
奥浦エリア 崎山エリア 富江エリア 岐宿エリア

本山地区 浦頭教会 Aコープ崎山店 JA倉庫前 JAごとう岐宿店

■医療機関 ■買い物 ■公的施設 ■スポーツ施設 Aコープ本山店 浦頭公民館 鐙瀬ビジターセンター JA富江支店 JAごとう西部支店

いけだ内科 エフワンヒラヤマ 検察庁・法務局 市民体育館 雨通宿公民館 大泊公民館 上崎山公民館 一平 イーライフサービス

井上医院 エレナ 五島観光歴史資料館 市民プール 翁頭中学校 おくうら元気村 上崎山墓地 大河内商店 大川原公民館

浦クリニック オサダ 五島市クリーンセンター 中央公園多目的グラウンド 大窄公民館 奥浦小学校 グループホームせいゆう荘 温泉センターたっしゃかランド 介護老人福祉施設きじの里

久保循環器内科 ゲオ 五島市消防本部 中央公園テニスコート 久木山公民館 奥浦中学校 崎山児童遊園 グループホーム富江A 川谷石油前(川原)

郡家病院 コスモス 五島市役所 中央公園野球場 グループホームあすか 奥浦町内公民館 崎山小学校 黒瀬郵便局 岐宿川原郵便局

五島中央病院 五島がうまい 五島振興局 福江小プール 高田公民館 奥浦渡船待合所 崎山中学校 近藤歯科 岐宿港前

沢本外科 シティモール 市立図書館 福江武道館 慈光院 樫ノ浦漁民センター 崎山駐在所 社会福祉協議会 岐宿公民館川原分館・れんげ前

聖マリア病院 シャディサラダ館福江町店 ハローワーク 丸木緑地公園 たぐち整骨院 漁協奥浦支所 崎山農業構造改善センター 市役所富江支所 岐宿公民館岐宿分館

ダケ眼科 シャディサラダ館吉久木店 福江総合福祉保健センター 堤町公民館 市役所奥浦出張所 崎山保育園 大安丸商店 岐宿公民館山内分館

福江産婦人科 すざき生花店 福江文化会館 ■その他 泊りの家ゆるり 堂崎公民館 崎山郵便局 只狩荘 岐宿支所

ふれあい診療所 スズヤ rich 野々切グラウンド 戸岐公民館 塩津漁港 富江支所役場裏 岐宿郵便局

松尾整形外科 スマイル ■公民館等 あぜくら理容室 野々切児童公園 戸岐向公民館 下崎山公民館 富江神社 旧川原小学校プール前

松本耳鼻咽喉科 ダイレックス 小田公民館 うま亭 野々切住民センター 南河原公民館 大通寺 富江診療所 魚津ヶ崎公園管理棟前

みどりが丘クリニック つばき屋大津店 上大津住民センター エレガント美容室 野々切相愛会館 浜泊公民館 長手スポーツセンター 富江バス待合所 金福寺

山本皮膚科 テーラーつつみ 籠淵公民館 カットハウスタイム ファミリーハウス 平蔵公民館 ゆたっとはうす 富江病院 楠原地区スポーツの家

ドラモリ籠淵店 下大津住民センター 観音寺 緑乃園 宮原公民館 富江郵便局 グループホームゆうゆうてらわき

■歯科医院 ドラモリ福江店 職人町公民館 けいぷはうす 明星院 六方海水浴場 新原自動車前 神之浦酒店

岩本歯科 バリュー福江店 新一番町公民館 厚志会館 本山住民センター 丸八商店 小川原公民館前

大坪歯科 マツモトキヨシ大波止店 新二番町公民館 五島育成園 本山駐在所 山崎地区墓地前 小川原墓前

ささき歯科 マツモトキヨシ五島店 戸楽漁村センター 五島海陽高校 本山郵便局 山下漁港看板前 五島市消防岐宿出張所前

沢本歯科 マトノ文光堂 松山住民センター 五島高校 吉田公民館 ローソン富江店 五島南高校

長滝歯科 山本海産物 丸福漁村センター 五島コンカナ王国 リハビリセンターふくえ 志田尾ため池前

山田歯科 ルイ・ヒラタ 三尾野住民センター ごとう屋 老人ホームいかけ 商工会前

よこやま歯科 ローソン五島病院前店 緑丘地区公民館 木場地蔵堂 白石公園前

ローソン福江中央店 ジョイフル 大浜地区 白石公民館

■整骨院等 ローソン吉久木店 ■高齢者施設 清浄寺 大浜公園 白石神社前

新井整骨院 かけはし木場 浄倫会館 大浜財産区管理センター 西部衛生センター

腱引き心楽 ■金融機関 グループホーム大津 末留葬儀社福江斎場 大浜住民センター 大雄寺

佐々木整骨院 JAごとう福江支店 グループホーム岐宿園 住吉神社 大浜郵便局 デイサービスやまうち

佐々野整骨院 JAごとう本店 グループホーム清風 聖マリア保育園 グループホーム大浜 寺脇公民館前

平山整骨院 旧十八銀行 グループホーム椿荘 善教寺 黒蔵公民館 南部公民館前

森整骨院 九州労働金庫 ケアハウスイータウン 宗念寺 香珠子海水浴場 西楠原公民館

五島漁協 五島福寿園 大円寺 五島自動車学校 二本楠バス停・二本楠郵便局前

■薬局 十八親和銀行(旧親和) 松寿園 戸楽墓地 市役所大浜出張所 八朔団地前

あい調剤薬局南町店 城山町郵便局 末広荘 ハートホール福江 増田運動場 バリュー岐宿店

あおぞら薬局 福江港簡易郵便局 聖マリアの園 八幡神社 増田公民館 比留木住建

壮快堂薬局 福江信用組合 デイサービスセンターともしび ばらもんタクシー本社 来迎院 渕ノ元消防詰所前

中村調剤薬局 福江吉久木郵便局 有料老人ホーム福 日嶽神社入口 ふれあいの里

ニック調剤薬局ごとう店 老人ホーム天意 ひまわり美容室 ほのぼの理容店前

福江薬局本店 老人ホームこかげ 福江中学校 まつの整骨院

福江薬局松山店 マイク英会話教室 松山公民館前

丸木墓地 水ノ浦漁港

緑丘公園墓地 無人市場(田尾木場)

幼徳保育園 老人ホーム城岳

ローソン岐宿店

山内診療所

山口商店

福江地区

チョイソコごとう主要停留所
福江・本山・大浜エリア
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