
市内中心部・旧市内

番号 起点 経由地 終点 番号 会社
101 八丁堀・紙屋町・本通り 広島駅＜エキまちループ：左回り＞ －
102 平塚町・平和大通り 広島駅＜エキまちループ：右回り＞ －
103 平塚町・平和大通り 市役所前＜エキまちループ：市役所行＞ －

ジ アウトレット広島

ジ アウトレット広島・免許センター

301 広島駅新幹線口（北口） 女学院前・新天地・日赤病院前
広島駅
＜まちのわループ：左回り＞ －

302 段原中央・大学病院前・旭町
広島駅新幹線口（北口）
＜まちのわループ：右回り＞

－

311 宇品東・段原中央 広島港 312 広バス
321 段原中央 大学病院 322 広バス
331 段原中央 旭町 332 広バス
341 段原中央 県病院前 342 広バス

府中永田 2-1 広電
府中ニュータウン 2-5 広電
（府中南公民館経由）

府中ニュータウン
2-6 広電

府中山田 2-2 広電
（イオンモール広島府中経由）

府中山田
2-11 広電

温品四丁目 2-7 広電
観音新町3丁目 3－3 広電
観音マリーナホップ 3 広電
向洋新町車庫 4－3 広電

4－1 広電
広島駅・仁保南 4－2 広電

5 牛田早稲田 広島駅新幹線口（北口） 広電曙営業所 5 広電
6 牛田早稲田 八丁堀・市役所 江波三菱・江波営業所 6 広電
7 横川駅 仁保車庫前 7－3 広電
7 紙屋町 向洋新町車庫 7－1 広電

広島へリポート 8 広電
観音マリーナホップ 8 広電

10 己斐（西広島） 市役所 大学病院・旭町 10 広電
大迫団地（無線台下経由） 11-1 ボンバス

大迫団地（日生東団地経由） 11-2 ボンバス

広電己斐団地（無線台下経由） 11-3 ボンバス

大迫団地（フジハイツ・緑ヶ丘入口経由） 11-4 ボンバス

緑ヶ丘入口（フジハイツ経由） 11-6 ボンバス

大迫団地（無線台下経由） 11-51 ボンバス

大迫団地（日生東団地経由） 11-52 ボンバス

大迫団地（フジハイツ・緑ヶ丘入口経由） 11-54 ボンバス

フジハイツ 11-8 ボンバス

もみじが丘南 11-9 ボンバス

フジハイツ（ｲﾄｰﾋﾟｱﾏﾝｼｮﾝ経由） 11-18 ボンバス

もみじが丘南（共立ハイツ経由） 11-19 ボンバス

12 牛田本町・八丁堀 12－1 広電
－ (急行）・八丁堀 12－2 広電

12－3 市役所 12－3 広電
12 牛田本町・八丁堀 旭町 12－4 広電

14-H 八丁堀 西広島 共立ハイツ（高須小学校経由） 14 ボンバス

西広島 学院東門 14-2
高須台五丁目（高須小学校経由） 14-5
明山台下（高須小学校経由） 14-9

なし 広島駅 八丁堀・紙屋町・十日市 横川駅 15 JR
15-K 広島バスセンター 広瀬町 横川駅 なし JR

そらの北・ジ アウトレット 広島 五月が丘団地 17－1
そらの北 17－2

八丁堀 西広島・広電己斐団地・そらの北 17－3
西広島 己斐峠 五月が丘団地 17-21

21-1 広島港 御幸橋・広島駅 21-1 広バス

21-2
広島港・
プリンスホテル

ベイシティ・広島駅 21-2 広バス

22 広島駅 紙屋町・八丁堀・横川 三滝観音 22 広バス
23 横川駅 紙屋町・八丁堀・比治山ﾄﾝﾈﾙ 大学病院 23 広バス

23-1 横川駅 紙屋町・八丁堀・出汐町 大学病院 23-1 広バス
吉島病院 24 広バス
吉島営業所 24 広バス

26 広島駅 城南通り・八丁堀 旭町 26 広バス
27 戸坂東浄団地 広島駅 紙屋町 27 広バス

ボンバス

東浄小学校
仁保沖町

ジ アウトレット 広島

24 広島駅 平和記念公園

西広島

14

向洋大原・洋光台団地

17H

11 西広島

仁保車庫前

市役所・東雲町

8 横川駅 西観音町

八丁堀

4-H 県庁
広島駅・地方

11-H 八丁堀

西広島

西広島は経由しません

3-H 広島駅

広島駅 広島電鉄・
広島バス

201 広島港
アルパーク・高速3号線
＜西風みなとライン＞

202
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広島駅
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