
路線名 新  起　　点  経　　由　　地  終　　点 備　　考
函館山登山バス 1 函館駅前 明治館前－十字街－登山口入口 函館山山頂 夏期のみ運行。
ﾛｰﾌﾟｳｪｲｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 2 函館駅前 明治館前－十字街 ロープウェイ前
元町・ﾍﾞｲｴﾘｱ周遊号 3 函館駅前 明治館前→十字街→ロープウェイ前→元町→ラッキーピエロベイエリア本店前 函館駅前

4 函館駅前 函館どっく前 水産海洋研究ｾﾝﾀｰ 運休中
4 函館どっく前 － 水産海洋研究ｾﾝﾀｰ 運休中
5 五稜郭タワー前－湯川温泉電停前－湯倉神社前－トラピスチヌ前 函館空港

5A 五稜郭タワー前－湯の川温泉－函館空港 函館牛乳 夏期のみ運行。
5B － 五稜郭タワー前 夏期のみ運行。
7Ａ 湯倉神社前→五稜郭→亀田支所前→湯倉神社前
７Ｂ 瀬戸川町→湯倉神社前→五稜郭→亀田支所前→湯倉神社前
7E 湯倉神社前→亀田支所前→五稜郭→湯倉神社前
7F 湯倉神社前→五稜郭→亀田支所前→湯倉神社前→瀬戸川町

五稜郭 五稜郭タワー前→市民会館・函館アリーナ前→花びしホテル前→湯の川温泉 函館空港 左記の停留所のみ停車。
函館空港 湯の川温泉→花びしホテル前→市民会館・函館アリーナ前→五稜郭 五稜郭タワー前 左記の停留所のみ停車。

上磯、木古内線 11 函館大学前 湯倉神社前－亀田支所前－昭和－西桔梗 富川会館前
五稜郭・旭岡団地線 12 昭和ターミナル 七重浜保育園前－市立函館病院－ガス会社前－五稜郭－湯倉神社前－湯川団地中央 旭岡中学校前
久根別・大野新道線 13 工業高校前 大谷学園前－亀田支所前－昭和－七重浜５ 久根別
北大・フェリー線 16 日吉営業所前 国立病院前－五稜郭－ガス会社前－市立函館病院 津軽海峡フェリー
上磯・日吉線 16A 日吉営業所前 国立病院前－五稜郭－ガス会社前－市立函館病院－津軽海峡フェリー 富岡会館前 土日祝日のみ運行。

18 バスセンター 函館駅前－ガス会社前－七重浜－富川会館前 茂辺地
19 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－七重浜７ 富川会館前
21 昭和営業所前 亀田支所前－湯倉神社前－五稜郭－ガス会社前－市立函館病院 新函館北斗駅
22 バスセンター 函館駅前－五稜郭－ガス会社前－市立函館病院－市渡 新函館北斗駅

七飯線 23 バスセンター 函館駅前→ガス会社前→市渡→ななえ新病院→桔梗→ガス会社前→函館駅前 バスセンター
大野・江差線 25 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－西桔梗－市渡 新函館北斗駅

30 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－石川町－七飯駅入口
30Ａ 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－石川町－ななえ新病院－七飯駅入口
32 函館駅前→ガス会社前→桔梗→ななえ新病院→大野→ガス会社前→函館駅前 バスセンター
33 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－桔梗－藤城 新函館北斗駅
33A 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－桔梗 ななえ新病院
33B 新函館北斗駅 峠下→桔梗→昭和→亀田支所前→五稜郭→函館駅前 バスセンター
33C バスセンター 五稜郭→亀田支所前→昭和→桔梗→七飯高校前 新函館北斗駅
36 バスセンター 函館駅前－ガス会社前－昭和－桔梗
36A 西高校前 函館駅前－ガス会社前－昭和－桔梗 平日のみ運行。
41 昭和営業所前 五稜郭駅前－ガス会社前－五稜郭－柏木町－湯倉神社前 ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ函館
41A 昭和営業所前 五稜郭駅前→ガス会社前→五稜郭→市立函館高校前→湯倉神社前 ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ函館

五稜郭線 41B 五稜郭駅前 市立函館高校前→大妻高校前 工業高校前 左記の停留所のみ停車。
五稜郭駅線 41C 五稜郭駅前 ガス会社前→五稜郭→市立函館高校前→大妻高校前 工業高校前

42 昭和ターミナル 昭和－五稜郭駅前－ガス会社前－五稜郭－柏木町－湯倉神社前 ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ函館
43 ガス会社前－中の橋－棒二森屋前－十字街
43A 市立函館病院－ガス会社前－中の橋－棒二森屋前－十字街
43B 市立函館病院－ガス会社前－中の橋－総合福祉センター－棒二森屋前－十字街

