
せんげん台駅-平方-赤沼十字路-大正大学入口 H10.10.04

綾瀬駅→東綾瀬→辰沼→六ッ木都住 H14.08.10

松1 松戸駅→富士見台→野菊野団地→二十世紀ヶ丘→三矢小台 H10.04.23

松3 松戸駅→富士見台→工業団地→和名ヶ谷中台→日枝神社 H10.04.23

松12 松戸駅→花島→北松戸駅→市立病院前→県立松高前 H10.04.23

松14 松戸駅→富士見台→工業団地→初崎→東松戸駅 H10.04.23

都01 渋谷駅→南青山(七)→六本木駅→赤坂ｱｰｸﾋﾙｽﾞ→溜池→新橋駅 H14.07.21

都01 渋谷駅→南青山(七)→六本木駅→赤坂ｱｰｸﾋﾙｽﾞ H18.12.30

海01 品川駅東口→船の科学館駅→ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ前→有明ﾃﾆｽの森→深川車庫 H14.07.21

学02 早大正門-馬場下町-西早稲田-高田馬場(二)-高田馬場駅 H14.08.10

都02 錦糸町駅→石原(三)→本所(一)→上野広小路→文京区役所→大塚駅 H10.01.05

虹02
品川駅東口→ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ→お台場海浜公園駅→ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ前→東京港湾合同庁舎→ﾃﾚｺﾑｾ
ﾝﾀｰ駅→東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ駅

H14.07.21

学03 渋谷駅-青山学院初等部-国学院大学-東京女学館-日赤医療ｾﾝﾀｰ H12.01.03

都03 新宿駅西口→四谷駅→半蔵門→日比谷→数寄屋橋→銀座(四)(三越前)→晴海埠頭 H12.01.03

学06 恵比寿駅-広尾高校-東京女学館-日赤医療ｾﾝﾀｰ H10.01.05

都06 新橋駅→金杉橋→赤羽橋→古川橋→天現寺橋→渋谷駅 H12.08.16

学07 御茶ﾉ水駅-東大病院-東大構内 H11.11.07

都07 錦糸町駅→境川→東陽町駅→木場駅→門前仲町 H10.01.05

都07 錦糸町駅→境川→旧葛西橋→葛西車庫 H10.01.05

都08 錦糸町駅→押上→浅草松屋(東武浅草駅)→竜泉→下谷(三)→日暮里駅 H10.01.05

錦11 錦糸町駅→森下→水天宮→茅場町→築地駅 H10.01.05

錦13 錦糸町駅→住吉(一)→東陽(三)→豊洲駅→晴海埠頭 H10.01.05

錦13 深川車庫→辰巳駅→東陽(三)→住吉(一)→錦糸町駅 H10.01.05

東15 東京駅八重洲口→明石町→勝どき駅→晴海(三)→豊洲駅→深川車庫 H14.08.07

東16
東京駅八重洲口→住友ﾂｲﾝﾋﾞﾙ→ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ21→月島駅→豊洲駅→深川車庫→東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
(国際展示場)

H11.11.07

東16 東京駅八重洲口→通り(三)→八丁堀(二)→住友ﾂｲﾝﾋﾞﾙ H14.08.07

東20 東京駅北口→門前仲町→東京都現代美術館→菊川駅→錦糸町駅 H14.08.11

西葛20 西葛西駅→新田→掘江団地→なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ H14.08.22

西葛20 西葛西駅→葛西市場→葛西臨海公園駅 H14.08.22

西葛20 臨海車庫(葛西臨海公園北入口)→葛西市場→新田住宅→西葛西駅 H14.08.22

亀21 亀戸駅→大島駅→北砂(七)→南砂(六)→東陽町駅 H14.08.22

葛西21 葛西駅→東葛西(九)→なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ→ｺｰｼｬﾊｲﾑ南葛西→葛西臨海公園駅 H14.08.22

葛西21 葛西駅→東葛西(九)→なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ→ｺｰｼｬﾊｲﾑ南葛西 H14.08.22

新小21 西葛西駅→宇喜田→樺茅場→船堀駅→京葉交差点→江戸川区役所→新小岩駅 H14.08.22

葛西22 葛西駅→雷→浦安橋→下今井→一之江駅 H14.08.22

新小22 葛西駅→江戸川(六)→今井→一之江駅→江戸川区役所→新小岩駅 H14.08.22

東22 東京駅北口→日本橋→門前仲町→東陽町駅→千田→住吉駅→錦糸町駅 H14.08.11

東22 錦糸町駅→住吉駅→千田→東陽町駅 H10.01.05

新京成バス

□路線バス側面方向幕表示□

東京都営バス

茨城急行

朝日自動車



東22乙 東京駅北口→日本橋→茅場町→IBM箱崎ﾋﾞﾙ H10.01.05

里22 亀戸駅→東向島広小路→泪橋→荒川区役所→三河島駅→日暮里駅 H14.08.22

上23
上野松坂屋(上野広小路)→浅草雷門→ﾘﾊﾞｰﾋﾟｱ吾妻橋(墨田区役所)→押上→八広(二)→平
井(七)→平井駅

H19.01.02

平23 葛西駅→三角→京葉交差点→平井駅→平井操車所 H14.08.22

亀24 東大島駅→大島駅→亀戸駅→本所(二)→浅草寿町 H10.01.05

亀24 亀戸駅→大島駅→葛西橋 H14.08.22

錦25 葛西駅→三角→船堀駅→京葉交差点→小松川(三)→錦糸町駅 H14.08.22

秋26 葛西駅→旧葛西橋→清住白河駅→浜町中ﾉ橋→秋葉原駅 H14.08.22

上26 亀戸駅→押上駅→下谷(二)(鴬谷駅入口)→上野公園 H14.08.22

亀26 亀戸駅→京葉交差点→一之江駅→今井 H14.08.22

錦27 両国駅→錦糸町駅→江戸川区役所→二枚橋→小岩駅 H10.01.05

西葛27 西葛西駅→清新町(二)→東京臨海病院→紅葉川高校→臨海町(二)団地 H14.08.22

錦28 錦糸町駅→住吉駅→北砂(五)団地→東大島駅 H10.01.05

草28 神田駅→緑(一)→錦糸町駅→旧葛西橋→葛西車庫 H10.01.05

臨海28 一之江橋西詰→一之江駅→葛西駅→葛西臨海公園駅 H14.08.22

臨海28 葛西駅→葛西南高校入口→臨海車庫(葛西臨海公園北入口) H14.08.22

亀29 亀戸駅→境川→西葛西駅→葛西駅通り→なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ H14.08.22

亀29 亀戸駅→境川→西葛西駅 H14.08.22

王30 亀有駅→綾瀬警察署→島根(三)→西新井大師→王子駅 H12.08.16

新小30 東京臨海病院→葛西駅→一之江駅→菅原橋→新小岩駅北口→東新小岩四丁目 H14.08.22

門33 亀戸駅→押上→本所吾妻橋→森下駅→門前仲町→月島駅→豊海水産埠頭 H14.08.22

錦37 錦糸町駅→押上駅→中居堀→八広→青戸車庫 H10.01.05

王40 池袋駅東口→西巣鴨→王子駅→豊島(五)団地→西新井大師→西新井駅 H14.07.21

王40 池袋駅東口→西巣鴨→王子駅→北車庫 H18.12.31

王41 王子駅→王子(五)→新田橋→新田一丁目 H14.07.21

東43 東京駅北口→神田橋→御茶ﾉ水駅→駒込病院→田端駅→荒川土手(江北橋下) H11.11.07

端44 北千住駅→千住桜木→町屋(三)→熊野前→田端駅→駒込病院 H14.08.10

王45 王子駅→新田(三)→宮城土手上→千住桜木→北千住駅 H14.07.21

上46 上野松坂屋(上野広小路)→浅草六区→吉原大門→清川(二)→南千住汐入→南千住駅東口 H19.01.02

北47 北千住駅→千住車庫→足立区役所前→竹の塚駅→足立清掃工場 H14.08.10

南千48 亀戸駅→東向島広小路→南千住汐入→南千住駅東口 H14.08.22

王49 王子駅→西新井大師→島根(三)→千住車庫 H14.07.21

茶51 東京駅北口→日本橋三越→神田駅→御茶ﾉ水駅-本郷(三)→駒込駅 H10.01.05

茶51 御茶ﾉ水駅-本郷(三)→駒込駅 H10.01.05

上58 上野松坂屋(上野御徒町駅)→根津駅前→団子坂下→動坂下→千石(一)→大塚(三)→早稲田 H19.01.02

上60 池袋駅東口→大塚駅→白山(二)→春日駅(文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ)→根津駅→上野公園 H14.07.21

白61 新宿駅西口→厚生年金会館→江戸川橋→目白駅→練馬車庫 H14.07.21

草63 池袋駅東口→西巣鴨→巣鴨車庫 H14.07.21

田70 新宿駅西口→四谷(三)→信濃町駅→六本木→赤羽橋→田町駅東口(港区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) H12.01.03

田70 新宿駅西口→四谷(三)→信濃町駅→六本木→三ﾉ橋→田町駅東口(港区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) H12.01.03

宿74 新宿駅西口→東新宿駅→国立国際医療ｾﾝﾀｰ→東京女子医大 H14.07.21

早77
新宿駅西口→歌舞伎町→大久保通り→新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ前→高田馬場(二)→馬場下町→早
稲田ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

H14.07.21

黒77 目黒駅→天現寺橋→西麻布→北青山(三)→千駄ヶ谷駅(国立競技場駅) H14.07.21

王78 新宿駅西口→高円寺駅入口→野方駅(北)→中板橋駅入口→大和町→王子駅 H14.07.21

王78 豊玉北→野方駅(北)→高円寺駅入口→新宿駅西口 H12.01.03

四80 四谷駅前→四谷見附→溜池→赤坂ｱｰｸﾋﾙｽﾞ H10.01.05

池86
東池袋四丁目→池袋駅東口→高田馬場(二)→大久保通り→新宿伊勢丹(新宿追分)→表参道
→渋谷駅

H14.08.10

池86 東池袋四丁目→池袋駅東口→学習院下→高田馬場(二)→早稲田車庫 H14.08.10

池86 池袋駅東口→学習院下→高田馬場(二)→早稲田車庫 H14.08.10

橋86 目黒駅→天現寺橋→広尾橋→麻布十番駅(一ﾉ橋)→神谷町駅→新橋駅 H14.07.21

田87 渋谷駅→恵比寿駅→北里研究所→白金高輪駅→魚籃坂下→慶応義塾大学→田町駅 H14.07.21

渋88 新橋駅北口→虎ﾉ門→神谷町駅→六本木→南青山(七)→渋谷駅 H14.07.21

反90 五反田駅→高輪(三)→田町駅→都営三田駅 H14.07.21



宿91 新宿駅西口→東高円寺駅→掘ﾉ内→新代田駅→若林駅→駒沢陸橋 H14.07.21

宿91 新宿駅西口→中野坂上→東高円寺駅→掘ﾉ内→新代田駅 H14.07.21

品91 品川駅東口→天王洲橋→都立八潮高校前→八潮ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ H14.07.21

