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路 線 名 運  行  経  路 発  時  刻

まちバス

 右廻り…市役所→厚生会館前
 →イオン SC →田中北町→市
 民球場前→秀岳館前→市役所

 左廻り…市役所→秀岳館前→
 市民球場→田中北町→イオン
 SC →厚生会館前→市役所

市役所発
（①右廻り）

市役所発
（②左廻り）

9:00 10:30
12:00 13:30
15:00 16:30

ゆめバス

 右廻り…ゆめタウン→市役所
 →ハーモニーホール→八代駅
 →麦島→古城→ゆめタウン

 左廻り…ゆめタウン→古城→
 麦島→八代駅→ハーモニーホ
 ール→市役所→ゆめタウン

ゆめタウン発
（①右廻り）

ゆめタウン発
（②左廻り）

9:30 11:00
12:30 14:00
15:30 17:00
18:30 －

路 線 名
運 行 経 路 発　時　刻

起点 終点 水俣産交発 八代市役所発

①水俣線
水俣
産交

八代
市役所

10:17 10:35
11:37 12:05
12:47 13:35
13:57 14:35
15:02 15:35

②産島線 八代
市役所 産島 期間中は運休します

②産島線
（大島経由）

八代
市役所 産島

八代市役所発 産島発

9:30 10:30
13:00 14:00
15:10 16:00

③松橋線
（国道経由）

松橋
産交

八代
市役所

松橋産交発 八代市役所発

10:40 9:30
11:40 10:30
13:20 12:00
14:20 13:10
15:40 14:30
16:40 15:30
17:40 16:30

④松橋線
（県道経由）

松橋
産交

八代
市役所

松橋産交発 八代市役所発

10:00 9:00
12:30 11:30
15:00 14:00
17:00 16:00

⑤新八代駅線 新八代
駅西口

八代
市役所 期間中は運休します

⑥平和町線 八代
市役所

   南平
   和町 期間中は運休します

路 線 名 運 行 経 路 発　時　刻
起点 終点 八代市役所発 坂本駅発

⑦坂本駅線 八代
市役所

　　　　
坂本
駅前

10:30 9:35
12:55 11:30
16:00 13:40
17:35 16:40

⑧大門瀬線 八代
市役所 大門瀬

八代市役所発 大門瀬発
11:00 10:00
13:15 12:30
16:40 14:30

⑨君ヶ淵線 八代
駅前

君ヶ淵
駐車場

八代駅前発 君ヶ淵発
9:00 10:00

11:20 12:10
12:50 13:40
14:30 15:30
16:10 17:00

⑩東町線 八代
駅前 東町 期間中は運休します

⑪宮原線 八代
駅前 宮原 期間中は運休します

⑫宮原線 イオン
SC 宮原

イオン発 宮原発
10:30 9:30
13:00 12:00
16:00 15:00

⑬種山線
（八農分校線）

労災
病院前

八農
泉分校

労災病院発 八農泉分校発

9:00 10:30
15:15 17:01

⑬種山線 労災
病院前 種山

労災病院発 種山発

10:25 11:30
13:45 15:00

⑭宇土線 松橋
産交

宇土
駅前 期間中は運休します

⑮椎原線 人吉
産交 椎原 期間中は運休します

　八代市内を運行する産交バス㈱の路線バスは平成22年 12月 31日㈮か
ら平成23年 1月 2日㈰までの３日間、特別ダイヤで運行します。
　なお、期間中　②産島線、⑤新八代駅線、⑥平和町線、⑩東町線、⑪宮原
線（養護学校経由）⑭宇土線、⑮椎原線は運休します。

年末年始
路線バス
特別ダイヤ

路線バス

路 線 名 運  行  経  路 発  時  刻

みなバス

 右廻り…市役所→ゆめ
 タウン→イオン SC →
 労災病院→新八代駅→
 八代駅→市役所

 左廻り…市役所→八代
 駅→新八代駅→労災病
 院→イオン SC →ゆめ
 タウン→市役所

市役所発
（①右廻り）

市役所発
（②左廻り）

9:00 10:30
10:00 11:30
13:00 14:30
14:00 15:30
16:00 17:30
17:00 18:30

市 街 地 循 環 バ ス

バス時刻に関する問合せ 
　　　　　産交バス八代営業所　 ☎ 32-5145

生活安全課 ☎ 33-4482


