
ＪＲバス

　　　　　　　　

西 部 東 部 青森駅 （経 由） 横内
大学着
(ACAC)

大学発
(ACAC)

横内 （経 由） 青森駅 東 部 西 部

（モヤヒルズ行） △６：１５ 八甲田大橋 △６：３９ △６：４７  △７：２３  △７：２９ 堤    橋  △８：１０ （モヤヒルズ発）

△６：４０ 八甲田大橋 △７：０４ △７：２０  △７：３５  △７：４１ 八甲田大橋  △８：１５

６：５５ 八甲田大橋 ７：１９ ７：３５  ７：４５  ７：５１ 八甲田大橋  ８：２５

７：１５ － － 八甲田大橋 ７：５４ ８：２２ ※８：３５ ※８：４０ 八甲田大橋 － － ※９：３７

※７：２０ － 八甲田大橋 ※７：５７ ※８：２５  △８：４５  △８：５１ 八甲田大橋  △９：２５

※７：３７ 南旭町 ※８：０４ ※８：２２ ８：４５ ８：５０ 南旭町 ９：２５

△７：５５ 八甲田大橋 △８：１９ △８：３５ ※９：１０ ※９：１５ 中筒井 － ※１０：０３

（モヤヒルズ行） ８：１０ 八甲田大橋 ８：３４ ８：４２  ９：２３  ９：２９ 八甲田大橋 １０：０５ （モヤヒルズ発）

※９：２０ 八甲田大橋 ※９：４６ ※１０：０２ ※１０：３０ ※１０：３５ 八甲田大橋 ※１１：１０

（モヤヒルズ行） ９：２５ 八甲田大橋 ９：５１ ９：５６ １０：４０ １０：４６ 八甲田大橋 １１：２０

９：４５ 八甲田大橋 １０：０９ １０：２５ １０：４２ １０：４７ 八甲田大橋 １１：２７ （モヤヒルズ発）

v１１：０６ － －
新青森南口・
八甲田大橋 v１１：４９ v１２：１１ △１２：２５ △１２：３１ 八甲田大橋 △１３：０５

△１１：１５ 八甲田大橋 △１１：３９ △１１：５５ v１２：２８ v１２：３３
新青森南口・
八甲田大橋 － － v１３：３３

（モヤヒルズ行） １２：００ 八甲田大橋 １２：２４ １２：３２ １３：１３ １３：１９ 八甲田大橋 １３：５５ （モヤヒルズ発）

（モヤヒルズ行） １３：４５ 八甲田大橋 １４：１１ １４：１６ △１４：５０ △１４：５６ 八甲田大橋 △１５：３０

△１３：５０ 八甲田大橋 △１４：１４ △１４：３０ １４：５２ １４：５７ 八甲田大橋 １５：３２ （モヤヒルズ発）

（モヤヒルズ行） １５：１３ 八甲田大橋 １５：３９ １５：４４ １６：２５ １６：３１ 八甲田大橋 １７：０５

１５：３０ 八甲田大橋 １５：５４ １６：１０ １６：３１ １６：３６ 八甲田大橋 １７：１１ （モヤヒルズ発）

（モヤヒルズ行） △１５：５０ 八甲田大橋 △１６：１４ △１６：２２ △１７：０８ △１７：１４ 堤    橋 △１７：５５ （モヤヒルズ発）

※１６：０２ 南旭町 ※１６：２９ ※１６：４７ ※１７：１５ ※１７：２０ 南旭町 ※１７：５５

※１６：２３ － － 八甲田大橋 ※１７：０３ ※１７：３０ １７：３０ １７：３６ 八甲田大橋 １８：１０

□１６：３５ 八甲田大橋 □１７：０１ □１７：１３ ※１８：００ ※１８：０５ 八甲田大橋 － － ※１９：０７

１６：４０ 八甲田大橋 １７：０４ １７：２０ □１８：０５ □１８：１０ 八甲田大橋 □１８：４３

△１７：２０ 堤    橋 △１７：４９ △１８：０３ △１８：１５ △１８：２1 八甲田大橋 △１８：５５

△１８：００ 八甲田大橋 △１８：２４ △１８：４０ ※１８：２０ ※１８：２５ 八甲田大橋 ※１９：００

△１８：３０ 八甲田大橋 △１８：５４ △１９：１０ △１８：５０ △１８：５６ 八甲田大橋 △１９：３０

１９：４０ 八甲田大橋 ２０：０２ ２０：２２ △１９：２０ △１９：２６ 八甲田大橋 △２０：００

２１：００ 八甲田大橋 ２１：２２ ２１：４２ v２０：３０ v２０：３５
新青森南口・
八甲田大橋 － － v２１：３７

２１：５２ ２１：５７ 八甲田大橋 － － ２２：５４

注：通過、行先着は予定時刻です。また、青森公立大学のバス停からACACまでは徒歩５分ほどかかりますのでご了承ください。

 ※印は、土・日・祝日、及び  8/13、12/29～1/3を運休
 □印は、土・日・祝日、及び  8/13、12/29～1/3を運行

 △印は、土・日・祝日、及び12/29～1/3を運休　 (1/1は全便運休）

JRバス：平成29年11月25日改正 ／ 市営バス：平成29年4月1日改正

バ   ス   時   刻   表
（青森公立大学線）

上        り 下       り

v印は、新青森駅南口経由

市営バス


