
上　　り　（市街地行き） 下　　り　（岡山下段方面行き）
地区 地区

東電さくら広場前 7:30 9:30 大久保東 ベイシア北側
西大滝集会所 7:31 9:31 中町東 ユーパレット南側
藤沢たばこ屋前 静間北 アップルランド東側 11:04 14:24 16:04
藤沢中の裏 飯山日赤
藤沢火の見櫓 飯山駅
藤沢集会所 飯山駅北
藤沢入口 西上町 西上町バス停
桑名川駅 南本町 南本町バス停 11:07 14:27 16:07
桑名川郵便局 飯山市役所
岡山小学校入口 7:36 9:36 本町 本町バス停
寿美多屋商店前 仲町 仲町バス停
和水集会所 北飯山駅
下境大カーブ 常盤 戸隠 Ａ・コープみゆき店 11:16 14:36 16:16
下境上 法寺南
下境峰角 法寺（上）
下境神社下 法寺公会堂

法寺四つ角
中外集荷所 尾崎南

尾崎四つ角
旧上境保育園 尾崎北
上境駅 尾崎城址入口
湯滝温泉 小泉南

川面 川面集会所 7:50 9:50 小泉集会所
戸狩野沢温泉駅 小泉北
北信州診療所 常盤郵便局
戸狩診療所 戸狩診療所
常盤郵便局 北信州診療所

小泉北 戸狩野沢温泉駅
小泉集会所 川面 川面集会所 11:37 14:57 16:37
小泉南 湯滝温泉
尾崎城址入口 上境駅
尾崎北 旧上境保育園
尾崎四つ角
尾崎南 中外集荷所
法寺四つ角
法寺公会堂 下境神社下
法寺（上） 下境峰角
法寺南 下境上

常盤 戸隠 Ａ・コープみゆき店 8:08 10:08 下境大カーブ
北飯山駅 8:17 10:17 和水集会所
仲町 仲町バス停 8:18 10:18 寿美多屋商店前
本町 本町バス停 8:19 10:19 岡山小学校入口 11:49 15:09 16:49
飯山市役所 桑名川郵便局
南本町 南本町バス停 桑名川駅
西上町 西上町バス停 藤沢入口
飯山駅北 藤沢集会所
飯山駅 藤沢火の見櫓
飯山日赤 8:25 10:25 藤沢中の裏
静間北 アップルランド東側 8:27 10:27 藤沢たばこ屋前
大久保東 ベイシア北側 西大滝集会所 11:57 15:17 16:57
中町東 ユーパレット南側 東電さくら広場前 12:02 15:22 17:02
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◆乗り合いタクシーご利用方法 
 

①乗車したい路線と予約受付時間をご確認ください。（予約受付時間８：００～１７：００） 

   
 

②乗車したい便の出発時刻 １時間前までに電話予約をしてください。 

 ※始発便は前日の17:00までに予約してください。 
 

 
③予約の際は以下の内容を受付の方にお伝えください。 
 【乗り合いタクシー路線名】 【名前】 【乗車する場所】 【乗車する時刻】 【降車する場所】 【手荷物の有無】  
 

 
④乗り合いタクシーへの乗降 
 予約した時刻の便の停留所で乗り降りしてください。（※停留所以外での乗り降りはできません） 

飯山市予約型乗合タクシー                                   （平成27年4月1日改正） 

乗り合いタクシー 岡山下段線 時刻表 
『岡山下段線』 西大滝～戸狩野沢温泉駅～尾崎～市街地間 
  

 月・水・金運行 （祝日、12/29～1/3は、運休） 

 予約先（乗り合いタクシーは電話予約が必要です。） 
 ６２－７０７５  長野交通株式会社 
              （乗り合いタクシー予約専用番号） 

  
 ○電話予約は簡単です。 
  
  お電話していただき 
  名前と時間と場所を 
  お知らせください。 
 
 
◆電話予約の例 
  

 乗り合いタクシー岡山下段線の予約を 
 お願いします。 
  飯山花子です。【名前】 
（複数の場合は、乗車する方全員の名前を 
 お願いします。） 
 ※乗車になる【乗車する場所】と【乗車 
  する時刻】をお知らせください。 
  
例）飯山花子です。 
  藤沢入口から（乗車場所）、 
  ９時３３分に乗車します。(乗車時刻) 
  飯山日赤まで（降車場所）お願いし 
    ます。 
  
この例では 
 予約は、この便の出発時刻９時３０分の 
 １時間前までに、お願い致します。 


