
防長バス時刻表（2020年10月改正） ※ 防長バスホームページ https://www.bochobus.co.jp/files/libs/3136/202009300913474086.pdf

（登校時） （下校時）
徳山駅／下松駅＞大学高専下＞高専正門 （平日） 高専正門＞大学高専下＞徳山駅／下松駅 （平日） 

経由 大学高専下 高専正門 行先 始発 経由 高専正門 大学高専下
徳山駅前 700 二番町 718 ー 久米温泉口 久米温泉口 二番町 1256 1258 徳山駅前 1319
徳山駅前 725 高尾 748 ー 下松高校入口 下松駅北口 高尾 － 1315 徳山駅前 1342
徳山駅前 745 二番町 803 ー 久米温泉口 徳山駅前 久米温泉口 － 1318 下松駅北口 1345

▲ 下松駅前 745 櫛ヶ浜駅前805 814 816 徳山高専 久米温泉口 二番町 － 1352 徳山駅前 1413
▼ 徳山駅前 805 球場 820 822 徳山高専 下松駅北口 高尾 － 1415 徳山駅前 1442

下松駅北口 800 高尾 822 ー 徳山駅前 徳山駅前 久米温泉口 － 1418 下松駅北口 1445
徳山駅前 810 高尾 833 ー 下松駅北口 イオンタウン周南久米 二番町 － 1434 徳山駅前 1455

▲ 徳山駅前 810 桜木 825 827 徳山高専 久米温泉口 二番町 － 1452 徳山駅前 1513
▲ 徳山駅前 815 桜木 830 832 徳山高専 下松駅北口 高尾 － 1515 徳山駅前 1542

徳山駅前 835 徳山高専 855 859 久米温泉口 徳山駅前 久米温泉口 － 1518 下松駅北口 1545
△ 徳山駅前 855 桜木 910 912 徳山高専 イオンタウン周南久米 二番町 － 1539 徳山駅前 1600

徳山駅前 900 徳山高専 920 924 久米温泉口 久米温泉口 二番町 1555 1557 徳山駅前 1618
徳山駅前 925 二番町 945 ー イオンタウン周南久米 下松駅北口 高尾 － 1615 徳山駅前 1642
徳山駅前 945 高尾 1008 ー 下松駅北口 徳山駅前 久米温泉口 － 1618 下松駅北口 1645
下松駅北口 955 高尾 1015 ー 徳山駅前 久米温泉口 二番町 1646 1648 徳山駅前 1709
徳山駅前 1030 二番町 1050 ー イオンタウン周南久米 下松高校入口 高尾 － 1716 徳山駅前 1748
下松駅北口 1055 高尾 1115 ー 徳山駅前 ▲ 高専正門 桜木 1715 1717 徳山駅前 1732
徳山駅前 1055 高尾 1118 ー 下松駅北口 徳山駅前 久米温泉口 － 1718 下松駅北口 1747
徳山駅前 1115 二番町 1135 ー 久米温泉口 久米温泉口 二番町 1725 1727 徳山駅前 1748
下松駅北口 1155 高尾 1215 ー 徳山駅前 久米温泉口 二番町 1802 1804 徳山駅前 1825
徳山駅前 1155 高尾 1218 ー 下松駅北口 徳山駅前 久米温泉口 － 1828 下松駅北口 1857
徳山駅前 1215 徳山高専 1235 1239 久米温泉口 久米温泉口 二番町 1827 1829 徳山駅前 1850
下松駅北口 1225 久米温泉口 1315 ー 徳山駅前 下松駅北口 高尾 － 1835 徳山駅前 1902
徳山駅前 1255 高尾 1318 ー 下松駅北口 久米温泉口 秋月小 － 1901 徳山駅前 1917
徳山駅前 1320 二番町 1340 ー 久米温泉口 久米温泉口 二番町 1927 1929 徳山駅前 1950

▲徳山高専登校日運行 久米温泉口 二番町 － 2035 徳山駅前 2056
▼徳山高専または徳山商工登校日運行 ▲徳山高専登校日運行
△徳山大学登校日運行

登下校時に利用しそうなバスのみ抜粋しています。 2020/10/29 徳山工業高等専門学校

始発　 行先

https://www.bochobus.co.jp/files/libs/3136/202009300913474086.pdf

	Sheet1
	Sheet1 (2)