品93
目黒駅→白金台駅(日吉坂上)→明治学院→品川駅→東京陸運支局前(鮫洲試験場)→大井競
馬場

H14.07.21

浜95 品川駅東口→高浜橋→芝浦三丁目→浜松町駅→東京ﾀﾜｰ H18.12.30

反96甲
五反田駅→品川駅→魚らん坂下→麻布十番駅(一ﾉ橋)→赤羽橋駅→三田五丁目→高輪台駅
→五反田駅(循環)

H14.07.21

反96甲 五反田駅→御殿山→品川駅 H14.07.21

反96乙 品川駅東口→天王洲ｱｲﾙ→JALﾋﾞﾙ H14.07.21

品97 新宿駅西口→新宿(三)→信濃町駅→西麻布→天現寺橋→魚らん坂下→品川駅→品川車庫 H14.07.21

品98 品川駅東口→新東海橋→大井火力発電所→四号ﾊﾞｰｽ→ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ前→大田市場 H18.12.30

品99 品川駅東口→港南大橋→品川火力発電所→水上警察署→品川駅東口 H14.07.21

井19 大森駅-桜新道-鈴ヶ森-立会川-南品川三丁目-大井町駅 H14.08.24

森20 大森駅-大井競馬場 H18.12.30

森21 大森駅-平和島駅-北糀谷-六軒堀-国内線ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.24

森22 大森駅-大森海岸駅-大井競馬場駅-中央公園-八潮ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ(循環) H14.08.24

森24 大森駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜大橋-京浜島海上公園(循環) H14.08.24

森25 大森駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜大橋-昭和島ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-平和島駅-大森駅(循環) H14.08.24

森26 大森駅-大森海岸駅-平和島駅-大森警察署-北糀谷-森ヶ崎 H14.08.24

森27 大森駅-八幡通り-平和島駅-大森東中学校-大森東五丁目 H14.08.24

森28 大森駅-大森海岸駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ-流通ｾﾝﾀｰ-昭和島入口-大森駅 H14.08.24

森32 大森駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜大橋-城南島(循環) H14.08.24

森34 大森駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-大田ｽﾀｼﾞｱﾑ H14.08.24

森36 大森駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜島海上公園-昭和島-平和島駅-大森駅(循環) H14.08.24

森43 大森駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-大田市場 H14.08.24

森50 大森駅-八幡通り-沢田通り-大森西四丁目-東邦医大-蒲田駅 H14.08.24

上1 上大岡駅-大久保町-南高校 H14.08.18

上2 上大岡駅-鹿島神社/→二ﾉ辻→/←東二ﾉ辻←/森が丘 H14.08.18

渋05 渋谷駅→大橋→三軒茶屋→世田谷警察署→駒留→向天神橋→弦巻中学校→弦巻営業所 H12.01.03

渋11 渋谷駅→三軒茶屋→駒沢大学駅前→駒沢公園東口→国立病院→自由が丘→田園調布駅 H14.07.21

渋21 渋谷駅→大橋→三軒茶屋→若林三丁目→世田谷(区)入口→上町駅 H12.01.03

渋23 渋谷駅→大橋→三軒茶屋→上町→農大前→千歳船橋→祖師谷大蔵駅 H14.07.21

渋34 渋谷駅→三宿→駒繋神社→都立大学正門前→都立大学駅北口 H12.01.03

渋41 渋谷駅→大橋→中目黒駅→大鳥神社→大崎駅→仙台坂→大井町駅 H14.07.21

渋51 渋谷駅→駒場→淡島→若林折返所 H14.07.21

渋52 渋谷駅→駒場→淡島→太子堂中学校→若林→世田谷区民会館(世田谷区役所) H14.07.21

渋71 渋谷駅(東)→並木橋→正覚寺→目黒区役所→清水庚申→円融寺→洗足駅 H14.07.21

渋72 渋谷駅(東)→えびす駅→大鳥神社→目黒不動尊→桐が谷→五反田駅 H14.07.21

渋82 渋谷駅→三軒茶屋→駒沢→等々力 H14.07.21

黒01 目黒駅→大鳥神社→目黒消防署→清水→碑文谷二丁目→ｻﾚｼﾞｵ協会→大岡山小学校 H14.07.21

黒02 目黒駅→大鳥神社→清水→都立大学駅→上野毛駅→二子玉川駅 H14.07.21

黒07 目黒駅→大鳥神社→清水→都立大学駅→日体大前→桜新町駅→弦巻営業所 H14.07.21

反01 五反田駅→荏原営業所→本門寺裏→多摩川大橋→遠藤町→川崎駅 H14.07.21

反11
五反田駅→平塚橋→武蔵小山→目黒郵便局→学芸大学駅→野沢龍雲寺→世田谷区民会館
(世田谷区役所)

H14.07.21

川31 川崎駅→東芝前→下平間→東横線小杉駅→川崎営業所→等々力ｸﾞﾗﾝﾄﾞ→溝の口駅 H14.08.17

川33 川崎駅→東芝前→下平間→東横線小杉駅→川崎営業所→市民ﾐｭｰｼﾞｱﾑ H14.08.17

新23
新百合ヶ丘駅→真福寺→裏門坂→虹が丘営業所→もみの木台→嶮山ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ→あざ
み野駅 共通定期券取扱車

H14.08.24

東急バス

京急バス



吉03 吉祥寺駅→下連雀→新川→杏林大学病院 H18.12.31

渋63 中野駅-杉山公園-南台3-幡ヶ谷-区役所-渋谷駅 H14.07.21

渋63 中野駅-杉山公園-中野車庫 H10.01.05

渋64 中野駅-中野坂上-本町3-区役所-渋谷駅 H14.07.21

宿32 佼成会聖堂前(普門館)-多田小学校-東大附属-本町3-十二社池ﾉ下-新宿駅西口 京王百貨店 H14.07.21

宿33 永福町-方南町-十二社池ﾉ下-新宿駅西口 京王百貨店 H14.07.21

宿34 佼成会聖堂前-中野車庫-弥生町三丁目-十二社池の下-新宿駅西口 京王百貨店 H12.01.03

宿41 中野車庫-南台3-6号通-新宿駅西口 京王百貨店 H14.07.21

宿45 中野駅-杉山公園-南台3-6号通-新宿駅西口 京王百貨店 H14.07.21

宿51 渋谷駅-渋谷区役所-参宮橋-十二社池ﾉ下-新宿駅西口 京王百貨店 H14.07.21

中71 永福町-方南町-聖堂前-中野車庫-中野駅 H14.08.11

中82 中野駅-中野車庫-川島循環 H10.01.05

中92 中野駅-下田橋-江古田4-南蔵院-練馬駅 H14.08.11

宿02 丸山営業所-南長崎二丁目-下落合駅-小滝橋-新宿西口 H14.07.21

宿05 野方-中野駅-東中野二丁目-大久保駅前-新宿西口 H14.07.21

宿08 中野駅-新井中野通り-落合-小滝橋-新宿西口 H14.07.21

池11 中野駅-新井薬師駅-南長崎二丁目-椎名町駅北口-池袋駅西口 H14.07.21

中01 野方/→中野工高→/←大新横丁←/野方警察前-中野駅 H14.08.11

中12 中野駅-新井薬師駅-哲学堂-江原中野通り-江古田駅 H14.08.11

中20 中野駅-北野神社-新井小学校-下田橋-丸山営業所 H14.08.11

中23 中野駅-北野神社-下田橋-江古田住宅前-下徳田橋 H14.08.11

中24 中野駅-下田橋-下徳田橋-豊玉中二丁目-中村橋 H14.08.11

中35 五日市街道営業所-成田東-大法寺前-東高円寺駅-中野駅 H14.08.11

中36 中野駅-新高円寺-柳窪-松庵-吉祥寺駅 H10.01.05

中41 中野駅-北野神社-新井薬師駅-丸山営業所-江古田駅 H14.08.11

阿01 阿佐谷駅-阿佐谷北六丁目-鷺の宮駅-中村橋 H10.01.05

阿02 白鷺一丁目-阿佐谷北六丁目/→日大二高→荻窪駅→/←/阿佐谷駅 H10.01.05

阿45 中野駅-野方警察前-高円寺通り-阿佐谷北六丁目-阿佐谷駅 H10.01.05

阿50 阿佐谷駅-阿佐谷営業所-下井草一丁目-下井草駅-石神井公園駅 H10.01.05

宿20 新宿駅西口→中野坂上→東中野駅→中井駅→中落合→目白駅→西武百貨店(池袋駅東口) H14.07.21

荻15 阿佐ヶ谷駅→天沼→荻窪駅→法務局杉並出張所→上井草駅→大泉学園駅→長久保 H10.01.05
ひばり73 志木駅南口→第二中学校→新座市役所→平林寺→ひばりヶ丘駅北口 H14.08.11

清62 志木駅南口→北野入口→菅沢中央→団地交番前→中里→清瀬駅北口 H14.08.11

所60 鶴瀬駅西口→藤久保→所沢東高校入口→東所沢駅→安松→西武秋津団地→所沢駅東口 H12.08.17
川越100 川越駅西口-本川越駅-川越水上公園 H14.08.11

