
バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻

沼木支所 8:43 宮リバー度会パーク前 10:05 沼木支所 11:33 宮リバー度会パーク前 13:08 沼木支所 15:10 宮リバー度会パーク前 16:47

沼木中学前 8:45 棚橋コミュニティセンター前 10:08 沼木中学前 11:35 棚橋コミュニティセンター前 13:11 沼木中学前 15:12 棚橋コミュニティセンター前 16:50

津村 8:56 度会特別支援学校前 10:10 津村 11:46 度会特別支援学校前 13:13 津村 15:23 度会特別支援学校前 16:52

津村口 8:57 南伊勢高校度会校舎前 10:11 津村口 11:47 南伊勢高校度会校舎前 13:14 （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40) 南伊勢高校度会校舎前 16:53

（三交バス・津村口発） (9:10) 【平日】（三交バス・伊勢市駅前発） (9：45) （三交バス・津村口発） (11:51) グッディ 13:17 （三交バス・津村口着） (15:00) グッディ 16:56

（三交バス・伊勢市駅前着） (9:30) 【平日】（三交バス・グッディ前着） (10：03) （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11) （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) 津村口 17:14

（三交バス・津村口着） (13:20) 津村口 15:24 津村 17:15

グッディ 9:15 グッディ 10:14 グッディ 12:05 （三交バス・津村口発） (15:37) 沼木中学前 17:26

（三交バス・グッディ前発） (9:39) 津村口 10:32 南伊勢高校度会校舎前 12:08 津村口 13:35 （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57) 沼木支所 17:28

（三交バス・伊勢市駅前着） (10:00) 津村 10:33 度会特別支援学校前 12:09 （三交バス・津村口発） (13:49)

沼木中学前 10:44 棚橋コミュニティセンター前 12:11 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) グッディ 15:42

南伊勢高校度会校舎前 9:18 沼木支所 10:46 宮リバー度会パーク前 12:14 南伊勢高校度会校舎前 15:45

度会特別支援学校前 9:19 津村 13:36 度会特別支援学校前 15:46

棚橋コミュニティセンター前 9:21 沼木中学前 13:47 棚橋コミュニティセンター前 15:48

宮リバー度会パーク前 9:24 沼木支所 13:49 宮リバー度会パーク前 15:51

【度会行き便】 【沼木行き便】 【度会行き便】 【沼木行き便】 【沼木行き便】

6便

【平日のみ】中村行き

3便 4便

南島道方行き

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

【度会行き便】

伊勢市駅前行き

南島道方行き

1便 2便 5便

※主要な目的地を抜粋して作成しました。

沼木バス（予約制）　時刻表（上野町）　令和４年９月１日改正版

回数券は車内でも買えます！！

予約制（0596-29-2500）



バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻

栄団地 8:59 宮リバー度会パーク前 10:05 沼木支所 11:33 宮リバー度会パーク前 13:08 沼木支所 15:10 宮リバー度会パーク前 16:47

円座自治会館 9:00 棚橋コミュニティセンター前 10:08 沼木中学前 11:35 棚橋コミュニティセンター前 13:11 沼木中学前 15:12 棚橋コミュニティセンター前 16:50

円座東 9:01 度会特別支援学校前 10:10 津村 11:46 度会特別支援学校前 13:13 津村 15:23 度会特別支援学校前 16:52

円座消防車庫 9:02 南伊勢高校度会校舎前 10:11 津村口 11:47 南伊勢高校度会校舎前 13:14 （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40) 南伊勢高校度会校舎前 16:53

上条団地 9:03 グッディ 10:14 （三交バス・津村口発） (11:51) グッディ 13:17 （三交バス・津村口着） (15:00) グッディ 16:56

ミニストップ伊勢円座町店 9:06 ミニストップ伊勢円座町店 10:23 （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11) ミニストップ伊勢円座町店 13:26 ミニストップ伊勢円座町店 17:05

