
系統番号一覧表（バス会社別）

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

1 首里牧志線 新川 首里駅・牧志 新川

2 識名開南線 新川 識名・開南 新川

3 松川新都心線 新川 新都心・若狭 新川

4 新川おもろまち線 新川 識名・開南・バスターミナル・国際通り・新都心 おもろまち駅前広場

5 識名牧志線 新川 繫多川・牧志 新川

6 那覇おもろまち線 那覇 国場・新都心 おもろまち駅前広場

9 小禄石嶺線 石嶺 儀保・牧志・小禄 具志

10 牧志新都心線 那覇 牧志・新都心 那覇

11 安岡宇栄原線 具志 若松入口・儀保 石嶺

12 国場線 那覇 壺川・国場 新川

13 石嶺おもろまち線 石嶺 儀保・山川・大道 おもろまち駅前広場

14 牧志開南循環線 新川 開南・那覇BT・牧志 新川

15 寒川線 新川 寒川・真地団地 新川

16 新川首里駅線 新川 医療センター・鳥堀 首里駅

17 石嶺（開南）線 石嶺 儀保・開南・壷川 具志

※那覇バス（市内線）　は、申請した区間であれば上記系統番号は共通で利用可能です。

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

25 那覇普天間線 那覇 首里・真栄原・普天間 イオンモール

45 与根線 具志 真玉橋・古波蔵・開南・商業高校 三重城

94 首里駅琉大快速線 首里駅 首里駅前・棚原・琉大駐車場 琉大北口駐車場

95 空港あしびなー線 那覇空港 那覇空港・アウトレットモールあしびなー アウトレットモール

97 琉大線（首里経由） 那覇 首里・棚原・琉大病院 琉大北口駐車場

101 平和台安謝線 具志 大橋・壷川・牧志・安謝 市場北口

125 普天間空港線（首里経由） 空港 県庁北口・儀保・西原入口・真栄原・普天間 東山駐車場

125 普天間空港線（中城経由） 空港 県庁北口・儀保・西原入口・簡易裁判所前・琉大東口 イオンモール

333 那覇西原線（末吉経由） 西原 県庁北口・おもろまち駅前・西原入口・小那覇 那覇

346 那覇西原線（鳥堀経由） 西原 県庁北口・首里・首里駅・小那覇 那覇

446 那覇糸満線 那覇 与儀十字路・奥武山公園・小禄・豊見城 糸満

【系統番号・バス事業者の選択について】

・高速バス（111番,117番）は専用OKICAの発行ができないため、選択できません。

（ア）那覇バス（市内線）

（イ）那覇バス（市外線）

　２７番（沖縄バス）は県庁北口～安謝橋の区間はあるが、バス会社が異なるため利用不可

　６３番（琉球バス交通）県庁北口～安謝橋の区間があるため利用可能

（例）２３番（琉球バス交通）　県庁北口～安謝橋　で申請した場合

・選択したバス事業者、区間以外での乗降は無料にならず、自己負担が発生する場合がありますのご留意下さい。

・選択した系統以外で、利用可能な系統がある場合は、ＯＫＩＣＡ発行時にお知らせします。

・（ア）那覇バス（市内線）～（カ）東陽バス　から１つを選択し、その中から系統番号を選択して下さい。



系統番号一覧表（バス会社別）

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

21 新都心具志川線 那覇 久茂地・おもおろまち・バイパス・真栄原・普天間・コザ・安慶名 具志川

21 新都心具志川線（球陽高校経由） 那覇 久茂地・おもおろまち・バイパス・真栄原・普天間・球陽高校・コザ・安慶名 具志川

23 具志川線（平良川） 那覇 大山・伊佐・コザ・安慶名 具志川

23 具志川線（平良川・空港発着） 空港 大山・伊佐・コザ・安慶名 具志川

24 那覇大謝名線 那覇 大謝名・真栄原・コザ・安慶名 具志川

26 宜野湾空港線 空港 泊高橋・安謝橋・第二城間・牧港・宇地泊・コンベンションセンター 宜野湾営業所

26 宜野湾空港線（パルコシティー経由） 空港 泊高橋・安謝橋・パルコシティー・コンベンションセンター 宜野湾営業所

50 百名線（開南・東風平） 那覇 開南・古波蔵・国場・外間・東風平・具志頭 百名

50 百名線（壷川・東風平） 百名 外間・東風平・具志頭・古波蔵・壷川・バスターミナル前・県庁北口 琉銀本店前

51 百名（船越）線 那覇 開南・古波蔵・国場・外間・稲嶺十字路・船越 百名

51 百名線（船越・向陽高校） 那覇 開南・古波蔵・国場・外間・稲嶺十字路・船越・向陽高校前 百名

54 前川線 那覇 開南・外間・目取真・玉泉洞・東風平・外間 那覇