志31 志木駅南口→三軒家→北野→富士見ヶ丘団地→新座団地 H11.12.31

志33 志木駅南口→北野入口→新座駅入口→菅沢中央→新座営業所 H11.12.31

大25 大宮駅西口→三橋一丁目→西武車庫前→青葉園→佐知川原 H14.08.11

大31 大宮駅西口→上小町→中並木→佐知川→土屋下→指扇駅 H11.12.31

大37 大宮駅西口→中並木→水判土→飯田宿→二ッ宮→馬宮団地 H11.12.31

大39 大宮駅西口→上小交番→小村田西→円阿弥→白鍬→加茂川団地 H14.08.11

小田急バス

国際興業バス

京王バス

関東バス

西武バス



池02 池袋駅→熊野町→幸町→要小学校→池袋駅 H14.07.21

池03 池袋駅→第九出張所入口→水道ﾀﾝｸ裏→南町→池袋駅 H14.07.21

池04 池袋駅→池袋二→熊野町→千川→池袋駅 H14.07.21

池05 池袋駅-要町駅-千川駅-水道ﾀﾝｸ前→日大病院 H14.07.21

池20 池袋駅-熊野町-志村坂上-西台駅-高島平操車場 H14.07.21

池21 池袋駅-熊野町-志村坂上-徳丸橋-高島平駅 H14.07.21

志01 志木駅→志木市役所→宗岡小学校→秋ヶ瀬橋→浦和駅 H11.12.31

志05 →志木市役所→宗岡→氷川神社→市民病院→宿→志木駅 H14.08.11

志05-2 志木駅→志木市役所→市民病院→氷川前→下宗岡三丁目 H11.12.31

王54 上板橋駅→ときわ台駅→大和町→北区神谷町→王子駅 H14.07.21

大04 大宮駅→堀ﾉ内橋→日大前→片柳支所→大谷県営住宅 H14.08.11

大10 大宮駅→堀ﾉ内橋→西中野→日大前→東新井団地 H14.08.11

大12 大宮駅-堀ﾉ内橋-芝川新橋/→円蔵院下→/←西中野←/- H14.08.11

大81 大宮駅→堀ﾉ内橋→日大前→野田宝永→さいたま東営業所 H14.08.11

鳩06 草加駅→横道→新郷農協→江戸袋北→鳩ヶ谷駅東口 H14.08.22

増06 和光市駅北口→新倉坂下→楢の下→宮本→成増駅北口 H14.08.11

増07 成増駅北口→南市場→吹上観音下→宮本→成増駅北口 H12.08.17

増32 成増駅南口→新道坂上→埼玉病院→諏訪原→南大和 H12.08.17

和01 和光市駅南口→西大和団地→税務大学校→司法研修所→西大和団地→和光市駅南口 H14.08.11

和01 和光市駅南口→中学校前→西大和団地→税務大学校→司法研修所入口 H11.12.31

和02 和光市駅北口→新倉坂下→長島→和光高校→和光市駅南口 H11.12.31

和03 和光市駅北口→新倉坂下→長島→和光高校→和光市駅北口 H14.08.11

和04 和光市駅南口→西大和団地→市役所→原新田→和光市駅南口 H12.08.17

和06 和光市駅南口→西大和団地→埼玉病院→南公民館→新道坂上→成増駅南口 H11.12.31

和12 和光市駅南口→新倉坂下→長島→和光高校→和光市駅北口 H12.08.17

朝04 新座車庫→志木駅南口→朝霞台駅→溝沼坂下→朝霞駅北口 H11.12.31

朝05 朝霞駅北口→東円寺→溝沼坂下→朝霞台駅 H12.08.17

志21 志木駅東口→市場坂上→志木市役所前→寺下団地→下南畑 H14.08.11

志23 志木駅北口→朝志ヶ丘→北朝霞駅→積水化学→朝霞駅北口 H11.12.31

志24 志木駅東口→市場坂上→登記所→富士見ヶ丘→新座車庫 H14.08.11

志26 志木駅南口→北町→富士見ヶ丘→新座車庫 H11.12.31

志31 志木駅南口→北野→富士見ヶ丘→新座団地 H14.08.11

鶴01 鶴瀬駅東口→鶴瀬小学校→神明神社→ふじみ野駅西口 H12.08.17

鶴02 上福岡駅→富士見台→勝瀬→羽沢→鶴瀬駅東口 H12.08.17

川越01 川越駅→本川越駅→仲町→喜多町→神明町車庫 H14.08.11

川越02 川越駅→本川越駅→神明町車庫→落合橋→南戸守→東松山駅 H14.08.11

川越02 川越駅→本川越駅→神明町車庫→落合橋→伊草学校→八幡団地 H14.08.11

川越03 川越駅→本川越駅→神明町車庫→古名→鴻巣駅 免許ｾﾝﾀｰ H14.08.11

川越04 川越駅→本川越駅→神明町→府川→牛ヶ谷戸→桶川駅 H14.08.11

川越05 川越駅→本川越駅→川越市役所→埼玉医大→芳野中学→本川越駅→川越駅 H14.08.11

川越06 川越駅→本川越駅→裁判所→埼玉医大→平方神社→日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ→上尾駅西口 H14.08.11

川越06 川越駅→本川越駅→裁判所→埼玉医大→平方 H14.08.11

川越06 川越駅→本川越駅→川越市役所→埼玉医大→川越運動公園 H14.08.11

川越06 上尾駅西口→市民体育館→日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ→一丁目→平方神社→ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ H14.08.11

若02 川越駅→本川越駅→札の辻→東坂戸団地→坂戸車庫→若葉駅 H14.08.11

東松01 熊谷駅→上岡→東松山駅 H09.11.02

東松02 東松山駅→久保田→鴻巣駅→免許ｾﾝﾀｰ H10.09.12

東松05 熊谷駅→立正大学 H12.08.14

東松07 東松山駅→東平→ﾏｲﾀｳﾝ→東平→東松山駅 H10.09.12

東松10 東松山駅→文化会館→ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ五領 H10.09.12

森03 熊谷駅→立正大学→西口→森林公園駅 H12.08.14

森06 熊谷駅→立正大学→四季の湯温泉→森林公園駅 H12.08.14

小01 小川町駅→小原→熊谷駅 H09.11.02

東武バス



川11 草加駅西口→新郷支所→川口駅 H14.08.22

川12 草加駅西口→新堀→川口駅 H14.08.22

浦31 浦和駅→北浦和→木崎中学→教育ｾﾝﾀｰ→浦和市立病院 H12.08.14

浦33 大宮駅東口→さいたま新都心駅→北浦和駅→浦和駅前 H12.08.14

浦44 大宮駅東口→天沼車庫→さいたま新都心駅→上木崎→北浦和 H12.08.14

大42 大宮駅東口→赤芝→植竹→ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ→宮原駅東口 H14.08.11

大43 大宮駅東口→高校入口→庚申前→大宮駅東口 H14.08.11

大44 大宮駅東口→氷川参道→東仲町→天沼車庫 H11.12.31

大45 大宮駅東口→寿能住宅→神明橋→第二住宅入口 H10.10.04

大47 大宮駅東口→寿能住宅→神明橋→第二住宅入口→吉野町車庫 H12.08.14

大50 大宮駅東口→導守→ふっとの→岩槻駅 H14.08.11

大50 大宮駅東口→導守→宮ヶ谷塔→宮下 H14.08.11

大51 大宮駅東口→赤芝→宮原駅入口→上尾駅東口→上尾車庫 H14.08.11

大60 大宮駅西口→大成三丁目→清河寺→平方上野→大石南中入口→西上尾車庫 H11.12.31

大61 大宮駅西口→稲荷前→櫛引→三進自動車→ｼﾃｨﾊｲﾂ三橋 H14.08.11

大61 大宮駅西口→稲荷前→櫛引→日進公園→三進自動車 H12.08.14

大62 大宮駅西口→大成三丁目→清河寺→陸運支局→平方上野→平方 H14.08.11

大65 大宮駅西口→大成三丁目→清河寺→陸運支局→ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ入口→平方 H14.08.11

大68 大宮駅西口→稲荷前→櫛引中央→三橋公園通り→三橋総合公園 H14.08.11

扇02 上尾駅西口→市民体育館→平方神社→峰岸団地→指扇駅前 H12.08.14

尾01 上尾駅西口→川通り→市民体育館→第一団地 H12.08.14

尾01 上尾駅西口→市民体育館→(急行)→第一団地 H14.08.11

尾01 上尾駅西口→弁財入口→柏座下→第一団地入口→第一団地→第二団地 H14.08.11

尾01 上尾駅西口→弁財入口→柏座下→今泉→第一団地入口→第一団地 H14.08.11

尾03 上尾駅東口→上平支所→六道→伊奈学園高校 H12.08.14

尾08 上尾駅西口→弁財入口→柏座下→今泉→第一団地入口→小敷谷→西上尾車庫 H14.08.11

尾10 上尾駅西口→市民体育館→第二団地→上尾橘高校→ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ H14.08.11

尾12 上尾駅東口-直通-さいたま水上公園 H14.08.11

尾13 上尾駅東口→西原→ｶﾞﾝｾﾝﾀｰ H12.08.14

尾14 上尾駅東口→上町→西上尾車庫 H12.08.14

尾52 上尾車庫→上尾駅東口→吉野町車庫 H10.09.12

尾52 上尾駅東口→吉野町車庫 H12.08.14

熊01 熊谷駅→青果市場→行田車庫 H12.08.14

熊06 熊谷駅→北肥塚→北河原→葛和田 H12.08.14

熊10 熊谷駅→万吉→須賀広→循環器・呼吸器病ｾﾝﾀｰ H12.08.14

熊10 本畠車庫→樋春→熊谷駅 H09.11.02

熊11 熊谷駅→南河原→犬塚 H12.08.14

熊13 熊谷駅→石原→新島車庫 H09.11.02

熊18 熊谷駅→新島車庫→深谷駅 H12.08.14

東大12 東大宮駅→尾山台団地→原市団地→原市中学校入口 H11.08.19

東大16 上尾車庫→上尾駅東口→尾山台団地→東大宮駅 H12.08.14

蓮01 蓮田駅→西新宿→根金→下大崎→菖蒲仲橋 H11.08.19

蓮02 蓮田駅西口→柴山→丸谷 H11.08.19

蓮03 蓮田駅東口→橋場→国立東埼玉病院 H11.08.19

白01 白岡駅→除堀→台→菖蒲仲橋 H11.08.19

久01 久喜駅→川妻→菖蒲仲橋 H11.08.19

久02 久喜駅東口→青葉団地 H11.08.19

北01 北千住駅→桜木町→本木新道→西新井大師 H14.08.10

北02 北千住駅→桜木町→一〇〇号線→西新井大師 H14.08.10

北11 北千住駅→四ッ家町→花畑車庫 H14.08.10

西01 西新井駅→谷在家団地→皿沼不動前→鹿浜三丁目交差点→西新井駅 H14.08.22

西02 西新井駅→消防署→流通ｾﾝﾀｰ H14.08.22

新04 西新井駅→第三団地→谷在家→鹿浜都市農業公園 H14.08.22

竹04 竹の塚駅東口→柳島→新堀→草加駅西口 H14.08.22

竹05 竹の塚駅東口→柳島→横道→安行原久保 H14.08.22

竹05 竹の塚駅→竹の塚車庫 H14.08.22



竹06 竹の塚駅→柳島→新里→竹の塚駅 H14.08.22

竹07 竹の塚駅→古千谷橋→舎人町→舎人二ッ橋 H14.08.22

竹07 竹の塚駅→入谷町→舎人町→竹の塚駅 H14.08.22

竹14 竹の塚駅東口→足立清掃工場→谷塚駅→花畑桑袋団地 H14.08.22

竹14 竹の塚駅東口→足立清掃工場 H14.08.22

竹15 竹の塚駅東口→花畑団地 H14.08.22

竹17 竹の塚駅東口→増田橋→足立総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ H14.08.22

