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ハス停名 ���漢国書臆漢書田園8m原田88漢…霊園888長田88音譜暦 ������������ 

イオンせんげん台唐箕 ���9：00 ��10：30日2：00日3 ������：30115：00l16 ��：30 

e �せんげん台駅西口　7ホール前 ���降車専用 

e �武豊団地5－15号標前 ���9：07 ��10：37　12：07　13 ������：37　15：07　16：37 

e �武豊団地6－7号棟前 ���9：08 ��1 �：38　12：08　13 �����：38　15：08　16：38 

① �武豊団地8－9号棟前 ���9：09 ��1 �9　12：09　13 �����：39　15：09　1 ��：39 

e �武重団地8－4号様前 ���9： �0 �1 �0　12：10　13 �����：40　15：10　1 ��0 

e �大塚　ゲオ前 ���9： � �1 �1　12：11　13 �����：41　15：11　1 ��1 

o �大場北　レクセル武里前 ���9： � �1 �3　12：13　13 �����：43　15：13　1 ��：43 

e �大場　イオンバイク前 ���9： �5 �1 �5　12：15　13 �����：45　15：15　1 ��5 

e �谷中小記念公園前 ���9： �7 �1 �7　12：17　13 �����：47　15：17　1 ��7 

⑩ �武豊団地9－14号楠前 ���9： �8 �1 �8　12：18　13 �����：48　15：18　1 ��8 

① �武豊団地8－1号棟前 ���9： �9 �1 �9　12：19　13 �����：49　15：19　1 ��9 

⑫ �武重団地1－29号楳前 ���9： � �1 �：50　12：20　13 �����：50　15：20　1 ��：50 

⑲ �武豊団地4－13号棟前 ���9： � �1 �：51　12：21　13 �����：5115：2il　l ��：51 

⑪ �武豊団地5－17号棲前 ���9 �2 �1 �：52　12：22　13 �����：52　15：22　1 ��：52 

⑲ �せんげん台駅西口　7ホール前 ���9： � �1 �：53　12：23　13 �����：53　15：23　1 ��：53 

イオンせんげん台店善 ���9： � �1 �：00　12：30　14 �����：00　15：30　1 ��：00 

※乗車ル”ルが変更i ��こなりました。 
イオン ご乗車 �せんげん台ご利用のお客様専用のお買いものバスです。 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。 ������カード一例 ������� � 

S磨離間的 【例イオ AEON、 �孤18置看睡蓮証の琵イオングループ発行の曹覆カードをバス業麓員iここ提示ください ンクレジットカード、WAONカード、WAONPOiNTカードなど】※画像は一例です。 WAONのロゴの琵鼓のあるカードはご利用いただけます。 ������ �喜＼」言 �、二三∴　∴ ���� � 

音感鰯測り義教着艦蓮翻陛　当日お買い物のレシートをバス乗務員 ���Iこご提示ください。　　　　　　イオンクレジットカード　オーナーズカード　　WAONカード　WA〇時間N職－ド 

山．言「∴∴ 艶慈’欝 ���検案嗣臆． �講は書房． の即日便 ���������85時まで。 朋圏…． 承り場所i ��霊！ 

▲　　　　　遭い荷物 ���お問い合せ �イオンせんげん台店　℡048－978－8121 ������� ��ノ′1 ；り量惟坊 ��′ター 

冷凍食品と一都生鮮品 ���…．！田園隙 �かせて頂きます。詳しくは即日便カウンターへま ���������お問い合わせください。 �� 

【越谷市】手間台西・朋新田・大道・千酷東　　　　　【梨部 �������������市】大技・大場・大畑・手間 】愚問・大竹・袋山 南荻島（一都） 
三野宮・上聞久里・下問久重・大泊・平方・平方商町 ����������【越杏市 

∴当日12時まで �����当日1 ���5時まで �� ���当日12時まで 

①14－16時　②16－18時　㊥18－20時 �����③18へ20時 ��������③18へ20時 

下記カードでのお支払い・ご提示で イオンカード・WAON・イオンオーナーズカード �����配送料金 　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（積込）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剛，……l朗巌曜煽匿案 

【サービスの利用方法】　　　　　　　　卜“ �，（‾「 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担となります。※メールサービスは対応いたしておりません。
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鵬：オ椅畠①↑ee壷 は　美容室　▲ ��e 車㊥　↑ �� 

⑦ �でば∴懐旧 ��十カブ せんげん台店 ℡048（978）8121 
●レクセ鵬武豊西中．⑩9′ 　　谷中小 　　記念館 ↓駕．e ��剥離 �SSSSS〇三〇m 1細さ邑・ 日用筆録売場 � �∴○○「 7 � �〇十ISSSSSOSSOS 卜22時 

詳細照真田 �9 �鯵9宙－20時 

2t・〕〇割潟“ 暮らしの朝晩“！隔旧 言一重のき鴨 � �9 Is � �卜21時 面か職慮ります。 

⇒

※乗車の際iこはバスiこ手を上げて含回してください。

※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

あ容きま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あ締めください。

［連行専用ダイヤル］ �II●ll �l 
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