
壱岐交通バス停留所名一覧表 壱岐交通株式会社

バス停名（あ行） 読み仮名 バス停名（か行） 読み仮名

赤土田 あかつちだ 海岸 かいがん
赤道 あかみち 加賀城 かがしろ
芦辺 あしべ 勝本 かつもと
芦辺港 あしべこう 霞翠校前 かすいこうまえ
芦辺郵便局前 あしべゆうびんきょくまえ かたばる病院前 かたばるびょういんまえ
天ケ原 あまがはら 片山公民館 かたやまこうみんかん
安国寺 あんこくじ 勝本入口 かつもといりぐち
壱岐空港 いきくうこう 勝本中学校前 かつもとちゅうがっこうまえ
一支国博物館 いきこくはくぶつかん 鎌田 かまた
壱岐市役所勝本庁舎前 いきしやくしょかつもとちょうしゃまえ 神田 かみだ
壱岐市役所郷ノ浦庁舎前 いきしやくしょごうのうらちょうしゃまえ 神岳入口 かみだけいりぐち
市民病院前 しみんびょういんまえ 亀石 がめいし
池田 いけだ 亀川 かめごう
井鯉坂 いこいざか 川迎 かわむかい
壱岐神社前 いきじんじゃまえ 刈田院橋 かりたいんばし
石田校 いしだこう 木落 きおとし
伊志呂 いしろ 祈祷所 きとうじょ
一本松 いっぽんまつ 儀兵地 ぎへいじ
射手吉公民館 いてよしこうみんかん 旧箱中前 きゅうはこちゅうまえ
稲荷下 いなりした 切方 きりかた
今宮 いまみや 銀台 ぎんだい
海豚鼻 いるかばな 久喜 くき
印通寺 いんどうじ 楠橋 くすばし
印通寺港 いんどうじこう 清石 くよし
宇土 うど 釘山公民館 くぎやまこうみんかん
馬ノ瀬 うまのせ 釘山公民館前 くぎやまこうみんかんまえ
梅津新田 うめづしんでん 漁協前 ぎょきょうまえ
恵比寿 えびす 黒崎入口 くろさきいりぐち
恵比寿入口 えびすいりぐち 高校橋 こうこうばし
江里 えり 郷ノ浦中学校前 ごうのうらちゅうがっこうまえ
大石 おおいし 国分 こくぶ
大石ノ辻 おおいしのつじ 国分岩屋 こくぶいわや
大浦口 おおうらぐち 国分東公民館 こくぶひがしこうみんかん
大川橋 おおかわばし 国分寺 こくぶんじ
大久保 おおくぼ 小崎入口 こざきいりぐち
大久保公民館 おおくぼこうみんかん 古城団地 こじょうだんち
大久保屋敷 おおくぼやしき 小滝 こだき
大米 おおごめ 小原橋 こばるばし
鬼ノ岩屋 おにのいわや 今坂 こんざか
尾ノ口 おのくち
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壱岐交通バス停留所名一覧表 壱岐交通株式会社

バス停名（さ行） 読み仮名 バス停名（た行） 読み仮名
桜川 さくらごう ダイエー前 だいえーまえ
さのクリニック前 さのくりにっくまえ 大原 たいばる
猿川 さるこう 平 たいら
三反田 さんたんだ 高田ノ辻 たかたのつじ
三軒茶屋 さんげんじゃや 岳ノ辻登山口 たけのつじとざんぐち
郷ノ浦港 ごうのうらこう 高松川 たかまつごう
国民宿舎前 こくみんしゅくしゃまえ 田河校前 たがわこうまえ
塞ノ神 さやのかみ 棚江 たなえ
思案橋 しあんばし 谷川 たにがわ
塩谷 しおや 田ノ上 たのかみ
清水橋 しみずばし 団地入口 だんちいりぐち

ノ尾 しめのお 筒城入口 つつきいりぐち
住宅前 じゅうたくまえ 綱引場 つなひきば
庄 しょう 津ノ宮 つのみや
祥雲寺 しょううんじ 坪 つぼ
正村公民館前 しょうむらこうみんかんまえ 坪ノ浜 つぼのはま
白石原 しらいしばる 天理教前 てんりきょうまえ
城山 しろやま 当田 とうだ
志原 しわら 徳命 とくめい
新城 しんじょう 登山口 とざんぐち
新城橋 しんじょうばし 都城 とじょう
新道 しんみち 鳥越 とりごえ
双六 すごろく バス停名（は行） 読み仮名
炭焼 すみやき 箱崎支所前 はこざきししょまえ
住吉 すみよし 八石 はちこく
瀬戸 せと 八畑 はちばたけ
泉水 せんすい 八幡神社前 はちまんじんじゃまえ
惣清 そうぜい 初尾橋 はつおばし

バス停名（な行） 読み仮名 初瀬 はぜ
仲折公民館 なかおりこうみんかん 原の辻遺跡 はるのつじいせき
那賀校前 なかこうまえ 樋ノ川 ひのこう
永田 ながた 平川 ひらこう
中山口 なかやまぐち 平川橋 ひらこうばし
流れ八幡 ながれはちまん 平西 ひらにし
南明寺 なんめいじ 病院前 びょういんまえ
沼津校前 ぬまづこうまえ 深江越 ふかえごえ
農機具センター前 のうきぐせんたーまえ 福川 ふくがわ

バス停名（ま行） 読み仮名 札場 ふだば
牧入口 まきいりぐち 船越 ふなこし
馬立 またて 船橋 ふなばし
松崎新田 まつざきしんでん 紅屋 べにや
松田 まつだ 弁天入口 べんてんいりぐち
マリンパル まりんぱる 保健福祉センター前ほけんふくしせんたーまえ
緑ヶ丘 みどりがおか 本宮 ほんぐう
三島フェリー待合所 みしまふぇりーまちあいしょ 本宮仲触公民館 ほんぐうなかふれこうみんかん
美濃ノ谷 みののたに 本町 ほんまち
宮前 みやまえ
迎ヶ原 むかいがはら
向町 むかいまち
麦谷 むぎや
御津の辻 みつのつじ
御津の浜 みつのはま
宮ノ上 みやのうえ
明ヶ坂 みょうがざか
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壱岐交通バス停留所名一覧表 壱岐交通株式会社

バス停名（ら・わ行） 読み仮名 バス停名（や行） 読み仮名
ライスセンター前 らいすせんたーまえ 柳川 やなぎがわ
龍蔵寺 りゅうぞうじ 柳田 やなぎだ
老人憩いの家前 ろうじんいこいのいえまえ 山方 やまかた
老人ホーム入口 ろうじんほーむいりぐち 山崎 やまさき
若松 わかまつ 八幡 やはた
渡良浦 わたらうら 八幡浦 やはたうら
渡良校前 わたらこうまえ 夕部 ゆうべ

湯岳 ゆたけ
湯ノ浦 ゆのうら
湯ノ本 ゆのもと
横内 よこうち
横浜 よこばま
四頭 よつがしら
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