草加01 草加駅→柳の宮→八潮車庫 H14.08.22

草加02 草加駅→柳の宮→木曽根 H14.08.22

草加03 草加駅→伊草団地→八潮車庫 H14.08.22

草加09 草加駅東口→伊草→八潮団地 H14.08.22

草加10 草加駅東口→稲荷三丁目→稲荷五丁目 H14.08.22

草加11 草加駅西口→南草加→草加車庫 H10.10.04

草加12 草加駅東口→神明町→草加車庫 H14.08.22

草加13 草加駅東口→八潮高校→八潮市役所→伊草団地→草加駅東口<八潮市役所循環> H14.08.22

越01 越谷駅→市立病院→吉川団地 H12.08.16

越01 越谷駅→市立病院→総合公園 H12.08.16

越01 越谷駅→市立病院 H12.08.16

越02 越谷駅→大戸→岩槻駅 H12.08.16

越03 越谷駅→藤塚→吉川車庫 H12.08.16

越05 吉川駅北口→藤塚→越谷駅 H12.08.16

弥02 越谷駅→弥栄団地→越谷駅 H12.08.16

三05 三郷駅→ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ→八街区→三郷駅 H10.04.23

三07 新三郷駅→ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ→新三郷駅 H12.08.16

吉02 吉川駅北口→吉川車庫→吉川ﾈｵﾎﾟﾘｽ H12.08.16

吉05 吉川駅北口→吉川団地→吉川きよみ野 H12.08.16

北01 野田市駅 松伏溜入下→大沢→北越谷駅 H11.08.19

北02 北越谷駅→花田三丁目→ゆめみ野→松伏ﾆｭｰﾀｳﾝ→JA松伏前 H12.08.18

千01 せんげん台駅→春日部車庫 H10.10.04

武03 せんげん台駅→武里団地→武里駅西口 H10.10.04

春07 春日部駅西口→地方庁舎→かすかべ温泉 H12.08.18

春07 春日部駅西口→地方庁舎→春日部車庫 H10.10.04

春10 春日部駅西口→市役所→かすかべ温泉 H12.08.18

羽02 鴻巣駅 免許ｾﾝﾀｰ→屈巣→新落合橋 H09.11.02

加03 鴻巣駅 免許ｾﾝﾀｰ→榎戸→騎西3→加須駅 H09.11.02

野02 野田市駅→中野台→松伏→北越谷駅 H11.08.19

野03 越谷駅→大沢→松伏→下町→野田市駅 H10.10.04

綾21 綾瀬駅→綾瀬警察署→谷中三丁目→六ッ木団地→六ッ木都住 H12.08.16

綾23 綾瀬駅→団地東通り→葛飾車庫 H12.08.16

綾24 綾瀬駅→都営住宅→足立車検場→竹の塚駅東口 H14.08.10

綾40 綾瀬駅→一ッ家町→保塚町→花畑団地 H14.08.10

綾61 綾瀬駅→神明町→中馬場→八潮車庫 H14.08.10

綾62 綾瀬駅→神明町→中馬場→八潮市役所 H14.08.10

有25 亀有駅→大谷田一丁目→葛飾車庫 H14.08.10

有28 亀有駅→辰沼団地入口→六ッ木団地→新広橋→六ッ木都住 H12.08.16

有51 吉川団地→吉川駅→戸ヶ崎→亀有駅北口 H12.08.16

有53 亀有駅北口→大谷田→戸ヶ崎→吉川駅南口 H14.08.10

有62 亀有駅→足立郷土博物館→若柳→八潮車庫 H14.08.10

有64 亀有駅→足立郷土博物館→木曽根 H14.08.10

金52 金町駅→製鉄所前→三郷駅→三郷団地 H14.08.10

松01 三郷団地→三郷駅→東部製鉄→松戸橋→松戸駅 H12.08.16

松02 松戸駅→松戸橋→東部製鉄→新和一丁目 H10.04.23

松03 松戸駅→上戸ヶ崎→三郷市役所入口→三郷駅→三郷団地 H10.04.23

松04 松戸駅→上戸ヶ崎→三郷市役所入口 H14.08.10
北小金01 北小金駅→庚申塚→南柏駅 H10.04.23

柏01 柏駅西口→向原住宅→豊四季台団地→高校前→柏駅西口 H14.08.10



柏02 柏駅西口→松ヶ崎→高田野鳥公園入口→柏駅西口 H14.08.10

柏03 柏駅西口→前原→市立柏病院→柏市立高校 H10.04.23

柏04 柏駅西口→北柏駅入口→布施入口→土谷津入口→布施 H14.08.10

柏05 柏駅西口→香取台→若柴→松ヶ崎→柏駅西口 H14.08.10

柏06 柏駅西口→免許ｾﾝﾀｰ入口→八木中学校前→芝崎→流山駅東口 H14.08.10

柏11 柏駅西口→北柏駅入口→布施入口→三井団地 H10.04.23

柏13 柏駅西口→南柏駅西口→前ヶ崎→免許ｾﾝﾀｰ H14.08.10

柏14 柏駅西口→北柏駅入口→市立柏病院→花の井→東急柏ﾋﾞﾚｼﾞ H10.04.23

柏15 柏駅西口→向原住宅→三間→梅林→高田車庫 H10.04.23

柏16 柏駅西口→市立柏病院入口→大利根温泉→電建第一住宅→野田市駅 H14.08.10

柏20 柏駅東口→泉町→緑ヶ丘→柏駅東口 H10.04.23

柏20 柏駅東口→東町→千代田町→緑ヶ丘→名戸ヶ谷 H14.08.10

柏21 柏駅東口→柏文化会館入口→第五小→戸張 H10.04.23

柏22 柏駅東口→新田原→大木戸→風早中→高柳駅 H14.08.10

柏22 柏駅東口→新田原→中の橋→大木戸→小野塚台 H14.08.10

柏23 柏駅東口→大木戸→若井→手賀 H10.04.23

柏25 柏駅東口→新田原→中の橋→大木戸→若白毛→布瀬 H14.08.10

柏27 柏駅東口→新田原→中の橋→大木戸→沼南高校→手賀の丘公園 H14.08.10

柏28 柏駅東口→相洋ｽｲﾏｰｽﾞ→常盤台→緑ヶ丘→名戸ヶ谷 H14.08.10

柏29 柏駅東口→新田原→名戸ヶ谷 H14.08.10

西柏01 柏駅西口→三間→金属工業団地前→柏の葉公園→国立がんｾﾝﾀｰ H14.08.10

北柏01 北柏駅→ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央→北柏ﾗｲﾌﾀｳﾝ→北柏駅 H11.08.19

北柏02 北柏駅→ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央→花の井木戸→東急柏ﾋﾞﾚｼﾞ H11.08.19

新小51 綾瀬駅→堀切菖蒲園駅→本田警察→新小岩駅 H12.08.16
新小52乙 亀有駅→青砥駅入口→立石駅通り→四ッ木駅→上平井町→新小岩駅 H14.08.10

新小58 新小岩駅→上平井中学校→ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ→亀高小学校→環七経由→亀有駅 H14.08.10

小55 金町駅→柴又→京成小岩駅→小岩駅 H14.08.10

有01 亀有駅→堀切菖蒲園→白髭橋→向島二丁目→浅草寿町 H14.08.10

金61 金町駅→水元公園→水元五丁目→戸ヶ崎操車場 H14.08.10

金62 金町駅(北口)→水元公園→水元高校→幸田小学校→大場川水門 H14.08.10

松05 松戸駅→有料橋入口→戸ヶ崎三丁目→戸ヶ崎操車場 H14.08.10

松戸駅-柴町一丁目-北松戸駅入口-日大歯科病院 H14.08.10

松戸駅-日大病院入口-南流山駅-流山駅-江戸川台駅 H14.08.10

国15 立川駅北口→羽衣町一→東羽衣町→郵政研修所→音高→国立駅南口 H13.08.15

立11-1
立川駅北口→国立病院→立川警察署→防災ｾﾝﾀｰ→砂川三番→日産前→横田→三ッ藤→
三ッ藤住宅

H13.08.15

立12-1
立川駅北口→国立病院→立川警察署→防災ｾﾝﾀｰ→砂川三番→日産前→横田→薬師前→箱
根ヶ崎駅

H13.08.15

立14 立川駅北口→砂川七番→砂川三番→天王橋→松中団地 H13.08.15

立17-3 立川駅北口→泉町住宅ﾓﾉﾚｰﾙ本社→十小裏→大山団地東→大山団地折返場 H13.08.15

立31 立川駅北口→栄町二丁目→無停車→幸町三丁目→砂川九番→若葉町団地 H13.08.15

立53 立川駅北口→自衛隊→北多摩高校→北町 H13.08.15

立80 立川駅北口→富士見町→西郷地→宮沢→拝島大師→拝島営業所 H13.08.15

立82 立川駅北口→富士見町→西郷地→宮沢→拝島大師→拝島駅 H13.08.15

川03 川崎駅-台町-四谷下町-江川一丁目-浮島ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 共通 H14.08.17

川04 川崎駅-労働会館-台町-四谷下町-塩浜営業所 H14.08.17

川05 川崎駅-台町-東電前/→/←宝組←/川崎ﾏﾘｴﾝ 東扇島循環 H12.01.04

立川バス

川崎市営バス

京成バス



川07 川崎駅-台町-東電前-かわさきﾌｧｽﾞ H14.08.17

川10 川崎駅-市役所-大島四丁目-臨港警察署-水江町 市役所回り H14.08.17

川10 川崎駅-市役所-大島四丁目-臨港警察署-塩浜営業所 大島回り H14.08.17

川10 川崎駅-大島四丁目-臨港警察署-入江崎温水ﾌﾟｰﾙ前-塩浜 かわさき南部斎苑回り H18.12.30

川13 川崎駅-労働会館-大島四丁目-浜町二丁目-扇町 H14.08.17

川15 川崎駅-渡田新町-小田栄-労働会館-川崎駅 小田栄循環 H12.01.04

川40 川崎駅-渡田新町-NKK-臨港警察署-塩浜営業所 渡田回り H14.08.17

川40 川崎駅-渡田新町-成就院-小田栄-NKK H14.08.17

川63 川崎駅西口-幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-元住吉-井田営業所 H14.08.17

川66 川崎駅西口-幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-元住吉-井田病院 H14.08.17

川71 川崎駅-幸区役所入口-下平間-北谷町-小杉駅 H14.08.17

川73 川崎駅-上平間-平間駅-元住吉-井田営業所 土手回り H12.01.04

川73 川崎駅-妙光寺-御幸公園-上平間 土手回り H14.08.17

川74 川崎駅-神明町-上平間/→下沼部→/←北谷町←/小杉駅 H12.01.04

川74 川崎駅-神明町-御幸公園-上平間 H14.08.17

川74 川崎駅→神明町→中幸町→川崎駅 河原町循環 H14.08.17

川74 扇町→大島四ッ角→川崎駅→神明町→上平間 H12.01.04

川75 川崎駅-中幸町-幸警察署-御幸公園-上平間 H14.08.17

川83 川崎駅西口-新川崎駅/→夢見ヶ崎動物公園→/←小倉下町←/江川町 H14.08.17

新10 <共通>新ゆりｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ-白山一丁目-山口台中央-ｸﾞﾗﾝﾄﾞ前-新百合丘駅 H14.08.24

