
〇広島シティパス対象路線

1号 広島駅～紙屋町東～広島港 全線

2号 広島駅～紙屋町東・西～広電宮島口 広島駅～広電西広島

3号 広電西広島～紙屋町西～宇品二丁目/広島港 全線

5号 広島駅～比治山下～広島港 全線

6号 広島駅～紙屋町東・西～江波 全線

7号 横川駅～紙屋町西～広電本社前 全線

8号 横川駅～土橋～江波 全線

9号 八丁堀～白島 全線

101 エキまちループ（左まわり：広島駅～本通り～平塚町～広島駅） 全線

102 エキまちループ（右まわり：広島駅～平塚町～本通り～広島駅） 全線

103 エキまちループ（広島駅～平和大通り～市役所） 全線

301 左まわり：広島駅新幹線口～日赤病院～大学病院前～広島駅 全線

302 右まわり：広島駅～大学病院前～日赤病院前～広島駅新幹線口 全線

321・322 広島駅～大学病院前 全線

331 旭町～大学病院前～広島駅 全線

332 広島駅～大学病院前～旭町 全線

2ー1 県庁前～広島駅～府中永田 県庁前～東区役所前

2ー2 県庁前～広島駅～府中山田 県庁前～東区役所前

2ー5 県庁前～広島駅～府中ニュータウン 県庁前～東区役所前

2ー6 県庁前～広島駅～府中南公民館～府中ニュータウン 県庁前～東区役所前

2ー7 県庁前～広島駅~温品4丁目 県庁前～東区役所前

2 府中ニュータウン～広島駅～県庁 東区役所前～県庁前

2 府中永田～広島駅～県庁 東区役所前～県庁前

2ー2 府中山田～広島駅～県庁 東区役所前～県庁前

2ー7 温品4丁目～広島駅～県庁 東区役所前～県庁前

2ー7 府中山田～総社会館～広島駅～県庁 東区役所前～県庁前

2ー8 温品4丁目～広島駅～市役所 東区役所前～市役所前

2ー8 府中山田～広島駅～市役所 東区役所前～市役所前

2ー8 府中ニュータウン～広島駅～市役所 東区役所前～市役所前

2ー8 府中永田～広島駅～市役所 東区役所前～市役所前

2ー9 温品4丁目～広島駅 東区役所前～広島駅

2ー9 府中永田～広島駅 東区役所前～広島駅

2ー6 府中ニュータウン～府中南公民館～県庁 東区役所前～県庁前

2ー12 府中ニュータウン～府中南公民館～市役所 東区役所前～市役所前

3 観音マリーナホップ～市役所～広島駅 全線

3 広島駅～市役所～観音マリーナホップ 全線

3ー3 広島駅～市役所～観音新町3丁目 全線

4ー1 県庁前～広島駅～仁保車庫 全線

4ー2 県庁前～広島駅～仁保南～仁保車庫 全線

4ー3 県庁前～広島駅～向洋新町車庫 県庁前～広島駅～地方

4 向洋新町車庫～広島駅～県庁前 仁保二丁目～広島駅～県庁前

4 仁保車庫～広島駅～県庁前 全線

4 仁保車庫～仁保南~広島駅～県庁前 全線

5 広島曙営業所前～広島駅新幹線口～牛田本町～牛田早稲田 愛宕町～鶴羽根神社前

5 広島曙営業所前～広島駅新幹線口～牛田早稲田(平日朝のみ) 愛宕町～鶴羽根神社前

5ー1 牛田早稲田～牛田本町～広島駅新幹線口～広島曙営業所前 鶴羽根神社前～愛宕町

5ー1 牛田早稲田～広島駅新幹線口～広島曙営業所前(平日朝のみ) 鶴羽根神社前～愛宕町

5ー2 牛田早稲田～牛田本町～広島駅新幹線口 鶴羽根神社前～愛宕町

5ー2 牛田早稲田～広島駅新幹線口(平日朝のみ) 鶴羽根神社前～愛宕町

6ー1 江波三菱前～舟入～八丁堀～牛田旭 江波三菱前～白島町

6ー2 江波三菱前～舟入~八丁堀~牛田早稲田 江波三菱前～白島町

6ー3 江波三菱前～舟入～八丁堀～牛田旭～牛田早稲田 江波三菱前～白島町

6 牛田早稲田～牛田旭～八丁堀～江波三菱前 白島町～江波三菱前

6 牛田早稲田～八丁堀～江波三菱前～江波営業所 白島町～江波営業所

6 牛田早稲田～牛田旭～八丁堀～江波三菱前～江波営業所 白島町～江波営業所

6ー1 牛田早稲田～牛田旭～八丁堀～かきうち通り～江波営業所 白島町～江波営業所