43C 五稜郭駅前→ガス会社前→函館駅前→十字街 西高校前 平日のみ運行。
43E 稜北高校前 市立函館病院－ガス会社前－中の橋－棒二森屋前－十字街
43F 久根別 市立函館病院→ガス会社前→函館駅前→十字街
45 ﾎﾟｰﾙスターSC 市立函館病院－津軽海峡フェリー－蔦谷書店前 昭和ターミナル 新規

富岡・本通循環線 46 共愛会病院正門前 富岡中央公園→亀田支所前→本通農協→工業高校前→五稜郭 共愛会病院正門前
47 函館駅前 五稜郭→桐花通中央→昭和営業所前→亀田支所前→鍛治団地→五稜郭 函館駅前
47A 函館駅前 五稜郭－桐花通中央 昭和営業所前

東山墓園線 50 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－東山団地－生協団地前 東山墓園裏
51 昭和ターミナル 石川町中央－美原台団地－亀田支所前－五稜郭 函館駅前

51Ａ 昭和ターミナル 石川町中央－美原台団地－亀田支所前－五稜郭 千代台
美原・谷地頭線 53 蔦屋書店前 桔梗418番地－昭和ターミナル－渡島総合振興局前－亀田支所前－五稜郭－中の橋－棒二森屋前 谷地頭温泉 谷地頭温泉発は桔梗418番地が終点。

55 五稜郭←亀田支所前←赤川入口
55A 五稜郭－亀田支所前－赤川入口－はこだて未来大
55B 五稜郭－亀田支所前－赤川入口－はこだて未来大－赤川 小川の里
55C 西高校前／元町 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－赤川入口－はこだて未来大 赤川 平日のみ運行。
55E 赤川 赤川入口→亀田支所前→五稜郭→函館駅前 西高校前 平日のみ運行。
55F 千代台 五稜郭－亀田支所前－はこだて未来大学
55G 昭和営業所前 亀田支所前－はこだて未来大学

リング 58 中央小学校前 神山小学校→亀田支所前→蔦屋書店前→美原台団地→赤川通 中央小学校前 神山・美原地区循環バス
湯川団地・旭岡団地線 59 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－湯倉神社前－旭岡団地 旭岡中学校前

60 函館駅前 五稜郭－本通農協前－山の手団地 日吉営業所前
60Ａ バスセンター 函館駅前－五稜郭－本通農協前－山の手団地 東山ニュータウン
60Ｂ 西高校前 五稜郭－本通農協前－山の手団地 日吉営業所前 平日のみ運行。

陣川・鍛冶線 61 バスセンター 函館駅前－五稜郭－鍛治団地－神山通－東山町 上陣川
62 臨空工業団地入口 日吉営業所前－工業高校前－五稜郭－中の橋－棒二森屋前－市役所前 市役所前
63 日吉営業所前 東本通－工業高校前－五稜郭－中の橋－棒二森屋前 市役所前

富岡・本通循環線 64 共愛会病院正門前 五稜郭→工業高校前→本通農協→亀田支所前→富岡中央公園 共愛会病院正門前
鍛冶・旭岡団地線 66 昭和ターミナル 稜北高校前－亀田支所前－鍛治団地－五稜郭－湯川団地中央 旭岡中学校前

67 五稜郭→鍛治団地→亀田支所前→昭和営業所前→桐花通中央→五稜郭 函館駅前
67A 五稜郭－鍛治団地－亀田支所前 昭和営業所前
67B 稜北高校前 昭和ターミナル→亀田支所前→鍛治団地→五稜郭 函館駅前

陣川・昭和線 69 昭和営業所前 亀田支所前－中央小学校前－神山児童館 上陣川旋回所
70 旭岡団地→湯川団地中央→湯倉神社前→亀田支所前 昭和ターミナル
70A 旭岡団地→湯川団地中央→湯倉神社前→亀田支所前 稜北高校前

中の沢線 71 昭和ターミナル 中の沢→桔梗→昭和→亀田支所前→湯倉神社前 函館大学前
72 西桔梗－昭和－亀田支所前－山の手団地 一部、亀田中学校始発便あり。

72Ａ 西桔梗－流通センター－昭和－亀田支所前－山の手団地
73 函館大学前 湯倉神社前－亀田支所前－美原台団地－石川町－七飯高校前
73A 函館大学前 湯倉神社前－亀田支所前－美原台団地－石川町－七飯役場前

昭和・日吉線 74 函館駅前 ガス会社前－昭和－亀田支所前 日吉営業所前
空港・日吉線 75 函館空港 湯川団地中央－湯倉神社前－団地通 日吉営業所前

76 昭和営業所 昭和ターミナル－亀田支所前－湯倉神社前 函館大学前
76Ａ 湯川団地中央 湯倉神社前→亀田支所前→昭和ターミナル→流通センター 昭和営業所
76Ｂ 昭和営業所 昭和ターミナル→亀田支所前→湯倉神社前→湯川団地中央 旭岡中学校前