川03 川崎駅→労働会館→共通→江川一→浮島ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.17

川21 川崎駅→さつき橋→臨港署→塩浜営業所 H12.01.03

川22 川崎駅→さつき橋→浜町二→三井埠頭 H14.08.17

川23 川崎駅→さつき橋→四ッ角→大師 H14.08.17

川24 川崎駅→鋼管病院→鋼管循環 H14.08.17

川24 川崎駅→南町→渡田向町→浜川崎営業所 H12.01.03

川25 川崎駅→成就院→小田三→富士電機 H14.08.17

川26 川崎駅→小田三→富士電機循環 H14.08.17

川27 川崎駅→渡田四丁目→白石駅→日清製粉 H14.08.17

川28 川崎駅→二の辻→京町循環 H14.08.17

川28 川崎駅→二の辻→京町→浜川崎営業所 H14.08.17

川29 川崎駅→下並木→入船橋循環 H12.01.04

川29 川崎駅→南町→入船橋循環 H14.08.17

川30 川崎駅→小田二→芦穂橋→鶴見区総合庁舎入口→鶴見駅東口 H14.08.17

川50 鶴見駅西口→三ッ池口→尻手駅→川崎駅西口 H14.08.17

川51 川崎駅西口→末吉橋→上末吉→綱島駅 H14.08.17

川54 川崎駅西口→尻手駅→小倉下町→苅宿→元住吉 H14.08.17

川56 川崎駅西口→矢向駅→江川町→末吉橋→川崎駅西口 H14.08.17

川57 川崎駅西口→末吉橋→中之原住宅→矢向駅→川崎駅西口 H14.08.17

川60 川崎駅西口→塚越→鹿島田駅→新川崎駅→木月四→元住吉 H14.08.17

川60 川崎駅西口→塚越→鹿島田駅入口 H12.01.04

鶴01 鶴見駅西口→馬場町→港北小学校→菊名駅 H14.08.17

鶴01 鶴見駅西口→東寺尾→馬場町→東高校入口 H14.08.17

鶴02 鶴見駅西口→東寺尾→池の下→南谷戸→新横浜駅 H14.08.17

鶴03 鶴見駅西口→東寺尾→神明社→綱島駅 H14.08.17

鶴04 鶴見駅西口→池の下→たかの大橋→新川崎駅入口 H14.08.17

鶴04 鶴見駅西口→東寺尾→池の下→駒岡車庫 H14.08.17

鶴05 鶴見駅西口→東寺尾→寺谷角→鶴見駅西口 H14.08.17

鶴06 鶴見駅西口→寺谷角→東寺尾→鶴見駅西口 H14.08.17

鶴08 鶴見駅東口→汐入二→東芝西ﾀｰﾋﾞﾝ→ふれーゆ H14.08.17

鶴12 鶴見駅西口→東寺尾→獅子ヶ谷→馬場七丁目 H14.08.17

横浜市営バス

川崎鶴見臨港バス



2 上大岡駅-日野公園墓地入口-清水橋-港南台駅 H14.08.18

7 横浜駅-大口通-三ッ池道-川崎駅西口 H19.01.02

8 横浜駅-中華街入口-小港橋-和田山口ﾏｲｶﾙ本牧-本牧市民公園 H14.08.19

8 横浜駅-県庁前-小港橋-本牧車庫 H14.08.19

9 滝頭-弘明寺-岡村町-保土ヶ谷駅-横浜駅 H14.08.19

11 桜木町駅-平楽中学校-中村橋-保土ヶ谷駅 H10.03.25

13 鶴見駅-三ッ池道-駒岡-綱島駅 H14.08.17

13 一の瀬-駒岡-三ッ池道-鶴見駅 H14.08.17

14 新横浜駅→宮の下→鶴見駅西口→新子安駅西口 H18.12.29

15 鶴見駅-本町-向井町-鶴見駅 H14.08.17

20 横浜駅-桜木町駅/→中華街→/←/港の見える丘公園-山手駅 H14.08.19

21 桜木町駅-麦田町-旭台-市電保存館 H10.03.25

24 横浜駅西口-六角橋-菊名橋-生麦 H11.12.29

25 保土ヶ谷駅西口-保土ヶ谷野球場-星川町-横浜駅西口 H14.08.17

26 横浜駅-山下公園-海岸通-本牧ふ頭入口-海づり桟橋 H14.08.19

27 鶴見駅-汐鶴橋通-寛政-安善町 H14.08.17

34 横浜駅西口→三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ→循環→沢渡→横浜駅西口 H14.08.17

35 横浜駅西口→三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ→松本→横浜駅西口 H18.12.29

41 川向町-大倉山駅-菊名駅-鶴見駅西口 H14.08.17

42 一の瀬-末吉不動-鶴見駅-汐入町2 H14.08.17

44 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-三枚町/→東泉寺→/←天屋←/八反橋 H14.08.17

44 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-三枚町/→天屋→/←羽沢団地←/八反橋 H11.12.29

47 桜木町駅-野毛町-藤棚-保土ヶ谷車庫 H10.03.25

50 横浜駅西口→松本→片倉町入口→横浜駅西口 H18.12.29

51 上大岡駅-日野公園墓地入口-すずかけ通(野庭高校)-野庭車庫 H14.08.18

52 上大岡駅-日野公園墓地入口-野庭団地東口-野庭車庫 H14.08.18

58 磯子駅-根岸駅-中華街-県庁前-横浜駅 H14.08.19

59 綱島駅-港北区総合庁舎-浦島丘-横浜駅西口 H11.12.29

71 上大岡駅-南高校-循環-芹ヶ谷-上大岡駅 H14.08.18

71 上大岡駅-南高校-平戸-芹ヶ谷 H14.08.18

77 横浜駅-戸部駅-保土ヶ谷駅-芹ヶ谷 H14.08.19

81 菅田町-西菅田団地-片倉町駅-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-横浜駅西口 H14.08.17

89 桜木町駅-野毛町-野毛山動物園-一本松小学校 H10.03.25

99 桜木町駅-市庁前-元町-根岸駅-磯子駅 H10.03.25

102 横浜駅-浜松町-久保山-滝頭 H14.08.19

105 横浜駅-尾上町-元町-間門-本牧市民公園 H14.08.19

105 横浜駅-桜木町駅-市庁前-大鳥中学校-本牧車庫 H14.08.19

110 磯子駅-滝頭-浦舟町-羽衣町-横浜駅 H14.08.19

121 新横浜駅-羽沢団地前-羽沢貨物駅-保土ヶ谷車庫 H18.12.29

129 新横浜駅-羽沢団地前-梅の木-鶴ヶ峰駅 H18.12.29

202 横浜駅西口→和田町→三ッ沢中町→横浜駅西口 H14.08.17

203 上大岡駅-最戸町-芹ヶ谷-東戸塚駅 H14.08.19

203 芹ヶ谷-平戸-品濃口-東戸塚駅 H14.08.19

116 三ッ境駅-西部病院前-亀甲山-若葉台中央 H09.10.17

116 三ッ境駅-西部病院前-地区公園-若葉台中央 H09.10.17

浜1 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-三枚町-西菅田団地-小机駅 H11.12.29

浜1 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-三枚町-羽沢団地-西菅田団地 H14.08.17

浜4 横浜駅西口-元久保町-黄金町-桜木町駅 H14.05.05

浜5 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-交通裁判所-横浜駅西口 H14.08.17

浜5 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-交通裁判所-岡沢上-洪福寺 H09.10.13

浜10 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-三ッ沢西町-横浜国大 H09.10.13

浜11 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-釜台住宅第3-上星川駅 H14.08.17

相鉄バス

横浜市営バス



浜11 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-釜台住宅第3 H11.12.29

浜13 横浜駅西口-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-羽沢-七里堰-上星川駅 H14.08.17

浜14 横浜駅西口-鶴屋町3-浅間下-洪福寺 H09.10.18

浜16 横浜駅西口-洪福寺-和田町駅-市沢町-西原住宅 H09.10.18

浜16 和田町駅-浄水場前-市沢町-西原住宅 H09.10.14

浜19 和田町駅-浄水場前-市沢町-新桜ヶ丘団地 H09.10.14

旭1 二俣川駅南口-万騎ヶ原大池-左近山第6-鶴ヶ峰駅 H14.08.20

旭1 二俣川駅南口-万騎ヶ原大池-左近山第6 H14.08.20

旭2 二俣川駅北口-ﾊﾞｲﾊﾟｽ-左近山第5 H09.10.16

旭2 二俣川駅北口-ﾊﾞｲﾊﾟｽ-左近山第6 H09.10.16

旭4 保土ヶ谷駅東口-美立橋-二俣川駅北口 H14.08.20

旭4 保土ヶ谷駅東口-今井町-美立橋 H09.10.13

旭4 美立橋-新桜ヶ丘団地第1-星川ﾗﾝﾌﾟ-星川駅-保土ヶ谷駅西口 H09.10.13

旭6 二俣川駅-左近山団地-市沢町-環2今井-東戸塚駅西口 H14.08.19

旭9 二俣川駅北口-四季見台-旭区役所-鶴ヶ峰駅 H09.10.16

旭10 横浜駅西口-洪福寺-和田町-鶴ヶ峰駅-大池 H09.10.19

旭11 鶴ヶ峰駅-白根小学校前-辻-ひかりが丘団地 H09.10.14

旭12 鶴ヶ峰駅-白根小学校-旭台 H09.10.14

旭16 川上団地-東戸塚駅-三ッ沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ-横浜駅西口 H09.10.07

旭16 東戸塚駅-ｿﾆｰ中央研究所前-星川ﾗﾝﾌﾟ H09.10.18

旭18 二俣川駅南口-善部第2-南希望ヶ丘-希望ヶ丘駅 H14.08.20

旭19 二俣川駅南口-万騎ヶ原第5-二俣川駅南口 H14.08.20

旭21 二俣川駅北口-ﾆｭｰﾀｳﾝ第5-金ヶ谷-旭高校入口 H14.08.20

旭21 二俣川駅北口-運転試験場-金ヶ谷-旭高校入口 H09.10.15

旭21 二俣川駅北口-清水ヶ丘団地-ﾆｭｰﾀｳﾝ第5-金ヶ谷 H09.10.15

旭21 二俣川駅北口-運転試験場-ﾆｭｰﾀｳﾝ第5-金ヶ谷 H09.10.15

旭23 二俣川駅北口-運転試験場(循環)-二俣川駅北口 H14.08.20

旭24 三ッ境駅-岸本-旭高校入口-都岡高校前-大池 H09.11.07

旭25 三ッ境駅-中丸-二ッ橋小学校-旭高校入口 H09.10.17

旭27 三ッ境駅-中丸-南台入口-南瀬谷小学校 H09.10.17

旭28 三ッ境駅-南台Aﾊｲﾂ-ﾆｭｰﾀｳﾝ南瀬谷 H09.10.17

旭29 三ッ境駅-ﾆｭｰﾀｳﾝ南瀬谷-瀬谷ｾﾝﾀｰ-三ッ境駅 H09.10.17

旭31 瀬谷駅-相沢-細谷戸第3 H09.11.07

旭36 二俣川駅北口-ﾊﾞｲﾊﾟｽ経由-旭高校入口 H14.08.20

綾11 海老名駅-国分-国分寺台第7-国分寺台第12-吉岡芝原 H11.12.29

綾13 海老名駅-国分-国分寺台第8-杉久保住宅-農大前 H14.08.20

綾21 海老名駅-下浜田-国分寺台第8-国分寺台第12 H14.08.20

綾31 海老名駅-海老名市役所-厚木ﾅｲﾛﾝ-杉久保-農大前 H14.08.20

綾41 海老名駅-望地-小園団地-嫁ヶ久保-綾瀬市役所 H11.12.29

綾51 海老名駅-富士塚-釜田-市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ-綾瀬市役所 H11.12.29