55 牧港（開南）線 道の駅豊崎 豊崎・小禄・那覇BT・開南・パイプライン・コンベンションセンター 宜野湾営業所

56 浦添線（浦添西原折返し） 道の駅豊崎 小禄・那覇BT・おもろまち駅前・内間・浦添市役所・浦西団地 西原四丁目

56 浦添線（真栄原折返し） 道の駅豊崎 小禄・那覇BT・おもろまち駅前・内間・浦添市役所・浦西団地・西原 真栄原

62 中部（楚辺）線 読谷 楚辺・嘉手納・知花・コザ・球陽高校・謝苅 砂辺駐機場

62 中部（喜名）線 読谷 喜名・嘉手納・知花・コザ・球陽高校・謝苅 砂辺駐機場

62 中部線（楚辺・ジャスコ経由） 読谷 楚辺・嘉手納・知花・コザ・球陽高校・謝苅・ジャスコ前 砂辺駐機場

62 中部線（喜納・ジャスコ経由） 読谷 喜納・嘉手納・知花・コザ・球陽高校・謝苅・ジャスコ前 砂辺駐機場

63 謝苅線 那覇 伊佐・ハンビータウン・謝苅・胡屋・美里高校・明道・赤道十字路 具志川

75 石川北谷線 石川 栄野比・コザ・胡屋・球陽高校・北谷高校 老人福祉センター

81 西崎向陽高校線 糸満 水産高校・高嶺・真栄平・具志頭・向陽高校 玉泉洞

82 玉泉洞糸満線 糸満 南部病院・平和祈念堂・具志頭・港川 玉泉洞

83 玉泉洞線 那覇 開南・古波蔵・国場・外間・東風平・具志頭 玉泉洞

83 玉泉洞（那覇空港）線 那覇空港 那覇空港・開南・古波蔵・国場・外間・東風平・具志頭 玉泉洞

88 宜野湾線 道の駅豊崎 アウトレットモール・小禄・バイパス・真栄原・普天間・コンベンションセンター 宜野湾営業所

90 知花線（バイパス） 那覇 バイパス・真栄原・普天間・コザ・知花 具志川

98 琉大線（バイパス経由） 道の駅豊崎 豊崎・小禄・那覇BT・広栄・沖国大・長田 琉大北口駐車場

99 天久新都心線 那覇空港 久茂地・那覇国際高校・安謝橋・小湾・コンベンションセンター 宜野湾営業所

99 天久新都心線（那覇BT発） 那覇 久茂地・那覇国際高校・安謝橋・小湾・コンベンションセンター 宜野湾営業所

105 豊見城市内一周線（保栄茂廻り） 豊崎美らSUNビーチ 豊見城団地・南部農林・小禄・豊見城市役所・アウトレットモール 豊崎美らSUNビーチ

105 豊見城市内一周線（保栄茂・道の駅発着） 道の駅豊崎 豊見城団地・南部農林・小禄・豊見城市役所・アウトレットモール 道の駅豊崎

105 豊見城市内一周線（保栄茂・道の駅発着ビーチ着） 道の駅豊崎 豊見城団地・南部農林・小禄・豊見城市役所・アウトレットモール 豊崎美らSUNビーチ

105 豊見城市内一周線（渡橋名廻り） 豊崎美らSUNビーチ 小禄・南部農林・豊見城団地・豊見城市役所アウトレットモール 豊崎美らSUNビーチ

105 豊見城市内一周線（渡橋名・道の駅発着） 道の駅豊崎 小禄・南部農林・豊見城団地・豊見城市役所・アウトレットモール 道の駅豊崎

105 豊見城市内一周線（渡橋名・道の駅発着ビーチ着） 道の駅豊崎 小禄・南部農林・豊見城団地・豊見城市役所・アウトレットモール 豊崎美らSUNビーチ

107 南部循環線（真壁・喜屋武廻り） 糸満 高嶺・真栄平・真壁・米須・喜屋武・南部病院 糸満

108 南部循環線（喜屋武・真壁廻り） 糸満 南部病院・喜屋武・米須・真壁・真栄平・高嶺 糸満

110 長田具志川線 那覇 沖国大・普天間・山里・胡屋・具志川高校 具志川

112 国体道路線 那覇 バイパス・コンベンションセンター・平良川 具志川

113 具志川空港線 空港 旭橋・国場・那覇IC・沖縄南IC・園田・コザ・安慶名 具志川

123 石川空港線 空港 旭橋・国場・那覇IC・沖縄南IC・山里・栄野比 イオンモール

152 イオンモール沖縄ライカム線 空港 那覇BT・那覇IC・琉大入口・中城 イオンモール

223 具志川おもろまち線 おもろまち駅前広場 伊佐・コザ・安慶名 具志川

263 謝苅おもろまち線 おもろまち駅前広場 伊佐・ハンビータウン・コザ・明道・安慶名 具志川

【系統番号・バス事業者の選択について】

・高速バス（111番,117番）は専用OKICAの発行ができないため、選択できません。

　６３番（琉球バス交通）県庁北口～安謝橋の区間があるため利用可能

　２７番（沖縄バス）は県庁北口～安謝橋の区間はあるが、バス会社が異なるため利用不可

（ウ）琉球バス交通

・（ア）那覇バス（市内線）～（カ）東陽バス　から１つを選択し、その中から系統番号を選択して下さい。
・選択した系統以外で、利用可能な系統がある場合は、ＯＫＩＣＡ発行時にお知らせします。

