五貫島方面

中島・青葉町公会堂・第二小

Iコース・Kコース【8/10～8：30～】 Ｊコース・Ｌコース【8/10～　9：50～】

あおバス

2020年  夏休み短期水泳教室バス路線

きいろバス

星野新聞・五軒屋・南小 南小・田子浦小・富士第二小方面 佼成会・自由ヶ丘団地・富士見ヶ丘団地
新蒲原・富士川駅方面

きいろバス

きいろバス みどりバス あおバス きいろバス

星野新聞・五軒屋・南小
星野新聞店・旭化成団地・吉田歯科・方面

大橋ローソン前方面

竪堀駅・岩本団地・実相寺方面

Ｍコース・Ｏコース【8/17～8：30～】  Ｎコ ー ス・Ｐコース【8/17～9：50～】

みどりバス あおバス

ひのや松岡店方面

たかおか・岩松北小・方面

あおバス

 
           
★お願い★ 
 
※バス利用を希望される方は、事前に申込みが必要となります。 
 
※バスの利用は、申込みをしたバス停のみとなります。 
 
※バス利用者は、出発時刻までに身支度・バスまでの移動をしていただくようになります。 
 
※保護者の方には、バス停までの送り迎えをお願いします。 
 
※短期教室に限り保護者の方もご利用することができますが、定員の場合はお子さまが 
 
 優先になりますので予めご了承ください。ご利用される場合は受付に一声おかけくだ 
  
 さい。 
 
※運行状況により路線変更、時間が変更する場合がございます。ご了承ください。 
 

Ｊ・Ｌ・Ｎ・Ｐは児童クラブ前までスタッフがお迎えに参ります。 

お気軽にご相談下さい。尚、短期水泳教室のバス路線等に関して 

のお問い合わせは当スクールまでお願い致します。       

          A-１キッズスクール富士 0545-63-9110   

                                     


