
土・日・祝 用

行　　先 経　由 時　刻 行　　先 経　由 時　刻

蒲生・楠田 老神 6:58 蒲生・楠田 老神 7:52
蒲生・楠田 老神 8:04 帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 8:34
鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 8:16 蒲生・楠田 老神 8:44
帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 8:34 蒲生・楠田 老神 9:04
蒲生・楠田 老神 9:17 帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 9:24
帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 9:24 蒲生・楠田 老神 9:40
帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 10:15 蒲生・楠田 老神 9:59
○蒲生・楠田（3庁舎間） 老神 10:22 帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 10:15
蒲生・楠田 老神 10:55 帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 11:05
帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 11:05 蒲生・楠田 老神 11:07
蒲生・楠田（大循環） 重冨駅・吉田麓・蒲生 11:54 蒲生・楠田（大循環） 重冨駅・吉田麓・蒲生 11:54
鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 12:29 鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 12:10
蒲生・楠田 老神 12:59 蒲生・楠田 老神 14:09
○蒲生・楠田（3庁舎間） 老神 13:52 帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 14:47
帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 14:47 蒲生・楠田 老神 15:14
蒲生・楠田 老神 15:04 帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 15:39
帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 15:39 鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 16:27
○蒲生・楠田（3庁舎間） 老神 15:52 帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 16:36
鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 16:34 蒲生・楠田 老神 16:44
帖佐駅（小循環） 重冨駅・警察学校・青雲会 16:36 帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 17:29
帖佐駅（小循環） 青雲会・警察学校・重冨駅 17:29 蒲生・楠田 老神 18:04
蒲生・楠田 老神 17:39 鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 18:14
蒲生・楠田（大循環） 重冨駅・吉田麓・蒲生 18:19 蒲生・楠田（大循環） 重冨駅・吉田麓・蒲生 18:19
鹿児島中央駅 蒲生・教育センター・坂元 18:23
蒲生・楠田 老神 19:04

　　　イオンタウン姶良前　停留所
　　　　　　　　　　　　　（西街区側）
お問い合わせ　空港自動車営業所　Ｔｅｌ０９９５－５８－２３４１

　　　８/１４・１５、１２/２９～１/３は
　　　土・日・祝のダイヤで運行 この時刻表は弊社ホームページに掲載されております。

《《　南国バス通過予定時刻表　》》
月曜日～金曜日用（祝日を除く） 令和４年４月１日　改正

※交通状況により遅れる事がございます。
あしからずご了承くださいませ。

○は姶良市３庁舎間巡回バス　　

(閉庁日・土日祝・１月１日～１月３日は運休です）



土・日・祝 用
行　　先 経　由 時　刻 行　　先 経　由 時　刻

帖佐駅 6:27 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 7:30
帖佐駅 7:07 帖佐駅 8:05
帖佐駅 7:45 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 8:30
帖佐駅 8:17 ※鹿児島中央駅（土曜） 10号バイパス・東佐多・教セ・吉野 8:35
※鹿児島中央駅 10号バイパス・東佐多・教セ・吉野 8:40 帖佐駅（小循環） 9:03
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 8:55 ※鹿児島中央駅（日祝） 10号バイパス・東佐多・教セ・吉野 9:20
帖佐駅（小循環） 9:03 帖佐駅 9:22
○加治木支所 姶良市役所・帖佐駅・国立病院前 9:05 帖佐駅（小循環） 9:53
帖佐駅（小循環） 9:53 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 9:55
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 9:55 帖佐駅 10:20
鹿児島中央駅 帖佐駅・重冨 10:05 ◎鹿児島空港 新生町・加治木駅・陵南小 10:34
帖佐駅（小循環） 10:44 帖佐駅（小循環） 10:44
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 10:55 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 11:15
帖佐駅（小循環） 11:34 帖佐駅（小循環） 11:34
姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 11:46 帖佐駅 11:51
○加治木支所 姶良市役所・帖佐駅・国立病院前 12:35 溝辺下十文字 国立病院・加治木駅・下有川 12:40
溝辺下十文字 国立病院・加治木駅・下有川 12:55 帖佐駅 13:05
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 13:05 姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 13:25
姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 14:02 帖佐駅（大循環） 14:24
帖佐駅（大循環） 14:24 姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 14:35
○加治木支所 姶良市役所・帖佐駅・国立病院前 14:35 帖佐駅 14:53
帖佐駅（小循環） 15:16 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 15:05
姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 15:42 帖佐駅（小循環） 15:16
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 15:50 姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 15:46
帖佐駅 16:05 帖佐駅 16:00
帖佐駅（小循環） 16:08 帖佐駅（小循環） 16:08
溝辺下十文字 国立病院・加治木駅・下有川 16:50 溝辺下十文字 国立病院・加治木駅・下有川 16:15
姶良ニュータウン車庫前 旧道・青雲会病院・森山 17:05 溝辺下十文字 国立病院・論地岡・空港 16:55
帖佐駅（小循環） 17:05 帖佐駅（小循環） 17:05
帖佐駅（小循環） 17:58 帖佐駅 17:47
帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・陵南小 18:35 帖佐駅（小循環） 17:58
帖佐駅 18:52 帖佐駅・鹿児島空港 国立病院・加治木駅・下有川 18:50

○は姶良市３庁舎間循環バス ※鹿児島中央駅行　（10号線バイパス～東佐多

（閉庁日・土日祝・1月1日～1月３日は運休です） 　　～教育センター～吉野経由）です。

　　次のバス停留所は枦山上です。

　　帖佐駅には行きません。

◎（土日祝）10：34発新生町経由は国立病院前・

須崎口・岩原・東岩原（10号）は通りませんので
ご注意ください。

お問い合わせ　南国交通㈱空港自動車営業所　０９９５－５８－２３４１

　　　　　　　　　　　　（東街区側）

この時刻表は弊社ホームページに掲載されております。

《《　南国バス通過予定時刻表　》》
月曜日～金曜日用（祝日を除く） 令和5年４月１日改正

※交通状況により遅れる事がございます。
あしからずご了承くださいませ。

８/１４・１５、１２/２９～１/３は
土・日・祝運行です。

　　　イオンタウン姶良前　停留所