綾52 海老名駅-富士塚-飛行場正門-蓼川一丁目-相模大塚駅 H14.08.20

海老名駅-急行-富士ｾﾞﾛｯｸｽ H14.08.20

69 戸塚駅-平戸-芹ヶ谷-最戸町-上大岡駅 H11.11.07

71 上大岡駅-芹ヶ谷-南高校-上大岡駅 H14.08.18

139 上大岡駅-日野高校入口-小山台-本郷台駅 H14.08.18

203 上大岡駅-最戸町-芹ヶ谷-平戸-東戸塚駅 H14.08.18

205 東戸塚駅-平戸-狩場町-保土ヶ谷駅 H14.08.19

横04 鶴間駅-下鶴間-亀の甲山-鶴ヶ峰-横浜駅西口 H14.08.17

横41 戸塚駅-平戸-保土ヶ谷-平沼-横浜駅 H12.08.17

横43 戸塚駅-井土ヶ谷-吉野町-本町四丁目-横浜駅 H14.08.17

横44 戸塚駅-こども医療ｾﾝﾀｰ-井土ヶ谷-本町四丁目-横浜駅 H14.08.21

横46 戸塚駅-平戸-狩場町-保土ヶ谷駅前-横浜駅西口 H14.08.17

上07 上大岡駅-室ﾉ木-南高校-平戸-戸塚駅 H14.08.18

神奈中バス



上32 上大岡駅-日野高校入口-清水橋-港南台駅 H14.08.18

上96 上大岡駅-最戸町-芹ヶ谷-平戸-不動坂 H14.08.18

上202 上大岡駅-室ﾉ木-南高校-平戸-東戸塚駅 H14.08.18

東02 東戸塚駅-秋葉-不動坂 H10.03.24

東03 東戸塚駅-品濃口-平戸団地 H14.08.19

東04 東戸塚駅-川上団地 H14.08.19

東04 東戸塚駅西口-川上団地 H14.08.20

東08 東戸塚駅-平戸-引越坂-横浜ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ H10.03.24

東09 東戸塚駅-さかえ橋-相模新橋-阿久和-三ッ境駅 H14.08.19

東10 東戸塚駅-公園前-妙法寺-名瀬-緑園都市駅 H14.08.19

東15 東戸塚駅-妙法寺-新戸塚病院前-公園前-東戸塚駅 H10.03.24

東22 東戸塚駅-前田ﾊｲﾂ前-上矢部高校前-白百合台団地→弥生台駅 H10.03.24

東23 東戸塚駅-前田ﾊｲﾂ前-領家一丁目-白百合台団地-弥生台駅 H14.08.19

戸09 戸塚駅-柏尾-秋葉-名瀬-緑園都市駅 H14.08.17

戸12 戸塚駅-岡津-西田橋-弥生台駅 H14.08.17

戸13 戸塚駅-岡津-相模新橋-ひなた山-上飯田車庫 H14.08.17

戸15 戸塚駅-岡津-新橋町-道浄山-いずみ野駅 H12.08.13

戸16 戸塚駅-岡津-相模新橋-相沢-瀬谷駅 H11.11.07

戸17 戸塚駅-岡津-湘南泉病院-阿久和-三ッ境駅 H14.08.21

戸20 戸塚駅-岡津-相模新橋-阿久和-宮沢 H14.08.17

戸22 戸塚駅-BS前-舞岡 H14.08.17

戸33 戸塚駅-柏尾-秋葉-前田ﾊｲﾂ前-東戸塚駅 H14.08.17

戸34 戸塚駅-柏尾-品濃口-東戸塚駅-川上団地 H14.08.17

戸37 戸塚駅-秋葉-公園前-東戸塚駅-川上団地 H14.08.21

戸39 戸塚駅-岡津-白百合台団地-弥生台駅 H14.08.17

戸50 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-原宿-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ-ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ H14.08.17

戸52 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-原宿-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ H11.11.07

戸53 戸塚駅-汲沢団地 H11.11.07

戸58 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中田-立場ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.17

戸60 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-宝寿院前-汲沢-通信隊前-立場ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.17

戸61 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-立場駅-上飯田団地-いちょう団地-中屋敷-上飯田-上飯田車庫 H14.08.17

戸62 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中田-立場駅-飯田-長後駅 H12.08.13

戸64 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中田-立場駅-上飯田団地-いちょう団地 H14.08.19

戸71 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-下郷-金井-田谷-大船駅 H12.08.15

戸72 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-下郷-ﾋﾙｽﾞ南戸塚-金井-大船駅 H14.08.17

戸79 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-踊場-鳥が丘-白百合台団地-弥生台駅 H14.08.17

戸80 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-立場駅-上飯田団地-いちょう団地-上飯田-ひなた山-下瀬谷 H11.11.07

戸81 藤沢駅-原宿-戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ H14.08.17

戸90 戸塚駅-上矢部高校-循環-領家中学校-戸塚駅 H11.11.07

船02 大船駅-鎌倉女子大前-上大岡駅-関内駅(羽衣町)-県庁入口 H14.08.18

船05 大船駅-鎌倉女子大前-天神橋-上大岡駅 H14.08.18

船08 大船駅-鎌倉女子大前-大道中学校-金沢八景駅 H14.08.18

船09 大船駅-鎌倉女子大前-稲荷森-みどりヶ丘 H14.08.18

船10 大船駅-鎌倉女子大前-紅葉橋→上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ H12.08.15

船11 大船駅-鎌倉女子大前-天神橋-桂台中央-上之 H14.08.18

船14 大船駅-笠間町-鎌倉女子大前-湘南ﾊｲﾂ H14.08.18

船15 大船駅-鎌倉女子大前-天神橋-本郷車庫 H14.08.18

船17 大船駅-鎌倉女子大前-天神橋-公田団地 H14.08.18

船24 大船駅-田谷-国立病院前-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ H12.08.15

船25 大船駅-国立病院前-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ-ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ H12.08.15

船32 藤沢駅-柄沢橋-渡内-植木-大船駅 H14.08.18

船33 藤沢駅-柄沢橋-ｲﾝﾀｰ-植木谷戸-大船駅 H14.08.18

船35 大船駅-栄光学園-清泉女学院 H12.08.15

藤01 藤沢駅-神明町-高山車庫 H14.08.18

藤02 藤沢駅-上村-高山車庫 H14.08.18

藤03 藤沢駅-上村-高山-辻堂駅 H14.08.18



藤04 藤沢駅-長久保-辻堂団地 H14.08.18

藤07 茅ヶ崎駅-小和田-引地橋-南仲通り-藤沢駅 H12.08.13

藤09 藤沢駅-引地橋-梅ヶ枝通り-辻堂駅 H14.08.18

藤10 藤沢駅-引地橋-市民病院-梅ヶ枝通り-辻堂駅 H14.08.23

藤12 藤沢駅-引地橋-大庭隧道-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ H14.08.18

藤34 藤沢駅-羽鳥-石川橋-湘南台駅 H14.08.18

藤35 藤沢駅-台町-荏原工業団地 H14.08.18

藤36 藤沢駅-台町-善行大橋-善行駅 H14.08.18

藤38 藤沢駅-引地橋-老人ｾﾝﾀｰ H12.08.13

藤39 藤沢駅-大六天-大辻-遠藤北原-湘南台駅 H14.08.18

藤51 藤沢駅-市民病院-下屋敷-湘南台駅東口 H14.08.18

藤54 藤沢駅-影取-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ H14.08.18

藤58 藤沢駅-市民病院-下屋敷-六会日大前駅 H12.08.13

藤76 藤沢駅-羽鳥-石川橋-六地蔵-綾瀬車庫 H12.08.13

辻01 茅ヶ崎駅-小和田-辻堂駅 H14.08.23

辻02 茅ヶ崎駅南口-辻堂団地-辻堂駅南口 H14.08.23

辻07 辻堂駅北口-赤羽根 H14.08.23

辻12 茅ヶ崎駅南口-若松町-浜竹-辻堂駅南口 H14.08.23

辻13 茅ヶ崎駅南口-松ヶ丘二丁目-平和町-浜竹-辻堂駅南口 H14.08.23

辻24 辻堂駅-大庭隧道-小糸-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ H12.08.15

辻26 辻堂駅-大庭隧道-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-IBM前-湘南台駅 H14.08.19

辻28 辻堂駅-大六天-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ H14.08.23

辻29 辻堂駅-大庭隧道-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ H14.08.23

辻34 辻堂駅-大庭隧道-駒寄-慶応大学 H14.08.23

茅06 平塚駅-今宿-町屋-茅ヶ崎駅 H14.08.18

茅03 茅ヶ崎駅-高田-小出二本松-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ H14.08.23

