
EXPO直行バス　The direct Bus to EXPO site

★事前予約制です。あらかじめ予約状況を運行会社へ確認の上ご利用ください。
★不定期便もあります。運行日、発車時間、料金等詳細については、運行会社ホームページや運行会社へ直接ご確認ください。
When you get on these buses, please call up carrier.　You should check timetable,fare etc. and make reservations.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年7月１日現在

発地　The point of departure 運行会社　Carrier
新潟県 万代シティバスセンター Bandaicity BusT. 新潟交通 Nigata kotsu (025-241-1116)
Nigata-pref
長野県 長野駅 Nagano st. 阿智PA Achi PAなど ｱﾙﾋﾟｺﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾞｽ Alpico Highland bus (0263-39-8806)
Nagano-pref 安曇野スイス村、松本ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙなど ｱﾙﾋﾟｺﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾞｽ Alpico Highland bus (0263-39-8806)

   Azumino　swiss　vil. Matsumoto BusT.
茅野駅 Chino st. 上諏訪駅 Kamisuwa st.など ｱﾙﾋﾟｺﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾞｽ Alpico Highland bus (0263-39-8806)
伊那バス辰野 Inabus tatsuno 伊那市 Ina-shi など 伊那バス Ina bus (0265-78-0007)

静岡県 浜松駅 Hamamatsu st. 三ヶ日 Mikkabi など 遠州鉄道 Enshu tetsudo (053-454-1589)
Shizuoka-pref 舘山寺温泉 Kanzanji spa. 遠州鉄道 Enshu tetsudo (053-454-1589)

瀬戸島車庫 Setojima-shako 富士宮駅 Fujinomiya st.など 山交ﾀｳﾝｺｰﾁ Yamako towncoach (0544-24-1189)
掛川駅 Kakegawa st. さくら交通 Sakura kotsu (0538-49-1101)

岐阜県 下呂駅 Gero st. 濃飛乗合 Nohi bus(0577-32-1688)
Gifu-pref 高山濃飛バスセンター Takayama BusT. 濃飛乗合 Nohi bus(0577-32-1688)

古川駅前 Furukawa st. 濃飛乗合 Nohi bus(0577-32-1688)
中津川駅 Nakatsugawa st. 瑞浪駅 Mizunami st.など 北恵那交通 Kitaena kotsu・東濃鉄道 Tono tetsudo 共同

(北恵那交通 0573-66-1560,東濃鉄道 0572-24-0770)
美濃太田駅 Mino-ota st. 多治見駅 Tajimi st.など 東濃鉄道 Tono tetsudo（0572-24-0770）
長良川温泉・岐阜ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ前 岐阜乗合 Gifu bus(058-264-1515)
  Nagaragawa spa,Gihu grandhotel
大垣駅 Ogaki st.、岐阜羽島駅 Gifu-hashima st.など 名阪近鉄バス Meihan kintetsu bus (0584-81-3326)
各務原市役所前 Kakamikahara cityhall 岐阜乗合 Gifu bus(058-264-1515)
新岐阜バスセンター Shin-Gifu busT. 岐阜乗合 Gifu bus(058-264-1515)
美濃市駅前 Minoshi st. 関 Seki など 岐阜乗合 Gifu bus(058-264-1515)

愛知県 豊橋駅 Toyohashi st. 豊川 Toyokawa など 豊橋鉄道 Toyohashi tetsudo (0532-53-2323)
Aichi-pref 名鉄一宮バスターミナル Meitetsu-Ichinomiya busT. 名鉄西部観光 Meitetsu seibu kanko(0586-47-6662)

大口町役場 Oguchi townhall、犬山駅 Inuyama st.など 名鉄西部観光 Meitetsu seibu kanko(0586-47-6662)
蒲郡駅 Gmagouri st. 名鉄東部観光Meitetsu tobu kankou (0564-21-4235)
東岡崎駅 Higashi-okazaki st. 名鉄東部観光Meitetsu tobu kankou (0564-21-4235)

三重県 鵜方駅 Ugata st. 三重交通 Mie kotsu（0120-20-4135）
Mie-pref 千里・鈴鹿 Suzuka ・四日市 Yokkaichi 三重交通 Mie kotsu（0120-20-4135）

松坂車庫前 Matsuzaka-shako 名阪近鉄バス Meihan-kintetsu bus（0584-81-3326）

山梨県 甲府駅 Kofu st.　韮崎駅 Nirasaki st.など 山梨交通 Yamanashi kotsu・山交ﾀｳﾝｺｰﾁYamako towncoach 共同
Yamanashi-pref （山梨交通 055-223-5711）
石川県 金沢駅 Kanazawa st. 石川中央観光 Ishikawa chuo kanko（076-275-1122）
Ishikawa-pref
福井県 京福バスターミナル Keifuku busT. 武生 Takefu など 福井鉄道 Fukui tetsudo・京福バス Keifuku bus共同
Fukui-pref （福井鉄道 0778-21-5489　京福バス  0776-24-4890）
滋賀県 大津駅 Otsu st. 滋賀観光バス Shiga kanko bus （0748-72-1501）
Shiga-pref
京都府 京阪宇治駅,松井山手駅など 京阪宇治バス Keihan uji bus （0774-65-1160）
Kyoto-pref   Keihan-uji st. Matsui yamate st.
大阪府 大阪南港 Osaka southport　新大阪駅 Shin-osaka st. 国際興業 Kokusai kougyo （06-6322-1388）
Osaka-pref あべの橋 Abenobashi st. OCAT 大阪駅 Osaka st. 近鉄バス Kintetsu bus （06-6772-1631）

阪急梅田駅　新大阪駅、千里ﾆｭｰﾀｳﾝ、高槻 阪急バス Hankyu bus （06-6866-3147）
 　Hankyu-umeda st. Shin-osaka st. Senri NT Takatsuki
大阪駅 Osaka st. 西日本JRﾊﾞｽ Nishinihon JRbus・名阪近鉄ﾊﾞｽ Meihan-Kintetsu bus共同

（西日本JR 06-6371-0111、名阪近鉄　052-551-4043)
なんば高速ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ　Nanba busT. 南海バス Nankai bus (06-6643-1007)

奈良県 生駒駅 Ikoma st. 学園前駅 Gakuenmae st. など 奈良交通 Nara kotsu (0742-22-8661)
Nara-pref 近鉄奈良駅 Kintetsu-Nara st. 天理駅 Tenri st.など 奈良交通 Nara kotsu (0742-22-8661)

五位堂駅 Goido st. 王寺駅 Oji st. など 奈良交通 Nara kotsu (0742-22-8661)
橿原神宮前駅 Kashihara jingumae st. 八木駅 Yagi st.など 奈良交通 Nara kotsu (0742-22-8661)

和歌山県 和歌山駅 Wakayama st. 相互タクシー Sogo Taxi (073-474-1100)
Wakayama-pref
兵庫県 三ノ宮駅 Sannomiya st. 神姫バス Shinki bus(078-231-4892)
Hyogo-pref
岡山県 倉敷駅 Kurashiki st. 岡山駅 Okayama st.など 両備バス Ryobi bus (086-232-6688)
Okayama-pref