6ー1 牛田早稲田～八丁堀～かきうち通り～江波三菱前～江波営業所 白島町～江波営業所

6号

4号

路線名

路線名 対象範囲

エキまちループ

まちのわループ

大学病院・

旭町線

対象範囲

2号

3号

5号

広島電鉄電車

広島電鉄バス



〇広島シティパス対象路線

7 向洋新町車庫～東雲～市役所～十日市～横川駅前 仁保二丁目～横川駅前

7 向洋新町車庫～東雲～市役所～紙屋町 仁保二丁目～紙屋町

7 仁保車庫～東雲～市役所～紙屋町 全線

7ー1 横川駅前～十日市～市役所～東雲～仁保車庫 全線

7ー1 県庁前～市役所～東雲～仁保車庫 全線

7ー3 横川駅前～十日市～市役所～東雲～向洋新町車庫 横川駅前～渕崎

7ー3 県庁前～市役所～東雲～向洋新町車庫 県庁前～渕崎

8 横川駅前～観音マリーナホップ 全線

8ー1 横川駅前～観音新町３丁目 全線

8 観音マリーナホップ～横川駅前 全線

10 (急行)己斐～市役所 全線

10 (急行)己斐～市役所～大学病院前～旭町 全線

10 (急行)市役所～己斐 全線

10 大学病院前～旭町～(急行)市役所～己斐 全線

12 仁保沖町～八丁堀～牛田本町～東浄小学校 仁保沖町～白島町

12 旭町～八丁堀～牛田本町～東浄小学校 旭町～白島町

12ー3 仁保沖町～市役所～本通り～新白島駅～桜ヶ丘～東浄小学校 仁保沖町～新白島駅

12ー1 東浄小学校～牛田本町～八丁堀～仁保沖町 白島町～仁保沖町

12ー1 東浄小学校～牛田本町～八丁堀～新天地 白島町～新天地

12ー2 (急行)東浄小学校～新白島町～八丁堀～仁保沖町 新白島駅～仁保沖町

12ー3 東浄小学校～桜ヶ丘～新白島駅～本通り～市役所～仁保沖町 新白島駅～仁保沖町

12ー3 東浄小学校～桜ヶ丘～新白島駅～本通り～市役所 新白島町～市役所前

12ー4 東浄小学校～牛田本町～八丁堀～旭町 白島町～旭町

52 美鈴が丘高校～広島BC・広島駅 己斐本町二丁目～広島駅

52 山田団地～広島BC・広島駅 己斐本町二丁目～広島駅

53 井口台パークタウン～広島BC 己斐本町二丁目～広島BC

52ー1 広島BC~山田団地 広島BC～己斐本町二丁目

52ー2 広島BC~美鈴が丘高校 広島BC～己斐本町二丁目

53ー7 広島BC～井口台パークタウン 広島BC～己斐本町二丁目

54 五月が丘4丁目～広島BC 旭橋西～広島BC

54 彩が丘団地～美鈴～広島BC 旭橋西～広島BC

54 美鈴が丘高校～広島BC 旭橋西～広島BC

54 山田団地～広島BC 旭橋西～広島BC

54 藤の木団地～彩が丘団地～美鈴～広島BC 旭橋西～広島BC

55 彩が丘団地～広島BC 旭橋西～広島BC

55 東観音台団地～広島BC 旭橋西～広島BC

55 薬師が丘団地～広島BC 旭橋西～広島BC

55 四季が丘～広島BC 旭橋西～広島BC

55 四季が丘～陽光台～広島BC 舟入本町～広島BC

55 藤の木団地～広島BC 旭橋西～広島BC

55 井口台パークタウン～広島BC 旭橋西～広島BC

55 阿品台北～広島BC 旭橋西～広島BC

54ー1 広島BC~山田団地 広島BC～旭橋西

54ー2 広島BC~美鈴が丘高校 広島BC～旭橋西

54ー3 広島BC~美鈴～彩が丘団地～藤の木団地 広島BC～旭橋西

54ー4 広島BC~美鈴～彩が丘団地 広島BC～旭橋西

54ー9 広島BC~五月が丘3丁目 広島BC～旭橋西

55ー1 広島BC～薬師が丘団地 広島BC～旭橋西

55ー2 広島BC～四季が丘 広島BC～旭橋西

55ー2 (急行)広島BC～四季が丘 広島BC～旭橋西

55ー3 広島BC～藤の木団地 広島BC～旭橋西

55ー4 広島BC~彩が丘団地 広島BC～旭橋西

55ー5 広島BC~東観音台団地 広島BC～旭橋西

