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重病日日覆 � �【蓬罰国表＝旧＿ 

穿かやま 龍範
㊥叢話話バス時刻表i吟驚謂請謁龍認諾詣鷺駕黒恕盈黒諜撫

バス停留所∴ �� �1便 �2便 �3使 �4便 �5便 �6億 �7便 �8億 �9使 �10便 �11億 �：12便 �13億 �14億－ �15位 

大 内 雪 月 套 霧 行 商 �湯野上温泉駅 �発 �11：30 �12：10 �13：10 �13：40 � �14：35 �15：00 �15：50 �16：15 �17：10 �17：50 �18：20 �18：50 �19：50 �／ 

大内宿入口 （雪月火臨時駐車場） �発 �11：50 �12：30 �13：30 �14：00 � �14：55 �15：20 �16：10 �16：35 �17：30 �18：10 �18：40 �19：10 �20：10 �／ 

中山の大けやき前 （雪月火会場入口） �着 �／ �／ �／ �／ � �15：05 �15：30 �16：20 �16：45 �17：40 �18：20 �18：50 �19：20 �20：20 � 

／ �／ �／ �／ �／ � � � �まかやま雪月 �����r Z▲こ � � 
馬 湯 野 上 温 泉 駅 行 �“81間；i日露豪－ （雪月火会場入口） �発 �／ �／ �／ �／ � �15：05 �15：30 �16：20 �17：00 �17：30 �18：00 �19：00 �19：30 �20：20 �21：00 

大内宿入口 （雪月火臨時駐車場） �発 �11：50 �13：05 �13：30 �14：00 �14：30 �15：15 �15：40 �16：30 �17：10 �17：40 �18：10 �19：10 �19：40 �20：30 �21：10 

湯野上温泉駅 �着 �12：10 �13：25 �13：50 �14：20 �14：50 �15：35 �16：00 �16：50 �17：30 �18：00 �18：30 �19：30 �20：00 �20：50 �21：30 

2018年2月16日㈲・17日（ �田 �凹 �＝陽 �昭和44古宇 　ボンネットバス 

大内宿入口⇔なかやま � � �i＿無料 シャトルバス 限定連行 l 

（雪月火臨時駐車場）’’雪月火 �■こ �ノ▲ 

㊥会津鉄道列車時刻表I吟【共通割引きっぷ】会津襲鰯禦鷲柴忠恕1豊盟嘉結盟

∠ゝ 王事 津 田 島 朋 党 回 ∠ゝ 暮雪 津 若 松 駅 着 �列車番号 �会津田島発 �日湯野上温泉囲 ��会津若松着 
2312D普通 �9：52 �110：箪 �10：23 �11：04 

3156D快速 �11：04 �111：27 �1∴1：∴28 �12：02 

2314D普通 �12：34 �131：102 �13／：03 �13：41 

3158D快速 �13：26 �113／：571 �14／：00 �14：38 

3316D快速 �14：25 �14：52 �i／＼／14：57 �15：31 

2318D普通 �15：41 �16：09 �16：10 �16：53 

2320D普通 �16：29 �16：57 �17：06 �17：55 

2322D普通 �17：42 �1華10 �18：ilO �18：51 

3160D快速 �18：36 �11＼9：071 �119：07＿ �19：55 

2324D普通 �19：37 �20／：081 �2io：08 �20：46 

2326D普通 �20：32 �21／：00 �21：00 �21：38 

態 �i列車番号／÷ �会津若松発 �書巻　講　読　発 ��会津田島善 

2309D普通 �11：17 �11：56 �12：02 �12：31 

3155D快速 �12：52 �113：32 �13：／33 �14：02、 

3311D快速 �13：53 �14：128 �14：29 �14：53 

2313D普通 �15：01 �15：401 �15：421 �16：14 

2315D普通 �16：23 �17：00 �17：01 �17：30 言∴∴∴∴ ‡〃，1 

：漆／ 轡 �2317D普通 �17：04 �17：40 �17：40 �18：15 
2319D普通 �18：06 �18：42 �18：42 �19：12 

2321D普通 �19：07 �19：43 �1か43 �20：’13 

2323D普通 �20：15 �20：54 �21：00 �21：29 

2325D普通 �21：07 �121：46 �21：46 �22：15 

2327D普通 �22：06 �22：41 �22：42 �23：11 

◇お問い合わせ先÷　【バス】広田タクシー容0242－75－2321【鉄道】会津鉄道℡0242－28－5886 

道路事情（道路渋滞等）、気象条件等により、予定時刻通りに運行できない場合がございます。予めご了承ください。 


