
クリスマスバス　運行ダイヤ（ 12/17～12/24 ）

①岬台団地線（岬台団地～北高校前～労災病院前～上柳町～ラピア・ピアドゥ間）

　専用車２両をクリスマス仕様に装飾し運行しております。

②一般路線バス１両をクリスマス仕様に装飾し運行しております。

　運行路線、ダイヤは、下記の通りです。

月日 路線 発　地 発時間 経由地 着　地 着時間

河原木団地線 河原木団地南口 6:57 八太郎～本八戸駅～中心街③～二ツ家 八戸営業所 7:35

ラピアピアドゥ線 八戸営業所 8:37 二ツ家～中心街①～本八戸駅～ピアドゥ ラピア 9:13

階上中学校線 ラピア④ 9:30 本八戸駅～中心街③～市民病院～階上庁舎前 階上中学校前 10:24

階上中学校線 階上中学校前 10:40 階上庁舎前～市民病院～中心街①～本八戸駅 ラピア 11:36

二ツ家線 ラピア③ 11:46 栄町～中心街④～二ツ家 八戸営業所 12:06

是川団地新井田線 是川団地一丁目 13:19 是川縄文館～中居林 中心街③中央通り 13:41

市ノ沢線 ラピア④ 15:40 本八戸駅～中心街③～二ツ家～道の駅なんごう 大洋公園前 16:30

フェリーシャトルバス 中心街①三日町 7:25 本八戸駅 フェリーターミナル 7:50

フェリーシャトルバス フェリーターミナル 8:05 本八戸駅 中心街③中央通り 8:30

一日市線 十一日町 12:03 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木～八幡 一日市 12:26

駅～ニュータウン線 八戸駅前④ 12:35 田面木～高専前 八戸ニュータウン 12:55

一日市線 一日市 13:23 八幡～田面木～司法ｾﾝﾀｰ前 中心街②八日町 13:46

八戸駅線 ラピア② 14:07 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木～日赤病院 八戸駅前 14:39

八戸駅線 八戸駅前① 14:50 日赤病院～田面木～司法ｾﾝﾀｰ前～中心街②～栄町 ラピア 15:24

ウルスラ学院線 聖ウルスラ学院 17:20 高専前～田面木 八戸駅前 17:28

西高校線 西高校前 17:42 八戸駅前①～日赤病院～田面木～中心街② ラピア 18:24

ニュータウン線 ラピア③ 18:57 栄町～中心街⑤～二ツ家～ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻﾝﾋﾟｱ八戸 八戸ニュータウン 19:31

二ツ家線 八戸営業所 8:23 二ツ家～中心街②～栄町 ラピア 8:45

八戸駅線 ラピア② 9:07 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木 八戸駅前 9:37

八戸駅線 八戸駅前① 9:50 田面木～司法ｾﾝﾀｰ前～中心街②～栄町 ラピア 10:19

二ツ家線 ラピア③ 10:29 栄町～中心街④～二ツ家 八戸営業所 10:49

お買物ライナー ラピア① 13:30 ピアドゥ～日計～河原木団地～石堂～八戸城北病院～ピアドゥ ラピア 14:15

ニュータウン線 ラピア③ 14:52 栄町～中心街⑤～二ツ家～ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻﾝﾋﾟｱ八戸 八戸ニュータウン 15:26

ハートフルプラザ線 八戸営業所 17:26 中心街②～館花下～市営旭ヶ丘(営)前～階上庁舎前 ハートフルプラザ 18:12

階上庁舎線 階上庁舎前 18:28 石鉢～市民病院～中心街①～本八戸駅 ラピア 19:27

一日市線 十一日町 20:03 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木～八幡 一日市 20:25

ニュータウン線 八戸ニュータウン 7:19 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻﾝﾋﾟｱ八戸～二ツ家～中心街②～栄町 ラピア 7:53

八戸駅線 ラピア② 8:07 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木 八戸駅前 8:37

八戸駅線 八戸駅前① 8:50 田面木～司法ｾﾝﾀｰ前～中心街②～栄町 ラピア 9:19

一日市線 十一日町 9:43 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木～八幡 一日市 10:07

河原木団地線 八戸営業所 13:02 二ツ家～中心街①～本八戸駅～八太郎～河原木団地～八戸城北病院 河原木団地南口 13:37

河原木団地線 河原木団地南口 13:37 八太郎～本八戸駅～中心街③～二ツ家 八戸営業所 14:25

二ツ家線 八戸営業所 15:27 二ツ家～中心街②～栄町 ラピア 15:49

八戸駅線 ラピア② 16:07 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木 八戸駅前 16:37

八戸駅線 八戸駅前① 16:50 田面木～司法ｾﾝﾀｰ前～中心街②～栄町 ラピア 17:19

八戸駅線 ラピア② 17:47 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木 八戸駅前 18:17

駅～ニュータウン線 八戸駅前④ 18:35 田面木～高専前 八戸ニュータウン 18:55

階上庁舎線 ラピア④ 6:50 本八戸駅～中心街③～市民病院～石鉢 階上庁舎前 7:46

階上庁舎線 階上庁舎前 7:58 石鉢～市民病院～中心街①～本八戸駅 ラピア 9:00

二ツ家線 ラピア③ 9:22 栄町～中心街④～二ツ家 八戸営業所 9:42

是川団地新井田線 是川団地一丁目 11:15 是川縄文館～中居林 中心街③中央通り 11:37

河原木団地線 中心街①三日町 12:15 本八戸駅～河原木団地～八太郎～河原木団地～八戸城北病院 河原木団地南口 12:49

河原木団地線 河原木団地南口 12:49 八太郎～本八戸駅～中心街③～二ツ家 八戸営業所 13:25

二ツ家線 八戸営業所 14:52 二ツ家～中心街②～栄町 ラピア 15:14

八戸駅線 ラピア② 15:27 栄町～中心街⑤～司法ｾﾝﾀｰ前～田面木 八戸駅前 15:56

八戸駅線 八戸駅前① 16:10 田面木～司法ｾﾝﾀｰ前～中心街②～栄町 ラピア 16:39

二ツ家線 ラピア③ 16:49 栄町～中心街④～二ツ家 八戸営業所 17:09

※車両点検・修理等により、急遽通常の路線バスでの運行となる場合もございます。

【お問合せ】八戸営業所　℡0178-44-7111

12/22（土）

12/23(日)

12/24(月)

12/18（火）
≀

12/21（金）

12/17（月）