・選択したバス事業者、区間以外での乗降は無料にならず、自己負担が発生する場合がありますのご留意下さい。

（例）２３番（琉球バス交通）　県庁北口～安謝橋　で申請した場合



系統番号一覧表（バス会社別）

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

20 名護西線 那覇 伊佐・嘉手納・ムーンビーチ・万座ビーチ・許田 名護

28 読谷（楚辺）線 那覇 伊佐・北谷・嘉手納・楚辺 読谷

29 読谷（喜名）線 那覇 伊佐・北谷・嘉手納・喜名 読谷

65 本部半島線（渡久地廻り） 名護 屋部・本部港・渡久地・記念公園前・今帰仁城跡入口・仲宗根・伊差川 名護

65 本部半島線（高校経由） 名護 屋部・本部港・渡久地・今帰仁城跡入口・仲宗根・伊差川・名護高校 名護

65 本部半島線（謝花経由） 名護 屋部・本部港・渡久地・今帰仁城跡入口・仲宗根・伊差川 名護

65 本部半島線（瀬底経由） 名護 屋部・本部港・瀬底・渡久地・今帰仁城跡入口・仲宗根・伊差川 名護

66 本部半島線（今帰仁廻り） 名護 伊差川・仲宗根・今帰仁城跡入口・記念公園前・渡久地・本部港・屋部 名護

66 本部半島線（高校経由） 名護 伊差川・仲宗根・今帰仁城跡入口・渡久地・本部港・屋部・名護高校 名護

66 本部半島線（謝花経由） 名護 伊差川・仲宗根・今帰仁城跡入口・渡久地・本部港・屋部 名護

66 本部半島線（瀬底経由） 名護 伊差川・仲宗根・今帰仁城跡入口・渡久地・瀬底・本部港・屋部 名護

67 辺土名線 名護 源河・塩屋・奥間ビーチ入口 辺戸名

67 辺土名線（高校経由） 辺土名 奥間ビーチ入口・塩屋・源河・名護高校前 名護

70 備瀬線 名護 伊豆味・渡久地・浦崎・国営沖縄記念公園前 名護

72 屋我地線 名護 伊佐川・真喜屋 運天原

72 屋我地線（高校経由） 運天原 真喜屋・伊佐川・名護高校前 名護

76 瀬底線 名護 伊豆味・渡久地 瀬底

76 瀬底線（高校経由） 瀬底 渡久地・伊豆味・名護高校前 名護

78 名護東部線 名護 世富慶・二見・嘉陽・有銘・平良 有津

78 名護東部線（高校経由） 名護 名護高校前・世富慶・二見・嘉陽・有銘・平良 有津

89 糸満線（那覇西高校） 那覇 開南・那覇西高校・高良・潮平 糸満

89 糸満線（西高・西崎） 那覇 開南・那覇西高校・高良・西崎 糸満

89 糸満線（航空隊） 那覇 開南・航空隊・高良・潮平 糸満

120 名護西空港線 空港 県庁北口・伊佐・北谷・嘉手納・ムーンビーチ・万座ビーチ・許田 名護

228 読谷おもろまち線 おもろまち駅前広場 伊佐・北谷・嘉手納・楚辺 読谷

【系統番号・バス事業者の選択について】

・高速バス（111番,117番）は専用OKICAの発行ができないため、選択できません。

　　※共同運行を選択した場合、申請した区間、路線が同じ琉球バス交通、沖縄バスの単独運行の系統も利用可能です

※琉球バス交通・沖縄バスが共同でバスを運行しています。
※共同運行を選択すると、申請した区間、路線が同じであれば、琉球バス交通・沖縄バスどちらも
　 利用ができます