日吉営業所前

ななえ新病院

市立函館病院山の手・昭和線

富川・美原台・大川線

湯川団地・旭岡団地線

赤川

赤川

中の橋線

米原・古川線

函館駅前
鍛冶・桐花循環線

銭亀沢中学校前

農住団地・山の手線

鍛冶・桐花循環線

富川・美原台・大川線

赤川・五稜郭線

函館駅前

亀田・日吉線

昭和営業所前

七飯線

船見町

新函館北斗駅

昭和・船見線

船見町

大野・江差線

富川・美原台・大川線 バスセンター 新函館北斗駅

七飯線
バスセンター

函館バス　路線一覧表　（2021.10.01現在）

水産海洋シャトル

五稜郭タワー・
ﾄﾗﾋﾟｽﾁﾇｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

函館駅前

空港循環線 函館空港 函館空港

空港五稜郭快速線 8

上磯、木古内線



78 昭和ターミナル 昭和－五稜郭駅前－五稜郭－亀田支所前－花園町－湯倉神社前 函館大学前
日吉・戸倉線 81 日吉営業所前 日吉中央通１－湯の川生協前－湯倉神社前－フレスポ戸倉前－香雪園 函館大学前
見晴線 82 滝沢町旋回所 香雪園－函館大学前－湯倉神社前－五稜郭－ガス会社前 函館駅前
日乃出・五稜郭
循環バス

84
ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ
日乃出店前

人見町→柏木町→五稜郭病院前→五稜郭
ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ
日乃出店前

一部、バスセンター発着便あり。

85 日吉営業所前 花園町－国立病院前－深堀町－堀川町中通 函館駅前
85A 亀田支所前 花園町－国立病院前－深堀町－堀川町中通 函館駅前
91 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－銭亀支所前－釜谷－下原木－日ノ浜団地
91A 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－銭亀支所前－釜谷－ふれあい遊湯館－下原木－日ノ浜団地

91B 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－銭亀支所前－釜谷 下原木
91C 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－銭亀支所前 釜谷
94 望洋団地自治会館→湯の川生協前→フレスポ戸倉前→望洋団地自治会館 毎週火・木曜日のみ運行。

94Ａ 望洋団地自治会館→フレスポ戸倉前→望洋団地自治会館 毎週日曜日のみ運行。
95 日吉営業所前 湯川中学校前－湯倉神社前－熱帯植物園前－啄木小公園
95A 湯川中学校前 湯倉神社前－熱帯植物園前－啄木小公園

函館空港線 96 函館空港 湯川団地中央－湯倉神社前－熱帯植物園前－啄木小公園 函館駅前
99 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－鉄山－南茅部支所前 鹿部出張所
99A 函館駅前－五稜郭－湯倉神社前－鉄山－南茅部支所前 椴法華支所前
99B 椴法華支所前 南茅部支所前→鉄山→湯倉神社前→五稜郭→函館駅前 バスセンター 急行便

大沼公園・鹿部線 210 バスセンター 函館駅前－ガス会社前－昭和－桔梗－新函館北斗駅－大沼公園 鹿部出張所
310 函館駅前－ガス会社前－昭和－桔梗－峠下－森駅前－八雲駅前 長万部ターミナル
311 函館駅前→ガス会社前→昭和→桔梗 森駅前
312 三岱入口 森駅前→峠下小学校前→（一部停留所のみ停車）→函館駅前 急行便（平日のみ運行）
313 森駅前 峠下小学校前→（一部停留所のみ停車）→函館駅前 急行便（土日祝日のみ運行）
410 函館駅前－五稜郭－市立函館病院－七重浜７－茂辺地－木古内駅前
411 函館駅前－五稜郭－市立函館病院－七重浜７－茂辺地－木古内駅前－こもれび温泉

快速松前号 510 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－茂辺地－木古内駅前 松前
函館・江差線 610 バスセンター 函館駅前－五稜郭－市立函館病院－新函館北斗駅－厚沢部 江差ターミナル
快速瀬棚号 710 バスセンター 函館駅前－五稜郭－亀田支所前－昭和－新函館北斗駅－八雲駅前 上三本杉（瀬棚）

川汲線

函館・知内線

函館・長万部線

小谷石

バスセンター

バスセンター

バスセンター

バスセンター

日ノ浜団地（恵山）にて、椴法華行に接続。

新湊高台・
函館共働宿泊所

新湊高台・
函館共働宿泊所

望洋団地線

下海岸線
恵山御崎

バスセンター

日吉漁火線 函館駅前

花園・人見線
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