55ー6 広島BC～阿品台北 広島BC～旭橋西

西広島バイパス線

（54号・55号）

路線名 対象範囲

西広島バイパス線

（52号・53号）

8号

10号

12号

7号

広島電鉄バス



〇広島シティパス対象路線

65ー3 広島BC～あさひが丘 広島BC～中広3丁目

70ー3 広島BC～あさひが丘 広島BC～横川駅前

70ー4 広島BC～沼田高校 広島BC～横川駅前

65 あさひが丘～広島バスセンター 中広2丁目～広島BC

70ー4 あさひが丘～沼田高校 適用なし

70H 沼田高校～八丁堀 横川駅前～八丁堀

70H あさひが丘～八丁堀 横川駅前～八丁堀

72ー4 広島BC～可部～吉田 広島BC～横川駅前

72K 吉田～可部～広島BC 横川駅前～広島BC

74ー7 広島BC～可部～安佐営業所～三段峡 広島BC～横川駅前

75 広島BC~高速道～三段峡 広島BC～横川駅前

74K 三段峡～安佐営業所～可部～広島BC 横川駅前～広島BC

75K 三段峡～高速道～広島BC 横川駅前～広島BC

62 こころ西風梅苑～中広町～広島BC 中広町～広島BC

62 花の季台～中広町～広島BC 中広町～広島BC

62 こころ南～中広町～広島BC 中広町～広島BC

63 こころ西風梅苑～横川駅～広島BC 中広二丁目～広島BC

63 花の季台～横川駅～広島BC 中広二丁目～広島BC

63 こころ南～横川駅～広島BC 中広二丁目～広島BC

63 こころ産業団地～横川駅～広島BC 中広二丁目～広島BC

62ー1 広島BC～中広町～花の季台 広島BC～中広町

63ー1 広島BC～横川駅～花の季台 広島BC～中広3丁目

62ー2 広島BC～中広町～こころ南 広島BC～中広町

63ー2 広島BC～横川駅～こころ南 広島BC～中広3丁目

62ー3 広島BC～中広町～こころ西風梅苑 広島BC～中広町

63ー3 広島BC～横川駅～こころ西風梅苑 広島BC～中広3丁目

63ー4 広島BC～横川駅～こころ産業団地 広島BC～中広3丁目

63ー4 横川駅～こころ産業団地 横川駅前～中広3丁目

64 くすの木台～広島BC 中広町～広島BC

64 くすの木台～市役所 中広町～市役所

65 あさひが丘～広島BC 中広2丁目～広島BC

64ー1 広島BC～くすの木台 広島BC～中広町

65ー3 広島BC～あさひが丘 広島BC～中広3丁目

60 藤の木団地～中広町～広島BC 中広町～広島BC

60 藤の木団地～中広町～市役所前 中広町～市役所前

60 免許センター～五月が丘～中広町～市役所前 中広町～市役所前

61 そらの北・免許センター～五月が丘～横川駅～広島BC 中広2丁目～広島BC

61 ジアウトレット広島・免許センター～五月が丘～横川駅～広島BC 中広2丁目～広島BC

60ー3 広島BC～中広町～藤の木団地 広島BC～中広町

61ー1 広島BC～横川駅～免許センター 広島BC～中広3丁目

61ー4 広島BC～横川駅～五月が丘～免許センター～ジアウトレット広島 広島BC～中広3丁目

61ー4 広島BC～横川駅～五月が丘～免許センター～そらの北 広島BC～中広3丁目

40 熊野萩原車庫前～熊野営業所～向洋～広島BC 広島駅～広島BC

40ー12 広島BC～向洋～熊野営業所～熊野萩原車庫前 広島BC～広島駅

41 熊野萩原車庫前～熊野営業所～東雲～紙屋町～八丁堀 柞木～八丁堀

41 上條橋東・昭和市民センター～東雲～紙屋町～八丁堀 柞木～八丁堀

41ー1 広島BC～東雲～熊野営業所 広島BC～柞木

41ー2 広島BC～東雲～熊野営業所～熊野萩原車庫前 広島BC～柞木

41ー3 広島BC～東雲～熊野営業所～焼山・宮ヶ迫団地入口 広島BC～柞木

42 熊野萩原車庫前～高速2号線~市役所前 広島駅～市役所前