（エ）琉球バス交通・沖縄バス共同運行

・（ア）那覇バス（市内線）～（カ）東陽バス　から１つを選択し、その中から系統番号を選択して下さい。

・選択した系統以外で、利用可能な系統がある場合は、ＯＫＩＣＡ発行時にお知らせします。

・選択したバス事業者、区間以外での乗降は無料にならず、自己負担が発生する場合がありますのご留意下さい。

（例）２０番（琉球バス交通・沖縄バス共同運行）　那覇バスターミナル～安謝橋　で申請した場合

　２３番（琉球バス交通）,２７（沖縄バス）,２８（琉球バス・沖縄バス共同運行）でも利用可能



系統番号一覧表（バス会社別）

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

7 首里城下町線 那覇 若松入口・メインプレイス東口・首里城前 石嶺団地東

8 首里城下町線（おもろまち） おもろまち駅前広場 興南高校前・真嘉比・首里城前・首里駅前・首里りうぼう前 石嶺団地東

18 首里駅線 那覇 壷川・国場・首里駅 那覇

22 名護・うるま線 中部病院 安慶名・石川・金武・辺野古 名護

27 屋慶名線（大謝名経由） 那覇 大謝名・真栄原・コザ・安慶名 屋慶名

27 屋慶名線（具志川高校経由） 那覇 大謝名・真栄原・コザ・具志川高校 屋慶名

32 コンベンションセンター線（真志喜経由） 那覇 大謝名・真志喜・コンベンションセンター 真志喜駐車場

32 コンベンションセンター線（コンベンションセンター経由） 那覇 大謝名・兼久原・コンベンションセンター 真志喜駐車場

34 東風平線 那覇 国場・東風平・富盛 糸満

35 志多伯線 那覇 寄宮・国場・志多伯・座波 糸満

36 糸満～新里線（志多伯経由） 糸満 志多伯・東風平・仲程・与那原 南城市役所

36 糸満～新里線（富盛経由） 糸満 富盛・東風平・仲程・与那原 南城市役所

39 南城線 那覇 国場・与那原・新里（休暇センター経由あり） 南城市役所

40 大里線 那覇 寄宮・兼城十字路・仲程・グリーンタウン 大城・南城市役所

41 つきしろの街線（百名経由） 那覇 国場・与那原・新里・つきしろの街 南城市役所

43 北谷線 那覇 大謝名・真志喜・コンベンションセンター・桑江 北谷町役場

47 てだこ線 那覇 県庁北口・安謝橋・浦添高校 経塚

48 石川～読谷線 読谷・石川 東恩納・仲泊・山田 石川・読谷

52 与勝線 那覇 大謝名・真栄原・普天間・渡口・コザ・高江洲 屋慶名

61 前原線 屋慶名 高江洲・コザ・渡口・普天間・真栄原 真志喜駐車場

77 名護東線 那覇 普天間・コザ・安慶名・石川・金武・辺野古 名護

80 与那城線 那覇 大謝名・コザ・安慶名・与那城 屋慶名

87 赤嶺てだこ線 赤嶺駅前広場 那覇西高校前・安謝橋・浦添高校・沢岻小学校入口 経塚

92 那覇～イオンモール線 那覇 安謝・大謝名・真栄原・普天間・屋宜原 イオンモール

93 屋慶名～イオンモール線 屋慶名 平敷屋・前原高校・中部病院・コザ・胡屋 イオンモール

96 北谷～イオンモール線 イオンモール 謝苅入口・桑江・北谷町役場 北谷町役場

100 津嘉山線 那覇 上泉・与儀十字路・国場・津嘉山 徳州会病院