グッディ 9:15 上条団地 10:26 上条団地 13:29 津村口 15:24 上条団地 17:08

（三交バス・グッディ前発） (9:39) 円座消防車庫 10:27 栄団地 11:49 円座消防車庫 13:30 （三交バス・津村口発） (15:37) 円座消防車庫 17:09
（三交バス・伊勢市駅前着） (10:00) 円座東 10:28 円座自治会館 11:50 円座東 13:31 （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57) 円座東 17:10

円座自治会館 10:29 円座東 11:51 円座自治会館 13:32 円座自治会館 17:11

南伊勢高校度会校舎前 9:18 栄団地 10:30 円座消防車庫 11:52 栄団地 13:33 栄団地 15:26 栄団地 17:12

度会特別支援学校前 9:19 津村口 10:32 上条団地 11:53 （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) 円座自治会館 15:27
棚橋コミュニティセンター前 9:21 津村 10:33 ミニストップ伊勢円座町店 11:56 （三交バス・津村口着） (13:20) 円座東 15:28

宮リバー度会パーク前 9:24 沼木中学前 10:44 グッディ 12:05 円座消防車庫 15:29

沼木支所 10:46 南伊勢高校度会校舎前 12:08 津村口 13:35 上条団地 15:30

度会特別支援学校前 12:09 （三交バス・津村口発） (13:49) ミニストップ伊勢円座町店 15:33
棚橋コミュニティセンター前 12:11 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) グッディ 15:42

宮リバー度会パーク前 12:14 南伊勢高校度会校舎前 15:45

津村 13:36 度会特別支援学校前 15:46

沼木中学前 13:47 棚橋コミュニティセンター前 15:48

沼木支所 13:49 宮リバー度会パーク前 15:51

伊勢市駅前行き

南島道方行き

伊勢市駅前行き

6便1便

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

南島道方行き

2便 3便 4便 5便

【度会行き便】 【度会行き便】 【度会行き便】【沼木行き便】 【沼木行き便】 【沼木行き便】

※主要な目的地を抜粋して作成しました。

沼木バス（予約制）　時刻表（円座町）　令和４年９月１日改正版

回数券は車内でも買えます！！

予約制（0596-29-2500）



バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻

サンパーク上 8:51 宮リバー度会パーク前 10:05 沼木支所 11:33 宮リバー度会パーク前 13:08 沼木支所 15:10 宮リバー度会パーク前 16:47

サンパーク下 8:52 棚橋コミュニティセンター前 10:08 沼木中学前 11:35 棚橋コミュニティセンター前 13:11 沼木中学前 15:12 棚橋コミュニティセンター前 16:50

昭和苑 8:53 度会特別支援学校前 10:10 サンパーク上 11:41 度会特別支援学校前 13:13 サンパーク上 15:18 度会特別支援学校前 16:52

昭和苑会館 8:54 南伊勢高校度会校舎前 10:11 サンパーク下 11:42 南伊勢高校度会校舎前 13:14 サンパーク下 15:19 南伊勢高校度会校舎前 16:53

津村 8:56 【平日】（三交バス・伊勢市駅前発） (9：45) 昭和苑 11:43 グッディ 13:17 昭和苑 15:20 グッディ 16:56

津村口 8:57 【平日】（三交バス・グッディ前着） (10：03) 昭和苑会館 11:44 （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) 昭和苑会館 15:21 （三交バス・伊勢市駅前発） (16:48)

（三交バス・津村口発） (9:10) 津村 11:46 （三交バス・津村口着） (13:20) 津村 15:23 （三交バス・津村着） (17:08)
（三交バス・伊勢市駅前着） (9:30) グッディ 10:14 津村口 11:47 （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40)

津村口 10:32 （三交バス・津村口発） (11:51) 津村口 13:35 （三交バス・津村口着） (15:00) 津村口 17:14

グッディ 9:15 津村 10:33 （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11) （三交バス・津村口発） (13:49) 津村 17:15

