鉄工団地自動車学園送迎バス 乗降ポイント 【予約制】
☆ご利用について☆

送迎バスの乗降ポイントは
随時、追加・削除・変更になることが
あります。
最新の乗降場所については必ず
WEBでご確認頂くか当学園まで
お問い合せ下さい。

お客様が安全で快適にご利用できるよう以下の注意事項についてご協力お願い致します。

●バスのご予約は前日（前営業日）の17：00日・祝は16：00までとなっております。
●乗車時間はその日の運行ルート・また天候などによる所要時間によって設定・確定されます。ご登録の端末に配信される時間をご確認の上ご利用ください。
●キャンセルはご予約の直前まで可能です。スマホアプリでのキャンセル登録をお願い致します。
●予定時刻の到着を目指してはおりますが不測の事態等により遅延が乗じる場合がございますのでご理解下さい。
●乗車ポイントにはご予約時間の5分前くらいにはお越しください。定刻になりましたら発車致します。
●お店や駐車場出入口など、停車すると迷惑がかかる所、交通状況により安全確保のため、所定の位置に停止できない場合がありますのでご了承ください。
●乗車の際、バスを見つけましたらバスの運転手にわかるように必ず手を上げてください。
●帰りのバスで降車される場所は早めにバスの運転手にお申し付けください。
●送迎バスのご利用方法については当学園ホームページでもご案内しておりますのでご確認下さい。

鉄工団地自動車学園 011-663-1414
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石狩・花川・樽川方面

手稲・前田・新発寒方面

発寒・琴似方面

樽川 まきば公園（牛の置物側） ゆで太郎

手稲本町1条1丁目バス停付近(旧コープ)

鉄工団地診療所

ラッキー花川南店

ﾛｰｿﾝ札幌新発寒6条店

初代やまだ（旧そらともり）

JR発寒駅 (ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰ新発寒向側) 発寒5条3丁目ﾊﾞｽ停付近

DCMホーマック花川店

ＣＯＣＯ’Ｓ(富丘店）

富丘2条6丁目バス停付近

スーパーエース花川店

コンビニウィズ

エネオス（花川南1-5）
カインズホームFC花川店

西野・平和・福井
宮の沢方面
石上車両

山の手・西町方面

プロノ屯田店

宮の沢3条5丁目ﾊﾞｽ停(送り用） 寿司の松よし

ファミリーマート新琴似2条向側

雇用促進住宅

JR発寒駅（ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰ新発寒） 琴似工業高校正門

JoyOne楽一北海道免税店

ﾛｰｿﾝ札幌西野2条7丁目店

ローソン新琴似11条店

セイコーマート屯田9条

ゴルフ5

北洋銀行 発寒支店

理容カワハラ（ｾｲｺｰﾏｰﾄ隣）

いしづか歯科

E-ｽﾏｲﾙｸﾘﾆｯｸ歯科

サツドラ新琴似6番通店

ホクレンショップ屯田8条店 駐車場入口

Aflac

ヘアーハウスにしだ

札幌西歯科クリニック

やきとり とらさん

ブルーマウンテン館

北海道新聞 越智販売所

ｶﾗｵｹ ベル

セイコーマート屯田8条8丁目店

Hair Selection

洋服の青山

王様の台所（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝとなり） 佐々木歯科医院

西野さくら幼稚園前（旧札幌医学技術福祉専門学校)

北浜内科

太田内科

セブンイレブン屯田8条店

ツルハドラック樽川店

ラーメンだるまや

ツルハ手稲富丘店（富丘まごころ内科横）

宮の沢駅6番出入口

発寒8－7バス停

セイコーマートまるぜん

ﾌｧﾐﾘｰﾄﾞﾗｯｸﾞこだま

ﾎﾜｲﾄ急便(光陽小学校向側)

太陽こころ幼稚園

石狩市立南線小

セイコーマート新発寒7条店向 みやたサイクル

パーラー太陽宮の沢店

発寒6－9バス停

Ｈｏｔｔｏ Ｍｏｔｔｏ(西野広島通店） 長谷川眼科

ﾋﾟｰﾌﾟﾙ歯科

セイコーマート屯田11条

セイコーマートうえだ南店

手稲中学校前バス停付近

ディサービス ジョイリハ

えがしら歯科クリニック

ファミリーマート発寒7条店

ツルハ西野7条店

もみの木ハッピー歯科（美容室BOB's横）

はるやま新琴似店

ﾕﾆｸﾛ 札幌屯田店

ふれあいクリニック

理容室タイヨー

ケンタッキーフライドチキン

喜長庵そば

ラッキー発寒店

西野きむら歯科

ﾍｱｰｻﾛﾝ石田 (山の手小横)