42ー2 広島BC～高速2号線～熊野萩原車庫前 広島BC～広島駅

広島～三次・庄原・東城線 広島駅新幹線口～広島BC

広島～熊野方面

(向洋経由)（40号）

広島～熊野・焼山

方面（東雲経由）

（41号）

広島～熊野方面

（高速2号経由）

広島～三次・

庄原・東城線

三段峡線

（74号）

西風新都線

（62号）

くすの木台線

（64号）

五月が丘団地・

免許センター・

ジアウトレット広島・

そらの線

（60号）

あさひが丘線

（70号）

路線名 対象範囲

上根・吉田線

（72号）

広広島電鉄バス



〇広島シティパス対象路線

21ー1 洋光台団地～広島港 広島駅～広島港

21ー2 洋光台団地～グランドプリンスホテル広島 広島駅～グランドプリンスホテル広島

22 広島駅～横川～大芝町 広島駅～横川三丁目

広島駅～横川～三滝観音 広島駅～横川三丁目

22ー1 広島駅～新白島駅～大芝町 広島駅～新白島駅

23 横川駅～昭和町～大学病院 全線

23ー1 横川駅～比治山トンネル(段原)～大学病院 全線

24 広島駅～吉島営業所 全線

広島駅～吉島病院 全線

25 広島駅～十日市～井口車庫 広島駅～庚午北4丁目

広島駅～平和公園～井口車庫 広島駅～庚午北4丁目

旭町線 26 広島駅～旭町～広島駅 全線

中山線 27 紙屋町(県庁前)～広島駅～戸坂東浄団地 紙屋町(県庁前)～愛宕町

28 アルパーク～鈴が峰住宅 適用なし

アルパーク～LECT 適用なし

29 広島BC~大内越峠～小河原車庫 広島BC～愛宕町

29 広島BC~大須・矢賀～小河原車庫 広島BC～東区役所前

29 小河原車庫→温品バイパス経由→広島BC 広島BC～東区役所前

高陽線 30 広島BC～不動院～高陽B団地 広島BC～新白島駅

東西線 50 広島駅～観音新町～アルパーク 広島駅～観音新町2丁目

平塚線 51ー1 市役所前→竹屋町西→広島駅 全線

101 エキまちループ（左まわり：広島駅→本通り→平塚町→広島駅） 全線

102 エキまちループ（右まわり：広島駅→平塚町→本通り→広島駅） 全線

103 エキまちループ（広島駅→平和大通り→市役所） 全線

301 左まわり：広島駅新幹線口→日赤病院→大学病院前→広島駅 全線

302 右まわり：広島駅→大学病院前→日赤病院前→広島駅新幹線口 全線

311 広島港→大学病院→広島駅 全線

312 広島駅→大学病院→広島港 全線

321 大学病院前→広島駅 全線

322 広島駅→大学病院前 全線

331 旭町→大学病院前→広島駅 全線

332 広島駅→大学病院前→旭町 全線

341 県病院前→段原→広島駅 全線

342 広島駅→大学病院前→県病院前 全線

高陽C団地 30ー3　広島駅～広島BC～新白島駅～千足～高陽C団地～高陽車庫 広島駅～新白島駅

高陽A団地 30ー4　広島駅～広島BC～新白島駅～千足～高陽A団地～高陽車庫 広島駅～新白島駅

高陽車庫 30ー5　広島駅～広島BC～新白島駅～千足～矢口が丘～高陽車庫 広島駅～新白島駅

深川台 30ー6　広島駅～広島BC～新白島駅～千足～（地区センター）～（Ｃ団地）～深川台 広島駅～新白島駅

桐陽台 30ー7　広島BC～新白島駅～千足～下深川～可部駅前～（地区センター）～桐陽台 広島BC～新白島前

大林車庫 30ー8　広島BC～新白島駅～千足～下深川～可部駅前～（地区センター）～大林車庫 広島BC～新白島駅

高陽台 32ー1　広島BC～広島駅～にぎつ～千足～（矢口が丘）～高陽台 広島BC～常盤橋東

高陽C団地 32ー３　広島駅～にぎつ～千足～高陽C団地～高陽車庫 広島駅～常盤橋東

高陽車庫 32ー５　広島BC～広島駅～にぎつ～千足～矢口が丘～高陽車庫 広島BC～常盤橋東

深川台 32ー６　広島BC～広島駅～にぎつ～千足～（矢口が丘）～（地区センター）～深川台 広島BC～常盤橋東