（三交バス・グッディ前発） (9:39) サンパーク上 10:38 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) 津村口 15:24 サンパーク上 17:20
（三交バス・伊勢市駅前着） (10:00) サンパーク下 10:39 グッディ 12:05 （三交バス・津村口発） (15:37) サンパーク下 17:21

昭和苑 10:40 南伊勢高校度会校舎前 12:08 津村 13:36 （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57) 昭和苑 17:22

南伊勢高校度会校舎前 9:18 昭和苑会館 10:41 度会特別支援学校前 12:09 サンパーク上 13:41 昭和苑会館 17:23

度会特別支援学校前 9:19 沼木中学前 10:44 棚橋コミュニティセンター前 12:11 サンパーク下 13:42 グッディ 15:42
棚橋コミュニティセンター前 9:21 沼木支所 10:46 宮リバー度会パーク前 12:14 昭和苑 13:43 南伊勢高校度会校舎前 15:45

宮リバー度会パーク前 9:24 昭和苑会館 13:44 度会特別支援学校前 15:46

沼木中学前 13:47 棚橋コミュニティセンター前 15:48

沼木支所 13:49 宮リバー度会パーク前 15:51

イオン伊勢店行き

南島道方行き

5便

【沼木行き便】 【沼木行き便】

6便1便

伊勢市駅前行き

3便 4便

イオン伊勢店行き

【平日のみ】中村行き

伊勢市駅前行き

伊勢市駅前行き

五ヶ所行き

南島道方行き

【度会行き便】 【度会行き便】 【度会行き便】【沼木行き便】

2便

※主要な目的地を抜粋して作成しました。

沼木バス（予約制）　時刻表（昭和苑・サンパーク）　令和４年９月１日改正版

回数券は車内でも買えます！！

予約制（0596-29-2500）



バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻

神薗公民館 9:07 宮リバー度会パーク前 10:05 沼木支所 11:33 宮リバー度会パーク前 13:08 沼木支所 15:10 宮リバー度会パーク前 16:47

神薗農村公園 9:08 棚橋コミュニティセンター前 10:08 沼木中学前 11:35 棚橋コミュニティセンター前 13:11 沼木中学前 15:12 棚橋コミュニティセンター前 16:50

神薗西 9:09 度会特別支援学校前 10:10 津村 11:46 度会特別支援学校前 13:13 津村 15:23 度会特別支援学校前 16:52

グッディ 9:15 南伊勢高校度会校舎前 10:11 津村口 11:47 南伊勢高校度会校舎前 13:14 （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40) 南伊勢高校度会校舎前 16:53

（三交バス・グッディ前発） (9:39) 【平日】（三交バス・伊勢市駅前発） (9：45) （三交バス・津村口発） (11:51) グッディ 13:17 （三交バス・津村口着） (15:00) グッディ 16:56

（三交バス・伊勢市駅前着） (10:00) 【平日】（三交バス・グッディ前着） (10：03) （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11) 神薗西 13:23 神薗西 17:02

神薗農村公園 13:24 津村口 15:24 神薗農村公園 17:03

南伊勢高校度会校舎前 9:18 グッディ 10:14 神薗公民館 11:57 神薗公民館 13:25 （三交バス・津村口発） (15:37) 神薗公民館 17:04

度会特別支援学校前 9:19 神薗西 10:20 神薗農村公園 11:58 （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57)

棚橋コミュニティセンター前 9:21 神薗農村公園 10:21 神薗西 11:59 （三交バス・津村口着） (13:20)

宮リバー度会パーク前 9:24 神薗公民館 10:22 グッディ 12:05 神薗公民館 15:34

津村口 10:32 南伊勢高校度会校舎前 12:08 津村口 13:35 神薗農村公園 15:35

津村 10:33 度会特別支援学校前 12:09 （三交バス・津村口発） (13:49) 神薗西 15:36

沼木中学前 10:44 棚橋コミュニティセンター前 12:11 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) グッディ 15:42

