
琴平鐵道巴士路線圖

彩紅購物循環巴士（東廻、西廻）、AEON高松線、町中循環巴士（東廻、西廻）、屋島山上接駁巴士路線圖。
AEON高松線

彩紅購物循環巴士

分為東迴及西迴。

町中循環巴士

分為東迴及西迴。

屋島山上接駁巴士

大型販賣店・百貨公司

★1 高松三越

★2 瓦町FLAG

★3 丸龜町Green

★4 唐吉訶德

★5 夢之城高松

★6 AEON MALL高松

百元商店

★7 DAISO

電器製品・家電

★11
EDION

夢之城高松店

★8 DAISO

超市

★9 ACE ONE

★10 Halows

（公社）香川県観光協会
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AEON高松線 彩虹購物循環巴士 町中循環巴士
1 瓦町③ 瓦町③ 1 高松駅④ 高松站④ 1 高松駅① 高松站①

2 南新町 南新町
2

高松築港
(東廻り⑤、西廻り⑧)

高松築港
(東廻⑤、西廻⑧)

2
高松築港
(東廻り①、西廻り⑧)

高松築港
(東廻①、西廻⑧)3 県庁通り中央公園前 縣廳通中央公園前

4 五番町 五番町
3 寿町 壽町 3 寿町 壽町

5 紺屋町 紺屋町
4 三越前 三越前 4 三越前 三越前

6 兵庫町 兵庫町
5 片原町 片原町 5 片原町駅前 片原町站前

7 寿町 壽町
6 今新町 今新町 6 オークラホテル高松 高松大倉酒店

8 高松築港⑧ 高松築港⑧
7 古馬場町 古馬場町 7 県立中央病院 縣立中央醫院

9 高松駅⑨ 高松站⑨

8

瓦町
(東廻り③、西廻り⑥)瓦町
(東廻り③、西廻り⑥)瓦町

瓦町
(東廻③、西廻⑥)瓦町
(東廻③、西廻⑥)瓦町

8 高松調剤薬局 高松調剤藥局
10 浜ノ町 濱之町

9 高松けいりん場 高松競輪場
11 大的場 大的場

10 福岡町 福岡町
12 大的場口 大的場口 9 藤塚町 藤塚町

11 末広町 末廣町
13 瀬戸内町 瀨戸内町 10 JR栗林駅 JR栗林站

12 ことでん今橋駅 琴平鐵道今橋站
14 中央卸売市場前 中央批發市場前 11 高松市保健ｾﾝﾀｰ 高松市保健中心

13 高松商業西 高松商業西
15 新北町口 新北町口 12 高松一高前 高松一高前

14 塩上町３丁目 鹽上町３丁目
16 警察学校前 警察學校前 13 桜町中学前 櫻町中學前

15 瓦町駅東口 瓦町站東口
17 馬場病院前 馬場醫院前 14 トキワテニス前 TOKIWA TENNIS前

16 塩屋町北 鹽屋町北
18 イオンモール高松 AEOM MALL高松 15 今里交番前 今里交番前

17 丸亀町参番街丸亀町参番街 丸龜町參番街
16 気象台前 氣象台前

18 高松商工会議所前 高松商工會議所前
17 野田池 野田池

19 県庁・日赤前 縣廳・日赤前
18 松縄下所公園前 松繩下所公園前

20 八本松 八本松
19 西松屋前 西松屋前

21 亀阜小学校前 龜阜小學前
20 レインボーロード伏石 彩虹路伏石

22 八幡前 八幡前
21 サンフラワー東 向日葵東

23 市民病院 市民醫院
22 ホンダカーズ香川太田店前 Honda Cars香川太田店前

24 八幡前 八幡前

23
香川ダイハツモータース
高松太田店前

香川Daihatsu Motors
高松太田店前 25 香川大学法学部・経済学部前 香川大學法學部・經濟學部前屋島山上接駁巴士

1 JR屋島駅 JR屋島站 24 三条池 三条池
26 香川大学教育学部前 香川大學教育學部前

2 ことでん屋島駅 琴平鐵道屋島站 25 ゆめタウン高松前 夢之城高松前
27 昭和町・市図書館前 昭和町・市圖書館前

3
四國村
(屋島山上行きのみ停車)

四國村
(只提供往屋島山上方向的載客服務)

26 東室新町 東室新町

栗林公園前 栗林公園前
4 屋島山上

28 扇町 扇町
27 室北口 室北口

29 中央卸売市場前 中央批發市場前
28

屋島山上 30 新北町 新北町
29 中野町 中野町

西
廻

31 新北町口 新北町口
30 中新町 中新町

32 中央卸売市場前 中央批發市場前
31 八本松 八本松

33 瀬戸内町 瀨戸内町
32 県庁・日赤前 縣廳・日赤前

34 大的場口 大的場口
33 市役所西 市役所西

35 大的場 大的場
34 高松市役所 高松市役所

36 浜ノ町 濱之町
35 五番町 五番町

西

廻

37 高松駅① 高松站①
36 紺屋町 紺屋町

37 兵庫町 兵庫町

3 寿町 壽町

2
高松築港
(東廻り⑧、西廻り⑤)

高松築港
(東廻⑧、西廻⑤)

1 高松駅④ 高松站④