おもちゃのﾔﾂｼﾛ

アベイル屯田店

みき内科クリニック

富丘3-5バス停付近（高台通） MIURA(セイコーマート向）

ｾｲｺｰﾏｰﾄ発寒11条店

宮の沢駅2番出入口

たけうち整骨院

ラルズマート 山の手店

ステーキ･石の家（生協向側）

学生会館エタージュ

ラルズマート花川南店

前田公園歯科クリニック横

なごやか亭 発寒店

旧スイートデコレーション発寒店 テイルスタイル おやつ専門店 ツルハドラッグ 山の手店

新光小学校

スーパーエース屯田店

ハマナスクラブ南2条店

富丘高台集会所前バス停付近（高台通） 新発寒地区ｾﾝﾀｰ

西区体育館裏（山桜桃斜め向） JR琴似駅ロータリー（文教堂前） 西野第二ﾊﾞｽ停付近

宮の森小学校

新川整形外科

ふるや内科小児科医院

セイコーマート花川南店

セブンイレブン前田8条店

ポテト歯科

平和簡易郵便局

セブンイレブン宮の森4条店

喫茶ドンキィ

こすげ内科医院

ミナクル幼稚園

千代ヶ丘団地前バス停付近（高台通） タイヤ館

3.6歯科クリニック

ワールドクリーニング平和店

十勝おはぎサザエ食品

ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟしらかわ

ローソン札幌北30条西10丁目店

ローソン石狩花川北店

前田しらかば児童会館

ツルハ前田6条店

ことに動物病院

平和はりきゅう整骨院

カフェ つどい（旧 auショップ）

ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら

北洋銀行 屯田店

石狩南高校前郵便局

セイコーマートいたがき

札幌秀友会病院

Ｈｏｔｔｏ Ｍｏｔｔｏ(発寒南店)

西野神社

札幌西郵便局

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ新川4条店

セブンイレブン屯田3条店

石狩病院

前田四季彩の街会館

ＣＯＯＰ新発寒

タイムズ琴似2・4 パーキング

サツドラ福井店

旧ﾃｨｰﾊﾞｲﾃｨｰｶﾞﾚｰｼﾞ 西町店

新琴似皮膚科

あしべ（ACB)屯田店

石狩花川中

ミスタードーナツ（ＪＲ手稲駅南口） ヤマダ電機向側

発寒南駅2番出入口

あんcafe（旧アンドウ商店）

西友 西町店

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北32条店

ラーメンめんぞう屯田店

前田北小学校

不二家(ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ横)

はやし整骨院

北洋銀行 西町支店

みよしのさっぽろ八軒５条店

セイコーマートおおば店

はねだ歯科医院

旭プリント

くぼた歯科

吉野家

手延べうどん むぎの里

ｾｲｺｰﾏｰﾄ新川西

山口橋

秀英予備校

セイコーマート西野7条店

北海道スバル

業務スーパー

黄木商店

西札幌病院付属札幌看護学校 セイコーマート手稲本町

発寒地区ｾﾝﾀｰ（ダイイチ向側）

北海道信金（旧北海信金） 西野支店 ｾｲｺｰﾏｰﾄ西町南店

JR新川駅

北成病院裏(ﾊﾞｽ営業所向側)

北海道科学大学正門

手稲ﾌｧﾐﾘｰ（中央）歯科

北央しんきん

東京靴流通センター

道警琴似庁舎

カーショップクリオス

藤女子大学 北１６条

サンクス稲穂店

旧 いかり薬局

手稲東小学校

ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ向側

淨円寺

藤女子大学 花川キャンパス

曙１０条２丁目バス停付近

ふかざわ病院

札幌西野東郵便局

ｱﾙﾌﾟｽ歯科(ツルハドラッグ向側) 恵迪寮

北海道武蔵女子短期大学

ＪＲ稲穂駅向

ｾｲｺｰﾏｰﾄうめず

ヤクルト 宮の沢センター

ツルハ八軒4条店

セブンイレブン新琴似11条西店

自由人舎時館北大店横

ピザハット（ローソン向側）

ラーメン寶龍（地下鉄二十四軒駅隣）

ローソン 西野４条店

まえざわ歯科

ローソン 札幌前田13条店

北海道大学13条門向い側

旧ＪＯＹ 稲穂店

希望のつぼみ二十四軒

ホーマック 西野店

JR八軒駅

スーパーアークス北24条店

北海道教育大学 札幌校

メープル歯科

しなねん商事

理容BEST.1

鮨の伊勢六横

北海道大学正門前向い側

ビッグバン札幌手稲店

ﾔｸﾙﾄ 発寒ｾﾝﾀｰ

宮の沢3条3丁目ﾊﾞｽ停

つちだ内科駐車場

札幌医療秘書福祉専門学校

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ横（竹内歯科向側）

ﾕﾆｸﾛ 札幌二十四軒店

宮の沢3条4丁目ﾊﾞｽ停

渡辺商店向側

札幌科学技術専門学校(大通り西17丁目）

レッドバロン手稲店

ぶぁかぶぉん

宮の沢3条5丁目ﾊﾞｽ停（迎え用）

ｼｮｯﾌﾟまつしま

札幌龍谷学園高等学校

手稲区体育館向側

北海道ﾏﾂﾀﾞ琴似店向側

ホワイト急便（追分通沿）

八軒北児童会館

札幌工業高校向側

手稲稲穂二条郵便局

セイコーマート二十四軒4条店

ダイソー・札幌西野店

八軒中学校

鉄北小学校通バス停付近

大空公園向側 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

セイコーマート西野10条店

くねた商店

パッケージプラザ

ﾍｱｰｻﾛﾝすずき

西宮の沢 親善光寺

各大学・専門・合宿

セブンイレブン手稲前田4条店
パンドラ

新発寒小学校迎側

二輪倶楽部オリオン

旭川しんきん(駐車場側)

きゃべつ（５号線沿い）

トヨタレンタリース琴似駅前店（TSUTAYA向）

いちまる

北区・八軒方面
新琴似4条16丁目バス停付近（旧ﾎｸﾚﾝｼｮｯﾌﾟ）

トヨタレンタリース琴似駅前店（TSUTAYA向）

ナルセ家具