茅15 茅ヶ崎駅-前の田-神奈中営業所前-鶴が台団地 H14.08.23

茅17 茅ヶ崎駅-前の田-神奈中営業所前-松風台 H14.08.23

茅22 茅ヶ崎駅-円蔵-北方-小出二本松-茅ヶ崎駅 H14.08.23

茅27 茅ヶ崎駅-円蔵-寒川駅入口-北方-文教大学 H14.08.23

茅31 茅ヶ崎駅-松尾-浜見平団地-茅ヶ崎駅 H14.08.23

茅35 茅ヶ崎駅-茶屋町-浜見平団地 H14.08.23

茅45 茅ヶ崎駅-登象-萩園-小谷 H12.08.15

茅48 茅ヶ崎駅-市民文化会館-古川-今宿-茅ヶ崎駅 H14.08.23

茅50 茅ヶ崎駅-高田-小出二本松-茅ヶ崎駅 H14.08.23

茅51 茅ヶ崎駅-鶴嶺小学校前-下河原-西一之宮 H14.08.23

茅52 茅ヶ崎駅-鶴嶺小学校前-山伏塚-西一之宮 H14.08.23

平08 平塚駅-馬入-工業団地 H14.08.18

平09 平塚駅-新道-工業団地 H14.08.23

平12 平塚駅南口-長姫町-札ﾉ辻-須賀港 H14.08.18

平13 平塚駅南口-明神前-明神-杏雲堂-平塚駅南口 H14.08.23

平14 平塚駅南口-杏雲堂-教会-明神前-平塚駅南口 H12.08.15

平16 平塚駅南口-杏雲堂-平塚駅南口 H14.08.18

平21 平塚駅-豊田道-中里-市民病院-金田公民館 H14.05.04

平22 平塚駅-豊田道-諏訪町-農業高校-市民病院 H14.08.18

平26 平塚駅-古花水-市民病院-高村団地 H14.08.18

平27 平塚駅-古花水-上平塚-山下団地 H11.12.29

平28 平塚駅-明石町-中里-大町-湘南日向岡 H14.08.18

平29 平塚駅-商業高校-山下団地-高村団地 H14.08.18

平31 平塚駅-南原土手-徳延-中沢橋-松岩寺 H14.08.18

平32 平塚駅-中沢橋-松岩寺-天の杜-二宮駅 H12.08.15

平33 平塚駅-山下-上寺坂-松岩寺 H14.08.18

平34 平塚駅-南原土手-纏-中沢橋-松岩寺 H14.08.18

平37 平塚駅-古花水-土沢農協前-神奈川大学 H14.08.18

平39 平塚駅南口-桃浜町-下花水橋-山王町-大磯駅 H12.08.15

平40 平塚駅南口-桃浜町-西海岸 H14.08.18



平41 平塚駅-大磯局前-二宮駅-国府津駅 H11.12.29

平48 平塚駅-大磯駅 H14.08.23

平51 平塚駅-四の宮-旧道-田村十字路-田村車庫 H14.08.18

平52 平塚駅-四の宮-新道-田村団地-田村車庫 H14.08.18

平53 平塚駅-田村十字路-旭町-本厚木駅南口 H14.08.18

平60 平塚駅-稲荷前-田村団地入口-田村車庫 H14.08.18

平63 平塚駅-総合公園-横内団地前-田村車庫 H14.08.18

平65 平塚駅-総合公園-大島-田村車庫 H14.08.18

平67 平塚駅-神明中学校入口-横内団地前-田村車庫 H14.08.18

平68 平塚駅-横内団地前-下落合-愛甲石田駅 H11.12.29

平71 秦野駅-土屋橋-金目駅-追分-平塚駅 H14.08.18

平74 秦野駅-室川橋-下大槻団地-追分-平塚駅 H14.08.18

平76 秦野駅-井ﾉ口-中沢橋-追分-平塚駅 H14.08.18

平77 平塚駅-豊田道-市民病院-金目駅-東海大学 H14.08.18

平86 伊勢原駅南口-つきみの団地-大田-横内団地-平塚駅 H14.08.18

平88 伊勢原駅南口-つきみの団地-城島-八間通り-平塚駅 H14.08.20

平90 伊勢原駅南口-矢崎-伊勢原団地-豊田本郷-平塚駅 H14.08.18

平92 伊勢原駅南口-御岳-ふじみ野-矢崎-平塚駅 H14.08.18

平93 伊勢原車庫-丸島-ふじみ野-豊田本郷-平塚駅 H12.08.15

平94 伊勢原駅南口-豊田本郷-大住中学校前-追分-平塚駅 H12.08.15

平97 伊勢原駅南口-上平間-平間・大島-湘南車検場前-平塚駅 H14.08.20

磯02 大磯駅-馬場-素心学園前-(自由乗降区間)-西久保 H14.08.23

磯14 大磯駅-馬場-湘南大磯住宅-二宮駅 H14.08.20

二35 二宮駅-四ッ谷-北循環-四ッ谷-二宮駅 H14.08.20

二36 二宮駅-南循環-二宮駅 H14.08.20

二38 二宮駅-中里-橘団地 H14.08.20

鶴11 鶴川駅-ｾﾝﾀｰ前-鶴川団地 H13.08.14

鶴12 鶴川駅-団地南-南廻り-大学前-鶴川駅 H13.08.14

鶴25 鶴川駅-平和台-鶴川駅 H13.08.14

鶴33 鶴川駅-大蔵-袋橋-野津田車庫 H13.08.14

鶴57 鶴川駅-榛名坂-やくし台ｾﾝﾀｰ H13.08.14

町06 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ-町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ H14.08.19

町07 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ入口-相模大野駅 H14.08.19

町09 小田急相模原駅-国立相模原病院-大沼-町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ H14.08.19

町11 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-境川団地 H14.08.19

町12 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-境川団地-木曽南団地 H14.08.19

町15 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-妙延寺-境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ-山崎団地 H14.08.19

町23 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-森野三丁目-市民病院-木曽入口-山崎団地ｾﾝﾀｰ H14.08.19

町24 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-森野三丁目-市民病院-山崎団地ｾﾝﾀｰ-山崎団地 H14.08.19

町25 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ市民病院-山崎団地ｾﾝﾀｰ-薬師池-野津田車庫 H14.08.19

町26 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ市民病院-図師-上宿-野津田車庫 H14.08.19

町27 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-市民病院-上宿-図師大橋-小山田 H13.08.14

町30 橋本駅北口-常磐-木曽住宅-町田ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.19

町31 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-上宿-図師-多摩丘陵病院 H14.08.19

町32 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-妙延寺-境川団地-忠生二丁目-小山田桜台 H13.08.14

町33 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-妙延寺-境川団地-忠生二丁目-下山崎 H14.08.19

町34 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-森野三丁目-市民病院-忠生二丁目-小山田桜台 H14.08.19

町39 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-市民病院-市立室内ﾌﾟｰﾙ-日大三高-野津田車庫 H13.08.14

町41 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-菅原神社-市立博物館前-藤の台団地 H14.08.19

町60 橋本駅北口-常磐-多摩境駅-木曽住宅-町田ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.19

町72 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-奈良谷戸-恩田-田奈駅-長津田駅 H14.08.19

町76 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-市役所前-南大谷都営前-成瀬台 H13.08.14

町85 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-金森-町谷原-すずかけ台駅 H14.08.19

町87 鶴間駅-下鶴間-長津田辻-町谷原-町田ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.19

町92 町田ﾀｰﾐﾅﾙ-高ヶ坂団地 H14.08.19

大53 相模大野駅-大沼-麻溝台高校-北里大学病院 H14.08.19



大57 上溝-上田名-昭和橋-北里大学-相模大野駅 H12.01.03

大59 相模大野駅-みゆき台団地-麻溝台-北里大学病院 H14.08.19

大60 相模大野駅-麻溝台-総合体育館前-女子美術大学 H14.08.19

大65 相模大野駅-北里大学-昭和橋-田名小学校前-水郷田名 H14.08.19

大66 原当麻駅-北里大学-相模大野駅 H12.01.03

海08 鶴間駅-さがみ野駅-大塚本町-海老名駅 H11.12.29

海13 海老名駅-国分-谷入口-座間駅入口-相武台下駅 H11.12.29

厚01 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-荻野新宿-野外ｾﾝﾀｰ前-半原 H14.08.20

厚02 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-荻野新宿-田代-半原 H14.08.20

厚04 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-松蓮寺-荻野新宿-上荻野車庫 H14.08.20

厚05 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-松蓮寺-荻野新宿-まつかげ台 H14.08.20

厚07 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-荻野新宿-神奈川工科大学-青年の家 H14.08.20

厚08 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-県立病院前-妻田-松蓮寺 H14.08.20

厚12 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-荻野新宿-鳶尾団地-公所-まつかげ台 H11.12.29

厚15 本厚木駅-県立病院前-吾妻団地 H11.12.29

厚16 本厚木駅-千頭-県立病院前-光福寺-宮の里 H14.08.20

厚18 本厚木駅-千頭-合同庁舎前-飯山観音前-上飯山 H14.08.20

厚20 本厚木駅-千頭-上飯山-(自由乗降区間)-宮ヶ瀬 H10.09.13

厚26 本厚木駅-ｱﾝﾘﾂ前-黄金原-工芸大学 H11.12.29

厚33 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ-広沢寺温泉入口-上谷戸 H14.08.20

厚36 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-船子-新道-小野橋-青山学院大学 H11.12.29

厚37 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-厚木高校前-小野橋-愛名入口-森の里青山 H14.08.20

厚40 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-小野 H14.08.20

厚41 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-赤羽根入口-高松山-愛名入口-青山学院大学 H14.08.20

厚46 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-愛名-温水-六堂辻-上古沢 H14.08.20

厚48 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-温水-吾妻神社-毛利台団地 H14.08.20

厚59 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中平-三増-馬渡-半原 H14.05.04

厚60 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中平-中津-上三増 H14.05.04

厚61 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-金田-中平-春日台団地 H11.12.29

厚62 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-金田-中平-内陸工業団地 H14.08.20

厚63 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中平-春日台団地-愛川町役場 H14.08.20

厚66 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-松蓮寺-三田-桜台-愛川町役場 H14.08.20

厚77 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-依知神社-上溝-相模原駅 H14.08.20

厚78 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-金田-依知神社-上溝 H14.08.20

厚89 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-荻野新宿-神奈川工科大学-鳶尾団地東-鳶尾団地 H14.08.20

厚96 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ-中平-愛川ﾊｲﾃｸ団地-中津-上三増 H14.08.20

厚105 本厚木駅南口-岡田一本杉-岡田電話局前-厚木ｱｸｽﾄ H14.08.20

厚109 本厚木駅南口-文化会館前-赤羽根入口-東京農業大学 H14.05.04

伊03 伊勢原駅南口-大句-みどりヶ丘-ふじみ野-伊勢原車庫 H14.08.20

伊06 伊勢原駅南口-行政ｾﾝﾀｰ-東海大学病院 H14.08.20

伊10 伊勢原駅北口-片町-石倉-大山駅-大山ｹｰﾌﾞﾙ H14.08.20

伊14 伊勢原駅北口-片町-石倉橋-三の宮-伊勢原車庫 H14.08.20

伊18 伊勢原駅南口-みどりヶ丘-日向岡-片岡-高村団地 H14.08.20

伊20 伊勢原駅北口-専修大学入口-(自由乗降区間)-日向薬師 H14.08.20

伊23 伊勢原駅北口-川上-長竹-産能大学 H14.08.20

伊34 伊勢原駅北口-総合公園-ﾘﾊﾋﾞﾘ-広沢寺温泉入口-上谷戸 H14.08.20

伊44 伊勢原駅北口-関台-市の坪-伊勢原車庫 H14.08.20

伊54 伊勢原車庫-白根公民館前-白根-大神宮前-伊勢原駅北口 H14.08.20

伊56 伊勢原駅北口-白根公民館前-神戸-大住台-鶴巻温泉駅-下大槻団地 H14.08.20

伊58 伊勢原駅北口-白根公民館前-大住台-神戸-善波 H14.08.20

伊80 伊勢原駅南口-つきみの団地-下落合-愛甲石田駅 H14.08.20

秦09 秦野駅-富士見橋-日立製作所-ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ-秦野駅 H14.08.20

