
弘前駅
JR station

¥200

¥170 ¥230
常盤坂入口

Tokiwazaka iriguchi ¥170 ¥220 ¥300

¥170 ¥170 ¥220 ¥300

市役所前公園入口
Shiyakushomae
koen-iriguchi

茂森町長勝寺入口
Shigemori-machi
Choshoji iriguchi

常盤坂入口 着
Tokiwazaka　iriguchi

りんご公園　着
Ringo Koen
(Apple park)

常盤坂入口 発
Tokiwazaka iriguchi

茂森町長勝寺入口
Shigemori-machi
Choshoji iriguchi

市役所前公園入口
Shiyakushomae
koen-iriguchi

弘前駅 着
JR station
(last stop)

西目屋 7:01 7:09 7:11 7:16 ―― 相馬 ―― 7:20 7:24 7:27 7:55
西目屋 7:36 7:47 7:50 7:56 ―― 西目屋 ―― 7:21 7:25 7:28 7:55

相馬 7:46 7:57 7:59 8:03 ―― 西目屋 ―― 8:36 8:40 8:43 9:10
相馬 *8:46 *8:57 *8:59 *9:03 *9:03 相馬 8:50 8:50 8:54 8:57 9:30
西目屋 9:01 9:12 9:15 9:21 ―― 西目屋 ―― 9:16 9:20 9:23 9:50

相馬 9:46 9:57 9:59 10:03 10:03 相馬 *9:50 *9:50 *9:54 *9:57 *10:30

西目屋 11:31 11:42 11:45 11:51 ―― 西目屋 ―― 10:36 10:40 10:43 11:10

相馬 11:46 11:57 11:59 12:03 12:03 相馬 10:50 10:50 10:54 10:57 11:30

相馬 *12:46 *12:57 *12:59 *13:03 *13:03 相馬 12:50 12:50 12:54 12:57 13:30

西目屋 13:01 13:12 13:15 13:21 ―― 西目屋 ―― 13:11 13:15 13:18 13:45

相馬 13:46 13:57 13:59 14:03 14:03 相馬 *13:50 *13:50 *13:54 *13:57 *14:30

相馬 14:46 14:57 14:59 15:03 15:03 西目屋 ―― 14:36 14:40 14:43 15:10

西目屋 15:01 15:12 15:15 15:21 ―― 相馬 14:50 14:50 14:54 14:57 15:30

相馬 16:46 16:57 16:59 17:03 17:03 相馬 15:50 15:50 15:54 15:57 16:30

西目屋 17:01 17:12 17:15 17:21 ―― 西目屋 ―― 16:36 16:40 16:43 17:10

相馬 17:46 17:57 17:59 18:03 ―― 相馬 17:50 17:50 17:54 17:57 18:30

西目屋 *18:01 *18:12 *18:15 *18:21 ―― 西目屋 ―― 18:36 18:40 18:43 19:10

相馬 *18:46 *18:57 *18:59 *19:03 ―― 相馬 ―― 18:45 18:49 18:52 19:20

西目屋 19:01 19:10 19:12 19:17 ―― 西目屋 ―― *19:36 *19:40 *19:43 *20:05

西目屋 *20:11 *20:20 *20:22 *20:27 ――  *=土日祝日運休　No bus services on  Saturdays, Sundays & Holidays

2020.12月　弘前市観光案内所作成

弘前市りんご公園　開園時間　9:00～17:00

西目屋村役場 Nishimeyamura Yakuba / 相馬 Soma 行き バス
バス料金　Fare　\300 (弘前駅 Hirosaki Sta.⇔常盤坂入口 Tokiwazaka Iriguchi)

　
JR弘前駅からバスで20分、常盤坂入口下車、徒歩7分

※　　　　の時間帯はりんご公園敷地内にバスが乗り入れます。
It takes 20mins from JR station by bus.  Please get off Tokiwazaka-iriguchi bus stop and walk 7mins.

※The times highlighted in grey indicate when buses enter the Apple park.
      　　*＝土日祝日運休　No bus services on Saturdays, Sundays & Holidays

バス料金　Fare

市役所前公園入口　 .
Shiyakushomae koen-iriguchi

茂森町長勝寺入口 　　.
Shigemori-machi Choshoji iriguchi

りんご公園
Ringo Koen　(Apple Park)

駅前⑥のりば 発
JR station ⑥ bus stop

りんご公園　発
Ringo Koen
(Apple Park)

①前ドアから乗車し、ドア付近にある整理券発行機から整理券をとります(始発付近から乗車の場合は整理券の発行なし)。

Board the bus at the front door and take boarding ticket from the dispenser near the door.  If you board the bus in the starting zone, there is no ticket.

②各停留所につく前に車内アナウンスが流れます。目的の停留所名がきこえたら降車ボタンを押してください。

Announcement(only in Japanese) are made before each coming stop. When you hear the name of the bus stop where you wish to get off,

press the button above the window or the ceiling of the bus.

③バス前方に料金表がありますので、整理券の番号と照らし合わせて運賃を用意してください(整理券が発行されない場合は、「なし」を見てください)。
Fare board is located at the front of the bus. Check your fare on the monitor that matches the number  printed on your ticket. If you have printed ticket or no ticket,

pay the amount shown under "Nashi なし"(Written in Japanese.) Meaning is "with no numbered ticket" on the board.

④降りるときに、整理券と一緒にちょうどの運賃を料金箱へ入れてください。

Ｐｕｔ the exact change with the boarding ticket into the fare box next to the the driver when you get off.

※バス車内では【¥50、¥100、¥500、¥1,000】の両替ができます。 You can change  ¥50 ,¥100, ¥500 coins, and ¥1000 bills in the bus.
※バスをご利用の際はあらかじめ小銭を用意しましょう。 Always have a supply of small change with you when you travel by bus. 