127 屋慶名・高速線 那覇 国場・那覇IC・沖縄南IC・コザ・安慶名・平敷屋 屋慶名

200 糸満おもろまち線 おもろまち駅前広場 壷川・国場・津嘉山・德州会病院前・白川・志多伯 糸満

227 屋慶名おもろまち線 おもろまち駅前広場 大謝名・真栄原・コザ・安慶名 屋慶名

235 志多伯おもろまち線 おもろまち駅前広場 寄宮・沖大・国場・志多伯・座波 糸満

309 大里～結の街線 国立劇場おきなわ 国場・南風原町役場・仲程・大城 大城・南城市役所

334 国立劇場おきなわ線 糸満 南部商業高校・国場・与儀十字路・泊高橋 国立劇場おきなわ

339 南城～結の街線 国立劇場おきなわ 国場・与那原・馬天・新里 南城市役所

777 急行バス（屋慶名）線 那覇 伊佐・コザ・安慶名 屋慶名

【系統番号・バス事業者の選択について】

・高速バス（111番,117番）は専用OKICAの発行ができないため、選択できません。

　２７番（沖縄バス）は県庁北口～安謝橋の区間はあるが、バス会社が異なるため利用不可

（オ）沖縄バス

・（ア）那覇バス（市内線）～（カ）東陽バス　から１つを選択し、その中から系統番号を選択して下さい。

・選択した系統以外で、利用可能な系統がある場合は、ＯＫＩＣＡ発行時にお知らせします。

・選択したバス事業者、区間以外での乗降は無料にならず、自己負担が発生する場合がありますのご留意下さい。

（例）２３番（琉球バス交通）　県庁北口～安謝橋　で申請した場合

　６３番（琉球バス交通）県庁北口～安謝橋の区間があるため利用可能



系統番号一覧表（バス会社別）

系統
番号

系統名 起点 主たる経過地 終点

30 泡瀬東線 那覇 与那原・奥間・コザ・美里高校前 泡瀬営業所

31 泡瀬西線 那覇 開南・伊佐・普天間・コザ 泡瀬営業所

37 那覇新開線 那覇 国場・与那原・馬天 馬天営業所

37 那覇新開線（南城市役所） 那覇 国場・与那原・馬天 南城市役所

38 志喜屋線 那覇 与那原・佐敷・知念 志喜屋

60 泡瀬イオンモールライカム線 泡瀬営業所 高原・コザ・胡屋・中の町・山里 イオンモール

191 城間（一日橋）線 馬天営業所 一日橋・鳥堀・儀保・安波茶 屋富祖

331 急行バス（久茂地経由） 那覇 農林中金前・伊佐・コザ 泡瀬営業所

338 斎場御嶽線 那覇 与那覇・佐敷・安座間 斎場御嶽入口

【系統番号・バス事業者の選択について】

・高速バス（111番,117番）は専用OKICAの発行ができないため、選択できません。

　２７番（沖縄バス）は県庁北口～安謝橋の区間はあるが、バス会社が異なるため利用不可

（カ）東陽バス

・（ア）那覇バス（市内線）～（カ）東陽バス　から１つを選択し、その中から系統番号を選択して下さい。

・選択した系統以外で、利用可能な系統がある場合は、ＯＫＩＣＡ発行時にお知らせします。

・選択したバス事業者、区間以外での乗降は無料にならず、自己負担が発生する場合がありますのご留意下さい。

（例）２３番（琉球バス交通）　県庁北口～安謝橋　で申請した場合

　６３番（琉球バス交通）県庁北口～安謝橋の区間があるため利用可能


