
岡山駅東口（後楽園口） バスのりば行き先案内
のりば
番号 会社名／経路番号／行き先

岡電バス

宇野バス

岡山ふれあいセンター行き (天満屋BC・山陽学園大学経由)07A

三蟠南行き (天満屋BC・山陽学園大学経由)09A

新岡山港行き (天満屋BC・山陽学園大学経由)091

新岡山港行き (岡山市役所・新道経由)092

後楽園・夢二郷土美術館行き
(天満屋BC・浜本町・浜東中区役所前・東川原経由)018 後楽園・藤原団地行き

後楽園行き (県立美術館経由)

岡電バス/
中鉄バス

岡電バス

津高台団地・半田山ハイツ行き(済生会病院・運動公園・岡山商大・津高営業所妙でん寺経由)016

(済生会病院・運動公園・岡山商大・津高営業所妙でん寺経由)026

(済生会病院・運動公園・岡山商大・津高営業所妙でん寺・吉宗経由)036

(済生会病院・運動公園・岡山商大・津高営業所妙でん寺経由)086

096 ノンストップ 運転免許センター行き

8 降車バース

京山・池田動物園 行き (済生会病院経由)

岡電バス

中鉄北部バス
中鉄バス

県庁・岡電高屋 行き (天満屋BC・国富経由)008

県庁行き (天満屋BC経由)008

(岡山自動車道・賀陽IC・有漢IC・北房水田BS経由)905

天満屋BC 行き

岡電バス

両備バス

福島・中央市場行き (NTT・天満屋BC・洲崎経由)000

福島・築港元町行き (NTT・天満屋BC・洲崎経由)011

宇野駅行き (天満屋BC・築港新町・上山坂経由)501

鉾立 行き (天満屋BC・築港新町・小串経由)502

特急 玉野・渋川マリンホテル行き (築港新町・八浜経由)505

岡山南支援学校 行き (天満屋BC・日赤病院入口経由)531

宇野駅・玉野市役所前行き (天満屋BC・日赤病院入口経由)533

宇野駅・渋川三丁目行き (天満屋BC・日赤病院入口経由)534

荘内・渋川三丁目行き (天満屋BC・日赤病院入口・荘内経由)535

岡電バス

松浜町・岡山ろうさい病院行き ( 天満屋BC・洲崎経由)021

並木町・岡山ろうさい病院行き ( 岡山市役所・洲崎経由)022

南ふれあいセンター・岡南飛行場行き ( 岡山市役所経由)062

日赤病院行き (天満屋BC経由)03H

岡電バス

大学病院行き ( 岡山市役所経由)02H

問屋町・健康づくり財団行き ( 岡山市役所・大元駅経由)013

平田・北長瀬駅行き ( 岡山市役所・おおもと病院経由)023

西小学校 行き ( 大供・野田東経由)033

新保・万倍行き ( 岡山市役所・富田経由)083

岡南営業所行き ( 岡山市役所経由)012

岡電バス

両備バス

下電バス

北長瀬駅行き (天満屋BC経由)084

中庄駅行き (天満屋BC・下撫川経由)054

RSKバラ園・東花尻 行き (天満屋BC・下撫川経由)014

清心学園 行き (天満屋BC・下撫川経由)044

火の見 行き (岡山市役所・汗入・せのお病院経由)