沼木支所 10:46 宮リバー度会パーク前 12:14 南伊勢高校度会校舎前 15:45

津村 13:36 度会特別支援学校前 15:46

沼木中学前 13:47 棚橋コミュニティセンター前 15:48

沼木支所 13:49 宮リバー度会パーク前 15:51

伊勢市駅前行き 【平日のみ】中村行き

南島道方行き

伊勢市駅前行き

【沼木行き便】

2便 3便 4便 5便 6便1便

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

南島道方行き

【度会行き便】 【度会行き便】 【度会行き便】【沼木行き便】 【沼木行き便】

※主要な目的地を抜粋して作成しました。

沼木バス（予約制）　時刻表（神薗町）　令和４年９月１日改正版

回数券は車内でも買えます！！

予約制（0596-29-2500）



バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 時刻

宮川パーク 8:33 宮リバー度会パーク前 10:05 宮川パーク 11:23 宮リバー度会パーク前 13:08 宮川パーク 15:00 宮リバー度会パーク前 16:47

宮川パーク北 8:39 棚橋コミュニティセンター前 10:08 宮川パーク北 11:29 棚橋コミュニティセンター前 13:11 宮川パーク北 15:06 棚橋コミュニティセンター前 16:50

沼木支所 8:43 度会特別支援学校前 10:10 沼木支所 11:33 度会特別支援学校前 13:13 沼木支所 15:10 度会特別支援学校前 16:52

沼木中学前 8:45 南伊勢高校度会校舎前 10:11 沼木中学前 11:35 南伊勢高校度会校舎前 13:14 沼木中学前 15:12 南伊勢高校度会校舎前 16:53

津村 8:56 【平日】（三交バス・伊勢市駅前発） (9：45) 津村 11:46 グッディ 13:17 津村 15:23 グッディ 16:56

津村口 8:57 【平日】（三交バス・グッディ前着） (10：03) 津村口 11:47 （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40) （三交バス・伊勢市駅前発） (16:48)

（三交バス・津村口発） (9:10) （三交バス・津村口発） (11:51) （三交バス・津村口着） (13:20) （三交バス・津村口着） (15:00) （三交バス・津村着） (17:08)

（三交バス・伊勢市駅前着） (9:30) グッディ 10:14 （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11)

41:71口村津42:51口村津53:31口村津23:01口村津

グッディ 9:15 津村 10:33 グッディ 12:05 （三交バス・津村口発） (13:49) （三交バス・津村口発） (15:37) 津村 17:15

（三交バス・グッディ前発） (9:39) 沼木中学前 10:44 南伊勢高校度会校舎前 12:08 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57) 沼木中学前 17:26

（三交バス・伊勢市駅前着） 82:71所支木沼90:21前校学援支別特会度64:01所支木沼)00:01(

宮川パーク北 10:50 棚橋コミュニティセンター前 12:11 津村 13:36 グッディ 15:42 宮川パーク北 17:32

南伊勢高校度会校舎前 9:18 宮川パーク 10:56 宮リバー度会パーク前 12:14 沼木中学前 13:47 南伊勢高校度会校舎前 15:45 宮川パーク 17:38

64:51前校学援支別特会度94:31所支木沼91:9前校学援支別特会度

棚橋コミュニティセンター前 35:31北クーパ川宮12:9 棚橋コミュニティセンター前 15:48

宮リバー度会パーク前 95:31クーパ川宮42:9 宮リバー度会パーク前 15:51

伊勢市駅前行き

伊勢市駅前行き

南島道方行き

イオン伊勢店行き

【平日のみ】中村行き

イオン伊勢店行き

【度会行き便】 【沼木行き便】 【度会行き便】 【沼木行き便】 【度会行き便】 【沼木行き便】

3便

南島道方行き

伊勢市駅前行き

1便 2便 4便 5便 6便

五ヶ所行き

※主要な目的地を抜粋して作成しました。

沼木バス（予約制）　時刻表（宮川パーク）　令和４年９月１日改正版

回数券は車内でも買えます！！

予約制（0596-29-2500）


