
『ゾンビランドサガ』コラボラッピングバス「フランシュシュ号」運行表 

【平日】                                令和２年８月 

行き先 始発地 終点 アニメ聖地等 

【1】 佐賀駅バスセンター 和崎 7:18 佐賀駅ＢＣ 8:00 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【27】 医療センター 
くぼた直売所 

佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

8:10 くぼた特産物

直売所前 
8:44 

 

【1】 佐賀駅バスセンター くぼた特産物

直売所前 
8:51 佐賀駅ＢＣ 9:29 

 

【26】 平松循環 佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

9:35 佐賀駅ＢＣ 10:10 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【20】 諸富 早津江 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

11:10 早津江 11:48 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【1】 佐賀駅バスセンター 早津江 11:56 佐賀駅ＢＣ 12:34 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【23】 犬井道 大詫間 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

12:45 大詫間 13:23 
 

【1】 佐賀駅バスセンター 大詫間 13:30 佐賀駅ＢＣ 14:07 
 

【12】 佐賀大学 東与賀 佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

15:00 大野 15:32 呉服元町 
（佐賀市歴史民俗館） 

【1】 佐賀駅バスセンター 大野 15:41 佐賀駅ＢＣ 16:13 呉服元町 
（佐賀市歴史民俗館） 

【25】 広江 和崎 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

16:20 和崎 16:59 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【1】 佐賀駅バスセンター 和崎 17:05 佐賀駅ＢＣ 17:46 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【12】 佐賀大学 東与賀 佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

18:50 大野 19:23 呉服元町 
（佐賀市歴史民俗館） 

【1】 佐賀駅バスセンター 大野 19:31 佐賀駅ＢＣ 20:00 呉服元町 
（佐賀市歴史民俗館） 

【25】 広江 和崎 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

20:05 和崎 20:40 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【1】 佐賀駅バスセンター 和崎 20:45 佐賀駅ＢＣ 21:19 博物館前 
（佐賀城本丸歴史館） 

【23】 犬井道 大詫間 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

21:25 大詫間 21:57  

○始発付近と終点、およびアニメ聖地周辺バス停では、『源さくら』による自己紹介や案内放送があります。 

○その他に、佐賀市営バスのフリー定期券の商品紹介をランダムに放送します。（上記同様『源さくら』による） 

○車両点検などで、ラッピングバスが運行しない場合があり、その際は車内放送も通常になります。 

問い合わせ 佐賀市交通局 ＴＥＬ0952-23-3155 



【土日祝】                               令和２年８月 

行き先 始発地 終点 アニメ聖地等 

【1】 佐賀駅バスセンター 元小路 7:35 佐賀駅ＢＣ 8:07  

【20】 諸富 早津江 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

8:20 早津江 8:52 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【1】 佐賀駅バスセンター 早津江 9:02 佐賀駅ＢＣ 9:38 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【21】 諸富 橋津 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

10:40 橋津 11:17  

【1】 佐賀駅バスセンター 橋津 11:25 佐賀駅ＢＣ 11:59  

【20】 諸富 早津江 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

12:10 早津江 12:48 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【1】 佐賀駅バスセンター 早津江 12:56 佐賀駅ＢＣ 13:34 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【4】 佐賀大学 
女子短大・高校 

佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

13:42 佐賀女子短

大・高校前 
13:59  

【1】 佐賀駅バスセンター 佐賀女子短

大・高校前 
14:05 佐賀駅ＢＣ 14:21  

【11】 佐賀大学 西与賀 佐賀駅ＢＣ 
④のりば 

15:30 くぼた特産物

直売所前 
16:02 呉服元町 

（佐賀市歴史民俗館） 

【1】 佐賀駅バスセンター くぼた特産物

直売所前 
16:11 佐賀駅ＢＣ 16:45 呉服元町 

（佐賀市歴史民俗館） 

【36】 若楠 佐賀記念病院 
佐賀駅ＢＣ 
②のりば 

16:50 佐賀記念病院 17:12  

【1】 佐賀駅バスセンター 佐賀記念病院 17:18 佐賀駅ＢＣ 17:38  

【20】 諸富 早津江 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

17:45 早津江 18:22 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【1】 佐賀駅バスセンター 早津江 18:27 佐賀駅ＢＣ 19:06 昇開橋前 
（筑後川昇開橋） 

【6】 県庁・佐賀城跡 佐賀駅ＢＣ 
③のりば 

20:20 佐賀城跡 20:30 佐賀城跡 
（佐賀城本丸歴史館） 

【50】 佐賀大学病院 佐賀城跡 20:36 佐賀大学病院 21:07 神野公園 

【1】 佐賀駅バスセンター 佐賀大学病院 21:15 佐賀駅ＢＣ 21:31 神野公園 

【50】 佐賀大学病院 佐賀駅ＢＣ 
②のりば 

21:45 佐賀大学病院 22:07 神野公園 

○始発付近と終点、およびアニメ聖地周辺バス停では、『源さくら』による自己紹介や案内放送があります。 

○その他に、佐賀市営バスのフリー定期券の商品紹介をランダムに放送します。（上記同様『源さくら』による） 

○車両点検などで、ラッピングバスが運行しない場合があり、その際は車内放送も通常になります。 

問い合わせ 佐賀市交通局 ＴＥＬ0952-23-3155 


