
帰着 帰着 帰着 帰着

20:00 17:10 18:30 20:00

19:20 16:50 17:40 19:35

17:30 16:40 19:05

17:00 16:30 18:10

16:20 帰着 17:50

16:10 19:40

帰着 16:00 18:50

20:00 15:50 18:10 帰着

19:50 15:10 19:50

19:20 15:00 19:10

18:40 14:50 帰着 18:40

18:00 19:20

17:30 18:30

16:00 帰着 17:40 帰着

17:00 20:10

16:50 19:35

帰着 16:40 帰着 19:00

18:05 16:30 19:10 21:30

17:05 16:00 18:10 20:50

16:25 15:20 17:40

16:00 15:05 19:20

15:00 18:40 帰着

20:50

帰着 20:20

20:10 帰着

19:00 21:10

19:50

帰着 帰着

17:30 19:30

17:00 19:05 帰着 帰着

18:30 18:40 20:00 21:30

17:40 18:00 19:20 20:50

18:00 17:40 17:30 20:10

18:20 17:00 19:00

16:55

17:15 帰着

17:40 19:00 帰着

17:55 18:25 20:30

18:20 20:15

18:30 19:45

帰着 19:30

19:15 18:45

18:55 帰着 18:00

18:20 19:35 17:30

17:30 19:05

17:00 18:40

21:10

20:30

帰着 22:30

18:05

17:20

17:00 帰着

17:55 20:45

18:50 20:20

18:15 20:00

19:25

18:45

帰着 20:00

20:30 21:30

20:50

21:10

19:30

20:15

20:55

19:45

帰着

19:20

20:20

21:30【稚内】西條稚内店前

【富良野】JR富良野駅前

【ニセコ】道の駅ニセコ前

【倶知安】JR倶知安駅前

【幌別】JR幌別駅前

【美幌】JR美幌駅前

【女満別】JR女満別駅前

【網走】JR網走駅前

【紋別】ホテルオホーツクパレス前

【せたな】サッポロドラッグストアーせたな店前

【江差】江差追分会館前

道北エリア

停留所

【羽幌】羽幌町役場前

【天塩】道の駅てしお前

【滝上】滝上文化センター前

停留所

【北見】北見大通郵便局前

【遠軽】JR遠軽駅前

【森】JR森駅前

【八雲】JR八雲駅前

【長万部】JR長万部駅前

【恵庭】JR恵庭駅西口前

【伊達紋別】JR伊達紋別駅前

道南エリア

停留所

【函館】ロワジールホテル函館前

オホーツクエリア

【七飯】ローソン七飯本町店前

停留所

【清水】清水町役場前

【苫小牧】MEGAドン・キホーテ前

【釧路】釧路ロイヤル前

【千歳】イオン千歳店前

【白糠】JR白糠駅前

【余市】JR余市駅前

道東エリア

【小樽】長崎屋前

停留所

【帯広】JRイン帯広前

胆振エリア

【芽室】JR芽室駅前

【名寄】JR名寄駅前

後志エリア

【士別】JR士別駅前

停留所

【旭川】JR北海道旭川支社前

【岩内】道の駅いわない前

【夕張】夕張高校前

【夕張】夕張テニスコート前

【砂川】JR砂川駅前

【留萌】JR留萌駅前

【深川】JR深川駅前

上川エリア

【滝川】JR滝川駅前

停留所

【南幌】南幌高校前

【栗山】JR栗山駅前

停留所

【北見】北見大通郵便局前

【遠軽】JR遠軽駅前

京橋エイジェンシー運行便

留萌・空知エリア 日高エリア 宿泊便運行sし

【白糠】JR白糠駅前

道南エリア

停留所

【函館】ロワジールホテル函館前

【七飯】ローソン七飯本町店前オホーツクエリア

【士別】JR士別駅前

【旭川】JR北海道旭川支社前

【伊達】道の駅びっくりドンキー前

【東室蘭】JR東室蘭駅前

道東エリア

停留所

【帯広】JR帯広駅南口前

【芽室】JR芽室駅前

【十勝清水】JR十勝清水駅前

【釧路】釧路ロイヤル前

【静内】JR静内駅前

【富川】ダイエー前バス停

【むかわ】四季の館前

上川エリア

停留所

【名寄】西條名寄店前

【小樽】長崎屋前

胆振エリア

停留所

【苫小牧】MEGAドン・キホーテ前

【千歳】イオン千歳店前

【恵庭】恵庭ステーションホテル前

【深川】JR深川駅前

【滝川】JR滝川駅前

後志エリア

停留所

【岩内】バスターミナル前

【余市】JR余市駅前

ライセンスアカデミー運行便

空知エリア

停留所

【美唄】JR美唄駅前

【岩見沢】JR岩見沢駅前

日高エリア

停留所

【浦河】JR浦河駅前

【三石】JR三石駅前

【中標津】中標津町総合会館前

【東室蘭】JR東室蘭駅前

停留所 停留所

【美唄】JR美唄駅前 【浦河】JR浦河駅前

【美幌】JR美幌駅前

【北見】JR北見駅前

【遠軽】JR遠軽駅前

オホーツクエリア

停留所

【網走】JR網走駅前

【森】道の駅YOU・遊・もり前

【八雲】JR八雲駅前

【長万部】JR長万部駅前

【五稜郭】ベルクラシック函館前

【七飯】JR七飯駅前

　新函館北斗駅前

【静内】JR静内駅前

道南エリア

【富川】マックスバリュー富川店前バス停

停留所

【むかわ】四季の館前

【函館】JR函館西口前

【岩見沢】JR岩見沢駅前 【三石】JR三石駅前

【白糠】白糠駅前

【帯広】JRイン帯広駅前

【芽室】JR芽室駅前

道東エリア

停留所

【釧路】釧路駅阿寒バスターミナル前

オホーツクエリア

自校バス運行便

日帰り運行便

停留所

胆振（苫小牧・千歳）エリア

札幌エリア

道東エリア

道南エリア

空知・上川エリア

平岸中学校

平岸駅

大通公園（札幌テレビ塔前）

新札幌駅

西友清田店

コーチャンフォー美しが丘店

千歳高校前

千歳北陽高校前

停留所

真駒内駅

真駒内セキスイアリーナ（曙中学校）

【遠軽】JR遠軽駅前

苫小牧南高校前

苫小牧中央高校前

苫小牧西高校前

苫小牧駅（MEGAドンキホーテ）

苫小牧東高校前

苫小牧工業高校前

駒澤大学附属苫小牧高校前

苫小牧総合経済高校前

千歳駅（イオン千歳店）

【滝川】JR滝川駅前

【美唄】JR美唄駅前

【岩見沢】JR岩見沢駅前

停留所

【北見】JR北見駅前

【八雲】JR八雲駅前

【長万部】JR長万部駅前

【東室蘭】JR東室蘭駅西口前

停留所

【旭川】旭川駅（イオンモール旭川駅前）

停留所

【函館】JR函館西口前

【五稜郭】ベルクラシック函館前

【七飯】JR七飯駅前

【森】道の駅YOU・遊・もり前

留萌・空知エリア

停留所

【留萌】JR留萌駅前

停留所

【釧路】釧路駅阿寒バスターミナル前

【白糠】白糠駅前

【帯広】JRイン帯広駅前

【芽室】JR芽室駅前

【到着時間について】 

上記時間はあくまでも目安の到着時間です。道路の渋滞事情や冬季期間による、

道路の状態によっては、時間が前後することがあります。


