
新東通信カップ

① １３：００ ① １１：００ ① １８：００

地下通路先９番のりば（昭和町経由） ② １３：３０ ② １２：００

③ １４：００ ③ １３：００ ② １９：００

④ １５：００ ④ １４：００ ③ １２R配当金支払後

① １３：００ ① １１：００ 約３５分 ① ８R配当金支払後

② １４：２０ ② １４：２０ （長与港） 　（ボート場→長与港（連絡船）→長崎駅前（バス））

① １２R配当金支払後（長与港経由 時津港行）

　（高速艇）

① １３：３５ ① １１：３５ 約２５分 ① ８R配当金支払後

② １５：００ ② １５：００ ② １２R配当金支払後（長与港経由 時津港行）

※ バス復路（帰り）便のロータリー到着時間は、基本出発時刻の「１０分前」です。

大村一般戦開催　ファンサービスバス・連絡船　運行表

開門時間 12月02日（水）～ 12月18日（火） 夜の九州スポーツ杯

 平日開催　１２：００（東） 12月13日（日）～ 12月16日（水） BTS鹿島開設５周年記念由布開設1周年記念

　※14：00までは舟券発売いたしません。 12月18日（金）～ 12月21日（月）

 土日開催　１２：００（東・南）
　 祝

12月23日（水）～ 12月26日（土） クリスマスナイターカップ　BTS長洲金魚杯

【注意事項】※12月19日・20日は「お食事券・予想屋引換券付ティッシュ」を配布するため、
　　　　　　　出発時間が変更となります。
　　　　　　 ※必ずマスクの着用をお願いします。
　　　　　　 ※お客様同士の間隔を確保するため席数を削減させていただきます。
　　　　　　　 隣同士（相席）はご遠慮ください。

長崎駅前 県営バスターミナル

浦上駅前（長与港行）

約６０分

12月19日及び20日の往路始発時刻が
変更となりますのでご注意ください。

復　　路所要時間
※12/19・20のみ 

往　　路

馬町（諏訪神社前） ① １８：４５

県界（諫早経由） ① １８：３０約７5分

約６０分

時津港（長与港経由）

※長与港発②便目同

長与港（時津港発）

約5０分① １３：１０ ① １１：１０

通常

① １３：００ ① １１：００

① １２：５０ ① １０：５０



主な停車地は下記のとおりです。停車時刻はあくまで目安です。交通状況などにより多少前後する場合がございますので、予めご了承ください。

ビックレース等開門時間の変更により、運行時間が変更になる場合があります。

出発時刻 13:00 13:30 14:00 15:00 　※12/19・20は第1便「11：00」発

昭和町

市内路線ﾊﾞｽ停

第1便 13:00 13:10 14:00

帰り時刻 18:00 19:00 　１２レース配当金支払後１便　（終点：中央橋）

出発時刻 13:00 14:20 　※12/19・20は第1便「11：00」発

浦上 大橋 赤迫 道ノ尾 天満宮 長与駅西口 長与役場 斎藤
（嬉里郵便局前）

ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近 ﾊﾞｽ停付近

第1便 13:00 13:05 13:10 13:15 13:18 13:21 13:25 13:28 13:35 連絡船接続

第2便 14:20 14:25 14:30 14:35 14:38 14:41 14:45 14:48 14:55

帰り時刻 　８R後発の長与港行連絡船到着後、バスへ乗り換えて出発いたします。（終点：長崎駅前）

出発時刻 13:00 　※12/19・20は「11：00」発

馬町 中川町 妙相寺町 網場道 矢上 古賀 つつじヶ丘入口 喜々津駅通

(諏訪神社前) 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停 県営ﾊﾞｽ停

13:00 13:02 13:04 13:12 13:17 13:25 13:26 13:33 14:00

帰り時刻 １８：45 （終点：中央橋）

出発時刻 12:50 　※12/19・20は「10：50」発

県界 釜 長里 東長田

旧道立橋前 牟田商店前 ｺｽﾓ石油手前 長田交差点ﾛｰｿﾝ隣

12:50 12:53 12:57 13:03 13:05 13:09 13:15 13:17 13:23

※全て県営ﾊﾞｽﾊﾞｽ停

二本松

高速高架下

13:28 13:30 13:35 13:42 13:46 14:05

帰り時刻 １８：３0

長崎駅前県営
バスターミナル

（直行便）
　

運行会社　長崎県交通局
095-822-2959

長崎駅前
県営バスターミナル
地下通路先　9番のりば

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ
大村

浦上駅前 長与港 　時津港発
（長与港経由）（長与港行き）

運行会社　長崎県交通局
095-822-2959 長与港発

連絡船接続　（直行
便）

馬町
（諏訪神社前） ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ

大村
運行会社　長崎県交通局

095-822-2959

諫
早
方
面

県界
　

運行会社　長崎県交通局
095-822-2959

小長井支所 水の浦 湯江駅前 小江駅前 深海

福田神社前 竹の下
諫早バス

ターミナル
本野

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ
大村

ボートレース大村　　　行　　　ファンサ－ビス　「バス・連絡船・タクシー」　のご案内　（大村一般戦レース開催日）

【　令和２年8月17日　実施　】

長
崎
方
面



ボートレース大村　　　行　　　ファンサ－ビス　「バス・連絡船・タクシー」　のご案内　（大村一般戦レース開催日）

出発時刻 13:10 　※12/19・20は「11：10」発

時津港 長与港 ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村 ※ 時津ウォーターフロント公園の駐車場はご利用できませんのでご注意ください。

13:10 13:35 14:00 ※ お車でお越しのお客様は長与港発の海上タクシーをご利用ください。

帰り時刻 　１２Ｒ配当金支払後　　※長与港経由　→　最終時津港

第1便 出発時刻 13:35 　　　　　第2便 出発時刻 15:00 　※12/19・20は第1便「11：35」発

長与港 長与港 ※１便目・２便目とも長与港行バスが到着後、出航いたします。

（時津港発）

13:35 14:00 15:00 15:25

　８Ｒ配当金支払後　（※長与港直行）　　　※長崎駅方面は、長与港バスへ乗換

　１２Ｒ配当金支払後　※時津港行同　（最終時津港）　

　大村駅からボートレース大村まで運行。　　※小型タクシー

　平日　【大村駅着　１４：００～１７：００　の列車に合わせて運行】

　土日　【大村駅着　１２：００～１７：００　の列車に合わせて運行】

　　※12/19・20は11：00～17：00　の列車に合わせて運行】

帰り時刻 19:35 20:05 大村駅直行　　※小型タクシー

※　往路なし　復路のみ運行

帰り時刻 　１２Ｒ配当金支払後　　※途中大村駅に停車

※　往路なし　復路のみ運行

19:35 　

　１２Ｒ配当金支払後

市内循環
サンスパおおむら行

無料タクシー
ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ大村 裁判所前 大村駅

大村
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

連
絡
船

時津港

（長与港経由）
運航会社　安田産業汽船

0957-54-4740

長与港
（海上タクシー）

運航会社　安田産業汽船
0957-54-4740

サンスパ
おおむら

諫
早
方
面

諫早駅

無料タクシー 帰り時刻 　(諫早駅直行)

ボートレース
大村

帰り時刻

市
内

大村駅

無料タクシー

出発時刻

前売場外
おおむら

ボートレース
大村