桐陽台 32ー7　広島BC～広島駅～にぎつ～千足～下深川～可部駅前～（地区センター）～桐陽台 広島BC～常盤橋東

大林車庫 32ー8　広島BC～広島駅～にぎつ～千足～下深川～可部駅前～（地区センター）～大林車庫 広島BC～常盤橋東

深川（急行） 高陽A団地 33ー４　広島BC～新白島駅～千足～地区センター～高陽A団地～高陽車庫 広島BC～新白島駅

毘沙門台 70ー１　広島駅～広島BC～横川駅前～大町駅～毘沙門台 広島駅～横川駅前

サンハイツ 70ー２　広島駅～広島BC～横川駅前～大町駅～毘沙門台～サンハイツ 広島駅～横川駅前

毘沙門天・毘沙門台 70ー６　広島駅～広島BC～横川駅前～大町駅～毘沙門天～毘沙門台 広島駅～横川駅前

文化学園・祇園が丘 71ー１　広島駅～八丁堀～紙屋町～旧道経由～広島文化学園～祇園が丘 広島駅～横川駅前

山本東亜ハイツ 71ー２　広島駅～八丁堀～紙屋町～旧道経由～山本東亜ハイツ 広島駅～横川駅前

春日野 71ー4　広島駅～八丁堀～紙屋町～旧道経由～春日野 広島駅～横川駅前

広島経済大学 71ー5　広島駅～八丁堀～紙屋町～旧道経由～広島経済大学 広島駅～横川駅前

安佐大橋 71ー6　広島駅～八丁堀～紙屋町～旧道経由～安佐大橋 広島駅～横川駅前

南原 72ー１　広島駅～広島BC～中緑井～可部上市～南原 広島駅～横川駅前

大林 72ー２　広島駅～広島BC～中緑井～可部上市～大林 広島駅～横川駅前

桐陽台 72ー７　広島駅～広島BC～中緑井～可部上市～桐陽台 広島駅～横川駅前

大林車庫 72ー８　広島駅～広島BC～中緑井～可部上市～大林車庫 広島駅～横川駅前

虹山県住 73ー１　広島駅～広島BC～横川駅前～中緑井～可部上市～虹山県住 広島駅～横川駅前

勝木 73ー２　広島駅～広島BC～横川駅前～中緑井～可部上市～虹山団地～勝木 広島駅～横川駅前

勝木台 73ー３　広島駅～広島BC～横川駅前～中緑井～可部上市～虹山団地～勝木台 広島駅～横川駅前

大畑 73ー４　広島駅～広島BC～横川駅前～中緑井～可部上市～虹山団地～大畑 広島駅～横川駅前

飯室 73ー５　広島駅～広島BC～横川駅前～可部上市～虹山団地～（上大毛寺）～（ふじﾋﾞﾚｯｼﾞ）～飯室 広島駅～横川駅前

星が丘 73ー6　広島BC～横川駅前～中緑井～可部上市～上大毛寺～飯室～星が丘 広島BC～横川駅前

上原 74ー1　広島BC～横川駅前～佐東バイパス～別所団地～上原 広島BC～横川駅前

南原研修センター 74ー２　広島駅～広島BC～横川駅前～佐東バイパス～可部上市～南原研修センター 広島駅～横川駅前

301 左まわり：広島駅新幹線口～日赤病院～大学病院前～広島駅 全線

302 右まわり：広島駅～大学病院前～日赤病院前～広島駅新幹線口 全線

321・322 広島駅～大学病院前 全線

上原

南原研修センター

まちのわループ

深川（基町経由）

深川

（にぎつ経由）

毘沙門台

平原・山本・

経済大学・川内

大林・桐陽台・南原

勝木・大畑

路線名 対象範囲

エキまちループ

まちのわループ

みなと新線

大学病院・旭町線

翠町線

鈴商線

深川線

路線名 対象範囲

宇品線

横川線

横県線

吉島線

草津線

広島バス

広島交通



〇広島シティパス対象路線

広島BC～新白島駅～千足～諸木～研創前 広島BC～新白島駅

広島駅～不動院～矢口が丘上～諸木～研創前 適用なし

横川駅～広島BC～新白島駅～千足～諸木～高陽車庫 横川駅～新白島駅

横川駅～広島BC 全線

広島BC~新白島駅～千足～諸木～高陽車庫 広島BC～新白島駅

広島駅～広島BC~新白島駅～千足～諸木～高陽車庫 広島駅～新白島駅

急行 広島BC～新白島駅～不動院～高陽車庫 広島BC~新白島駅

