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イオンせんげん台唐箕 ���9：451 ���5 �12：45 ���14：1515：45 �17：15 

0 �せんI肌合西5丁目リトルシティ前 ���9：5 �0　11：20 ���12：50 ���14：20　15：50 �17：20 

e �大道入口　ヴィラグローブ向かい ���9：5 �1　11：21 ���12：51 ���14：21　15：51 �17：21 

e �大袋中学校脇 ���9：5 �5　1 ��：25 �12：55 ���14：25　15：55 �17：25 

e �大袋地区センター前 ���9：5 �6　1 ��：26 �12：56 ���14：26　15：56 �17：26 

e �南荻島　諏訪神社前 ���9：5 �8　1 ��：28 �12：58 ���14：28　15：58 �17：28 

e �高荻島　清和建材前 ���9：5 �9　1 ��：29 �12：59 ���14：29　15：59 �17：29 

○ �袋山南　接骨院前 ���10：01 �1 ��：31 �13：01 ���14：3116：01 �17：31 

e �袋山西 ���10：0 �3　1 ��3 �13：03 ���14：33　16：03 �17：33 

e �恩問　スズデン販売脇 ���10：0 �5　1 ��：35 �13：05 ���14：35　16：05 �17：35 

⑰ �恩問中央 ���10：0 �6　1 ��：36 �13：06 ���14：36　16：06 �17：36 

① �北部市民会館前 ���10：0 �7　11：37 ���13：07 ���14：37　16：07 �17：37 

⑫ �大袋駅西口　ロータリー前 ���10：0 �8　1 ��：38 �13：08 ���14：38　16：08 �17：38 

⑱ �袋山　動物病院前 ���10：0 �9　1 ��：39 �13：09 ���14：39　16：09 �17：39 

⑪ �袋山郵便局入口 ���10：1 �0　1 ��0 �13：10 ���14：40　16：10 �17：40 

⑫ �恩問　いちご工房前 ���10：11 �1 ��1 �13：11 ���14：41　16：11 �17：41 

イオンせんげん台店着 ���10：15 �11：45 ���13：15 ���14：45　16：15 �17：45 

※乗車ル”ルが変更に ��なりました。 
イオンせんげん台ご利用のお客様専用のお買いものバスです。 ご乗車の際は、下記をご準備頂きお手数ではございますが、バス乗務員にご提示ください。 ������� �力÷ド一例 ����顕i一 

行の音程カードをバス乗務員Iここ箆示ください NPOiNTカードなど】※画像は一例です。 ������～ 漢艦輸肺古狐最強〃連動iiイオングループ発 【例イオンクレジットカード、WAONカード、WAO AEON、WAONのロゴの記載のあるカードはご利用し �������� �“V？ミ置 �詰∴∴ 

S艦際揺紬】鵬教書〃睡蓮湘澄　当日お買い物のレ ��シートをバス索 �満員にご提示ください。　　　　　　イオンクレジソトカード∴∴∴オーナーズカード∴∴WAONカード　WAONPOmカード 

Ⅲ「二言．「∴∴ ���検案貢萱．　　　　　　　　　　　　　〟， �����18震 ���� � 

国語麗 ��� �“ の－ ����日便 ��� �開聞 lS題目 l承り場所i �の承 即日お届け 
▲　　重い荷物 葛臆臆臆臆臆臆臆音　がたくさん「 ���お問い合 �せ　イオンせんげん台店　℡048－978－8121 ������� �ル1 ；山室惟覇 �ンター 

冷凍食品と一部生鮮品 ���＿逓扇は聞週 �除かせて頂きます。詳しくは即日便カウ ��������お問い合わせくださし � 

【越谷市】千聞合西・忠岡新田・大道・千問台東　　　　　　【春 ������������日都市】‘大根・大場・大畑・手間 谷市】愚問・大竹・袋山 　南荻島（一部） 
三野宮・上聞久重・下問久里・大泊・平方・平方南町 ����������【越 

…華12時芋で �����当日15時まで �������撃12時撃 ��� 
①14－16時　②16－18時　⑤18へ20時　　　③18へ20時 ������������③18へ20時 

配送料金 

下記カードでのお支払い・ご提示で イオンカード・WAON・イオンオーナ「ズカード �����イオンせんげん台店 �������200円（税込220円） 

GGWAON・ゆうゆうワオン �����直営売場の商品お買上げ 
イオンバンクカード・WAONPOINTカード �����2，000円（税込）以上で 　オリコン1箱 

上記以外のお客様 ������������300円（税込330円） ��� 



より便利に！より快適Iこ！バスキャッチサービス開始　間朋毅萱随喜 
i 【サ－ビスの利用方法】 �亀－i 言 

スマートフォンや携帯電話より QRコードを読み取りサイトへアクセス　！ 

※通信料はお客さまのご負撞となります。※メールサービスは対応いたしておりません。
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せんげん台駅
スカイツリーライン

⑫ 　小 でカブ ����� �⑱　綴 ↓ス享　′二二鳥の 

せんげん台店 ℡048（978）8121 　容黍∴時∴問 ����郵便局● 　14 

et　接骨掌 �大護東小 景 
諒謹睨7時漂22時 �������↓　セ；ンe 
鋤重器講蒜器農学す．　　　　　　　¢朋左 

認諾鵬9時捗21時 ���� ���イレブン ●大翁保育所 e 　大袋小●づ 

スリーエフ � �千間合I ● ↓ �倒フア詣鴇 

レンタ 
マ；ト　イヴン↓ �����　ポック ●　● 

ぐ 」＼ 　大袋幼稚園 　● e⇒e �� �○ ○ ��、どうぞの　●浦和連綿 幼稚園 ● 

地区センター●　節目プラザ● ��� 
● � ����� 

eQ・ス・ノーエフ ⇒大翁中学校．e 

整池 � 

いきいき鳥栖ミニおプ　音　調 ������ �音 

※乗車の瞭Iこはバスに手を上げて合回してください。

※バス停以外での乗降はできません。※乗車はイオンせんげん台店ご利用の

お書きまIこ限ります。※店舗行の途中下車はご遠慮ください。
※走行中はシートベルトをお締めください。

［通行朝ダイヤル］自07（ �運　● �l 
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