中鉄バス

地頭行き (済生会病院・吉備津・東総社経由)807備北バス

885

佐山団地 行き (済生会病院・三門・万成・平津橋・大窪経由)886

(済生会病院・万成・楢津・芳賀佐山団地経由)893

043

重井附属病院 行き (岡山市役所・汗入・せのお病院経由)053

コンベックス岡山 行き (岡山市役所・汗入・せのお病院経由)063

汗入行き (岡山市役所・大元駅前・西市経由)615

下電興除車庫行き (岡山市役所・大元駅前・西市・汗入経由)616

児島駅行き (岡山市役所・大元駅前・西市・汗入・興除車庫経由)617

天満屋BC 行きBC

倉敷駅 行き (天満屋BC・下撫川経由)605

中庄駅行き (天満屋BC・北長瀬駅前・下撫川経由)603

JR岡山駅東口（後楽園口）
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バス総合案内所

バス案内所

のりば
番号 会社名／経路番号／行き先

両備バス

西大寺BC 行き ( 天満屋BC・県庁・東山経由)314

西大寺BC 行き ( 市役所入口・千日前・東山経由)315

西大寺BC 行き ( 天満屋BC・津田・沖元経由)347

岡山国際ホテル・操南台団地行き ( 天満屋BC・県庁経由)341

旭川荘行き ( 天満屋BC・県庁・清水・中井経由)208

西宝伝（犬島）行き臨時

岡電バス

御野校前・岡大・妙善寺 行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)017

榊原病院前・岡大・妙善寺 行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)067

御野校前・三野行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)027

榊原病院前・三野行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)077

御野校前・岡山理科大学東門 行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)037

榊原病院前・岡山理科大学東門 行き ( 天満屋BC・法界院駅前経由)087

宇野バス

長岡団地行き (表町BC・県庁・二本松経由)251b
(中区役所・岡山ハートクリニック・高島団地・新屋敷団地経由)206

四御神 行き (表町BC・県庁・藤原・清水経由)205

長岡・駅前 行き (表町BC・県庁・二本松経由)251

八日市行き (表町BC・県庁・二本松・長岡・平島経由)252

片上 行き (表町BC・県庁・二本松・長岡・平島経由)253

瀬戸駅 行き (表町BC・県庁・二本松・長岡・平島経由)254

宇野バス

周匝 行き (下市経由)
湯郷温泉・林野駅行き (下市経由)210

ネオポリス東6丁目行き ( 新道河本経由)216

ネオポリス西9丁目行き ( 新道河本経由)219

ネオポリス西9丁目行き ( 山陽団地西・下市経由)229

循環 山陽団地 行き ( 山陽団地西→中)233

ネオポリス東6丁目行き ( 山陽団地中・下市経由)236

ネオポリス西9丁目行き ( 山陽団地中・下市経由)239

現金でのご乗車のお客さま

乗り口付近に整理券発行機があります。お一人様一枚ずつ整理券をお取り下さい。

お願い

※路線バス内は禁煙です。

※バス車内での携帯電話の通話は、他のお客さまのご迷惑となりますのでご遠慮下さい。

※ 2,000円以上の紙幣の両替は各案内所でお願いします。

※ハレカ以外のICカードはチャージできません。

バス会社ご案内

中鉄バス：086-222-6601　宇野バス：086-225-3311　両備バス：086-232 -2116

備北バス：0866 -48 - 9111　岡電バス：086-223 -7221　下電バス：086-231-4331

中鉄北部バス：0868-27-2827

ICカードでのご乗車のお客さま

乗車口のカードリーダーにカードをタッチして下さい。

使用できる ICカード：Hareca、ICOCA、PiTaPa、Kitaca、PASMO、Suica、manaca、

TOICA、はやかけん、nimoca、SUGOCA

※岡電・下電・両備バスと中鉄バスの一部路線、宇野バスはハレカのみ。

乗車口のカードリーダーにカードを通して下さい。使用できるバスカードは、各社専用のバス

カードのみです。※中鉄北部・備北バスと中鉄バスの一部路線。

バスカードでのご乗車のお客さま

www.okayama-bus.or. jp

天満屋

(済生会病院・三門・万成・平津橋・楢津経由)芳賀佐山団地・リサーチパーク行き

吉備高原リハビリセンター行き

015

国立病院行き

辛香口行き

運転免許センター行き

高速 落合・久世・勝山行き

BC天満屋

東岡山 行き

路面電車
のりば

タクシーのりば
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当新田・大東行き ( 天満屋BC・日赤病院入口経由)051

当新田・大東行き ( 岡山市役所・日赤病院入口経由)052

浦安体育館・岡南飛行場行き (NTT・天満屋BC・豊成経由)041

深山公園道の駅行き (天満屋 BC・日赤病院入口経由)
荘内・旭橋通り行き (天満屋 BC・日赤病院入口経由)