広島駅～広島BC～横川～可部～大朝車庫 広島駅～横川

広島駅～広島BC～横川～可部～鈴張 広島駅～横川

南幸線 40ー1 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～南幸町 広島BC～広島駅

三迫線 40ー2 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～三迫二丁目 広島BC～広島駅

40ー4 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～国信橋 広島BC～広島駅

40ー6 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～国信橋～中野東7丁目 広島BC～広島駅

40ー7 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～中野東7丁目～瀬野駅～宮の前 広島BC～広島駅

阿戸線 40ー8 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～瀬野駅～海上側 広島BC～広島駅

40ー9 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～瀬野駅～一貫田～八本松駅 広島BC～広島駅

40ー10 広島BC～広島駅～向洋駅前～海田～瀬野駅～一貫田～西条駅前 広島BC～広島駅

東雲線 41ー7 広島BC~大学病院南門～国信橋～瀬野駅～宮の前 広島BC～仁保2丁目

11ー1 八丁堀～福島町～西広島駅～無線台下～大迫団地 八丁堀～福島町～西広島駅

11ー2 八丁堀～福島町～西広島駅～日生東～大迫団地 八丁堀～福島町～西広島駅

11ー51 八丁堀～福島町～己斐中二丁目～無線台下～大迫団地 八丁堀～福島町

11ー52 八丁堀～福島町～己斐中二丁目～日生東～大迫団地 八丁堀～福島町

11ー3 八丁堀～西区役所前～西広島駅～無線台下～広電己斐団地 八丁堀～西区役所前～西広島駅

11ー4 八丁堀～福島町～西広島駅～ﾌｼﾞﾊｲﾂ消防署前～己斐上三丁目～広電己斐団地～大迫団地 八丁堀～福島町～西広島駅

11ー6 八丁堀～福島町～西広島駅～ﾌｼﾞﾊｲﾂ消防署前～己斐上三丁目～広電己斐団地～緑ヶ丘入口 八丁堀～福島町～西広島駅

11ー54 八丁堀～福島町～ﾌｼﾞﾊｲﾂ消防署前～己斐上三丁目～広電己斐団地～大迫団地 八丁堀～福島町

11ー56 八丁堀～福島町～己斐中二丁目～己斐上三丁目～広電己斐団地～大迫団地 八丁堀～福島町

17ー3 八丁堀～西区役所前～西広島駅～無線台下～広電己斐団地～ジアウトレット広島 八丁堀～西区役所前～西広島駅

17ー53 八丁堀～西区役所前～西広島駅～無線台下～広電己斐団地～ジアウトレット広島～免許センター 八丁堀～西区役所前～西広島駅

14 八丁堀～西区役所前～西広島駅～古江～高須台中央～共立ハイツ 八丁堀～西広島駅～己斐本町二丁目

14ー2 西広島駅～古江～学院東門前 西広島駅～己斐本町二丁目

14ー5 八丁堀～西区役所前～西広島駅～古江～高須台五丁目 八丁堀～西広島駅～己斐本町二丁目

14ー9 西広島駅～古江～高須台中央～共立ハイツ上～明山台下 西広島駅～己斐本町二丁目

五月が丘・

ジアウトレット線
17ー1 八丁堀～西区役所前～西広島駅～己斐上三丁目～ジアウトレット広島～五月が丘団地 八丁堀～西区役所～西広島駅

広島～三次・

庄原・東城線
広島～三次・庄原・東城線 広島駅新幹線口～広島BC

対象範囲

路線名 対象範囲

大迫団地線

広電己斐団地線

共立ハイツ線

（高須台経由）

広島西条線

芸雲南線

路線名

路線名 対象範囲

広島西条線

広浜線

路線名 対象範囲

芸陽バス

中国ジェイアールバス

ボンバス

備北交通


