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広島交通 方向幕リスト（１） 更新前幕 

幕№ 経由１ 経由２ 経由３ 経由４ 終点 囲み部分 

１ ―――― ―――― ―――― ―――― 広島交通 ―――― 

２ センター 祗園 古市 可部 勝木・大畑 新道 

３ センター 祗園 古市 可部 上大毛寺・勝木 新道 

４ センター 祗園 古市 可部 虹山県住 新道 

５ センター 祗園 古市 可部 勝木台 新道 

６ 八丁堀 祗園 古市 可部 勝木台 新道 

７ センター 祗園 古市 可部 勝木・行森 新道 

８ センター ノンストップ 文教女子大 ―――― 可部 勝木 急行 

９ 文教女子大 センター 合同庁舎 ―――― 広島駅 急行 

１０ センター 祗園 古市 可部 虹山県住・勝木 新道 

１１ センター 祗園 古市 可部 上大毛寺 勝木・飯室 新道 

１２ センター 祗園 古市 可部 上大毛寺 ふじビレッジ・飯室 新道 

１３ 八丁堀 祗園 古市 可部 勝木・飯室 新道 

１４ センター 祗園 古市 可部 勝木・大畑 新道 

１５ 祗園 古市 可部 飯室 上大毛寺 森城団地 星が丘 新道 

１６ センター 祗園 古市 可部 勝木 新道 

１７ 八丁堀 祗園 古市 可部 勝木 新道 

１８ ―――― ―――― ―――― ―――― 回送 ―――― 

１９ 古市 祗園 横川 センター 広島駅 新道 

２０ 古市 祗園 横川 八丁堀 広島駅 新道 

２１ 古市 祗園 横川 ―――― 広島センター 新道 

２２ 古市 可部 飯室 森城団地 星が丘 新道 

２３ 古市 可部 飯室 森上団地 星が丘 新道 

２４ センター 祗園 古市 可部 南原 新道 

２５ センター 祗園 古市 可部 南原研修センター 新道―佐東バイパス 

２６ センター 祗園 古市 可部 南原峡 新道―佐東バイパス 

２７ 古市 祗園 横川 センター 広島駅 新道―佐東バイパス 

２８ 可部 古市 祗園 横川 広島センター 新道―佐東バイパス 

２９ 古市 祗園 横川 八丁堀 広島駅 新道―佐東バイパス 

３０ センター 祗園 古市 可部 桐陽台 新道 

３１ 八丁堀 祗園 古市 可部 桐陽台 新道 

３２ ―――― ―――― ―――― ―――― 回送 ―――― 

３３ 岩ノ上 千足 牛田新町 センター 広島駅 深川―基町 

３４ 岩ノ上 千足 牛田新町 センター 広島駅 深川―地区センターー基町 

３５ ―――― ―――― ―――― ―――― 高陽車庫 ―――― 

３６ ―――― ―――― ―――― ―――― 高陽 C団地 ―――― 

３７ ―――― ―――― ―――― ―――― 可部 大林 ―――― 

３８ ―――― ―――― ―――― ―――― 可部 ―――― 
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３９ ―――― ―――― ―――― ―――― 可部 勝木 ―――― 

４０ ―――― ―――― ―――― ―――― 可部 桐陽台 ―――― 

４１ ―――― ―――― ―――― ―――― 緑井 びしゃもん台 ―――― 

４２ 横川 十日市 本川町・立町 八丁堀 広島駅 新道 

４３ 横川 十日市 本川町・立町 八丁堀 広島駅 旧道 

４４ ―――― ―――― ―――― ―――― 大町駅 ―――― 

４５ ―――― ―――― ―――― ―――― 回送 ―――― 

４６ 八丁堀 立町・本川町 横川 ―――― 西山本 旧道 

４７ 八丁堀 立町・本川町 祗園 古市 大町駅 旧道 

４８ 八丁堀 立町・本川町 祗園 大町駅 中緑井 旧道 

４９ センター 横川 祗園 古市 七軒茶屋 新道 

５０ 八丁堀 立町・本川町 祗園 古市 七軒茶屋 新道 

５１ 可部 広島北インター 高速道 戸河内 八幡高原１９１ 祗園新道―佐東バイパス 

５２ 戸河内インター 高速道 広島北インター センター 広島駅 佐東バイパスー祗園新道 

５３ 戸河内インター 高速道 広島北インター 可部 広島センター 佐東バイパスー祗園新道 

５４ センター 祗園 古市 別所団地 柳瀬 新道―佐東バイパス 

５５ センター 祗園 古市 別所団地 荒下団地 新道―佐東バイパス 

５６ 別所団地 古市 祗園 センター 広島駅 佐東バイパス 

５７ 別所団地 古市 祗園 横川 広島センター 佐東バイパス 

＊当リストの無断転載等を禁じます。 
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