秦11 秦野駅-市役所前-富士見橋-運動公園-高砂車庫 H14.08.20

秦15 秦野駅-畑中-震生湖(自由乗降区間)-藤沢-比奈窪 H14.08.20

秦17 秦野駅-消防庁舎-くす葉大橋北-西田原-羽根 H14.08.20

秦19 秦野駅-市役所前-消防庁舎-榎木堂-高砂車庫 H14.08.20



秦20 秦野駅-末広小学校前-藤棚-蓑毛 H14.08.20

秦21 秦野駅-藤棚-蓑毛-ﾔﾋﾞﾂ峠 H14.08.20

秦22 秦野駅-末広小学校前-落合-神奈川病院 H14.08.20

秦23 秦野駅-くず葉台-東田原-藤棚 H14.08.20

秦26 秦野駅→くず葉台→神奈川病院→末広小学校→秦野駅 H14.08.20

秦27 秦野駅→末広小学校→神奈川病院→くず葉台→秦野駅 H14.08.20

秦38 秦野駅-遠藤原-神奈川大学 H14.08.20

秦39 秦野駅-土屋橋-神奈川大学 H14.08.20

秦50 秦野駅-榎木堂-菩提-横野入口 H14.08.20

秦51 秦野駅-榎木堂-菩提-大倉入口-渋沢駅 H14.08.20

秦55 南が丘-秦野駅北口-隧道-榎木堂-高砂車庫 H14.08.20

秦60 秦野駅-井ﾉ口-団地中央-二宮駅 H14.08.20

秦70 秦野駅-駐在所-急行-西谷戸橋-二宮駅 H14.08.20

秦90 秦野駅-隧道-南が丘 H14.08.20

神01 秦野駅-土橋-渋沢駅北口 H14.08.20

神10 二宮駅-湘南緑が丘-二宮駅 H14.08.20

長16 長後駅西口-用田-杉久保-海老名駅 H14.08.20

長19 長後駅西口-用田-倉見-小谷-茅ヶ崎駅 H14.08.23

長24 長後駅西口-上深谷-寺尾-さがみ野駅 H11.11.07

長33 長後駅西口-大法寺-桜ヶ丘駅 H11.11.07

長35 長後駅西口-葛原-用田-松葉-綾瀬車庫 H11.11.07

長37 長後駅西口-大法寺-綾瀬車庫 H11.11.07

長38 長後駅西口-落合-大法寺-綾瀬市役所-綾瀬車庫 H11.11.07

長54 長後駅-立場ﾀｰﾐﾅﾙ H14.08.24

湘07 立場ﾀｰﾐﾅﾙ-下飯田-湘南台駅 H14.08.24

湘15 湘南台駅-工業団地入口-一色上-文化体育館 H14.08.19

湘17 湘南台駅-桐ヶ谷-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-文教大学 H14.08.19

湘22 湘南台駅-菖蒲沢団地-葛原-天沼-吉岡工業団地 H14.08.19

湘23 湘南台駅-工業団地入口-遠藤-慶応大学 H14.08.19

湘27 湘南台駅-亀井野-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ-ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ H11.11.07

湘28 綾瀬車庫-笹久保-遠藤-一色上-湘南台駅 H14.08.19

い12 立場ﾀｰﾐﾅﾙ-泉警察署前-いずみ野駅-ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ前-下瀬谷 H14.08.24

淵01 淵野辺駅北口-中常盤-小山小学校前-神奈中多摩車庫 H13.08.14

淵21 淵野辺駅北口-麻布大学-種入-小山田 H13.08.14

淵33 淵野辺駅南口-共和-共和廻り-淵野辺公園-淵野辺駅南口 H13.08.14

淵35 淵野辺駅南口-技術高校前-千代田十字路-淵野辺駅南口 H13.08.14

淵51 相模原駅-横山団地-千代田十字路-淵野辺駅南口 H13.08.14

相02 相模原駅-淵野辺十字路-大野小学校入口-相模大野駅 H14.08.19

相05 相模原駅-和泉短大前-淵野辺公園-大野台-相模大野駅 H14.08.19

相15 相模原駅-上溝-古山-北里大学-相模大野駅 H14.08.19

相25 相模原駅-光ヶ丘三丁目-北里大学-相模大野駅 H14.08.19

相36 相模原駅-ｱｲﾜｰﾙﾄﾞ前-昭和電線前-下九沢団地 H13.08.14

橋01 三ヶ木-相模中野-久保沢-城山役場入口-二本松-橋本駅 H13.08.11

橋09 三ヶ木-三井-久保沢-城山役場入口-二本松-橋本駅南口 H13.08.14

橋25 橋本駅-久保ヶ谷戸-相原-境橋-法政大学-大戸 H13.08.11

橋34 上溝-下九沢-作の口-六地蔵-橋本駅南口 H13.08.14

橋73 橋本駅北口-三ッ目山公園-多摩境駅 H13.08.11

八72 橋本駅北口-自然公園前-片倉駅入口-八王子駅 H13.08.11

多61 多摩ｾﾝﾀｰ駅-鶴牧五丁目-鶴牧団地循環-鶴牧ｾﾝﾀｰ-多摩ｾﾝﾀｰ駅 H13.08.14

磯子台団地/→公園下→/←/氷取沢-打越-上大岡駅 H14.08.18

磯子台団地/→上中里団地→/←/上中里町-打越-上大岡駅 H14.08.18

洋光台駅/→西公園→/←日野団地入口←/洋光台一丁目-打越-上大岡駅 H14.08.18

戸塚駅→南谷→飯島→笠間十字路→大船駅 H14.08.17

江ノ電バス



戸塚駅→下倉田→下倉田花立-見晴橋 H11.11.07

戸塚駅→明治学院大学前→戸塚駅 H11.11.07

戸塚駅→道岐橋→舞岡台→道岐橋→戸塚駅 H14.08.17

藤沢駅→新屋敷→竜口寺→江ﾉ島 H12.08.13

藤沢駅→鵠沼小学校前→藤原→鵠沼車庫前 H14.08.18

藤04 藤沢駅→長久保→浜見山→辻堂団地(共通定期券取扱車) H14.08.18

辻堂駅→浜見山→江ﾉ島海岸→由比ヶ浜→鎌倉駅 H14.08.23

辻堂駅→浜見山→湘洋中学→鵠沼車庫前 H14.08.23

辻堂駅→浜竹→兵金山→平和学園→浜竹→辻堂駅 H14.08.23

茅ヶ崎学園入口/→/←東浜須賀←/辻堂団地-浜見山-辻堂駅 H14.08.23

御02 御殿場駅→仲町→一色→菅沼→駿河小山駅 H14.08.23

御12 御殿場駅→川島田→板妻→須山 H14.08.23

御13 日本ﾗﾝﾄﾞHOWゆうえんち→富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ→須山→板妻→川島田→御殿場駅 H13.08.17

御16 御殿場駅→川島田→原里支所→板妻 H14.08.23

御21 御殿場駅→丸太橋→中畑→滝ヶ原→青年の家 H14.08.23

御22 御殿場口新五合目→青年の家→御殿場駅 H14.08.23

御24 印野本村→赤坂→中畑→丸太橋→御殿場駅 H14.08.23

御25 御殿場駅→川島田→板妻→印野支所→印野本村 H14.08.23

御32 御殿場駅→市役所→高根支所→上野 H13.08.13

御45 御殿場駅→ぐみ沢→仁杉→須走車庫→富士学校 H14.08.23

御51 御殿場駅→川島田→板妻→神場中→神場入口→杉名沢→御殿場駅 H13.08.17

御81 御殿場駅→岩波→裾野二本松→下土狩→竹の岬→沼津駅 H13.08.17

御84 御殿場駅→旭日丘→ﾎﾃﾙﾏｳﾝﾄ富士→富士吉田駅→富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ→河口湖駅 H14.08.23

御85 御殿場駅→富士岡→岩波→裾野二本松→三島駅→三島本町 H14.08.21

御91 御殿場駅→富士岡→大坂→岩波→裾野駅 H14.08.23

御97 御殿場駅→宮上→馬返し→須走口新五合目 H13.08.13

三01 三島本町→三島駅→徳倉→裾野駅 H13.--.--

三05 下和田→裾野駅→三島駅→三島本町 H14.08.21

三09 三島駅→裾野駅入口→須山→日本ﾗﾝﾄﾞHOWゆうえんち→富士山新五合目 H14.08.21

三11 三島本町→裾野駅→千福→東急千福が丘 H14.08.21

三14 三島本町→三島駅→裾野駅→御宿→下和田→須山 H14.08.21

三15 裾野駅→徳倉→三島駅 H14.08.21

三20 三島田町→三島駅→芙蓉台→伊豆佐野 H14.08.21

三21 三島本町→三島駅→千枚原住宅入口→光ヶ丘団地 H14.08.21

三22 三島本町→三島駅→光ヶ丘団地→沢地 H14.08.21

三23 三島本町→三島駅→徳倉→谷戸→富士ﾋﾞﾚｯﾁﾞ H14.08.21

三24 三島本町→三島駅→徳倉→せぎ→芙蓉台 H14.08.21

三27 光ヶ丘団地→三島駅 H14.08.21

三28 沢地→三島駅 H13.12.22

三29 芙蓉台→徳倉→三島駅 H13.12.22

三31 三島駅→下土狩駅→長泉役場→桃沢郷 H14.08.21

三35 三島駅→長泉役場→城山→駿河平 H14.08.21

三36 三島駅→下土狩駅→国産電機→宮下→沼津駅 H14.08.21

三43 三島駅→徳倉→谷戸→富士ﾋﾞﾚｯﾁﾞ H13.12.22

三46 三島本町→三島駅→徳倉→芙蓉台→三島ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾀｳﾝ H14.08.21

三83 河口湖駅→(急行)→富士吉田→旭日丘→御殿場駅→(普通)→裾野二本松→徳倉→三島駅 H14.08.21

三85 御殿場駅→岩波駅→裾野駅入口→三島本町 H13.08.17

沼01 沼津駅→浅間角→西間門→大諏訪→今沢団地→原団地 H14.08.21

沼02 沼津駅→浅間角→西間門→大諏訪→三本松→原駅 H13.08.13

沼03 沼津駅→浅間角→大諏訪→原駅前→一本松→植田→東田子浦駅 H14.08.21

沼04 沼津駅→浅間角→大諏訪→原駅前→東田子浦駅→毘沙門天→吉原駅→吉原中央駅 H14.08.21

沼10 沼津駅→江原公園→西沢田→東根古屋→東平沼→船津→富士岡→吉原中央駅 H13.08.13

沼11 沼津駅→江原公園→市立病院→船津→富士岡→吉原中央駅 H14.08.21

富士急バス



沼13 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→藤棚→富士通 H14.08.21

沼16 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→愛中入口→東根古屋→原車庫 H13.12.22

沼18 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→愛中入口→東根古屋→東平沼→船津 H18.01.02

沼19 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→藤棚→太陽の丘→休暇ｾﾝﾀｰ→富士通 H14.08.21

沼28 沼津駅→本田町→沢田車庫→西沢田→藤棚→沼津市立病院 H14.08.21

沼31 沼津駅→本田町→沢田車庫→中沢田→西沢田→緑ヶ丘 H14.08.21

沼36 沼津駅→沼津駅北口→庄栄町→公会堂前→松沢町→高尾台 H10.03.--

沼37 沼津駅→西高沢町→本田町→沢田車庫 H14.08.21

沼40 沼津国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ→沼津ｺﾞﾙﾌ場→東名沼津→宮下→市立高校前→沼津駅 H13.12.23

沼43 沼津駅→市立高校→宮下→東名沼津→沼津鉄工団地 H14.08.21

沼44 沼津駅→市立高校前→宮下→東名沼津→拓南→沼津ｺﾞﾙﾌ場 H13.08.13

沼51 沼津駅→市立高校前→宮下→光長寺→門池→国産電機 H14.08.21

沼59 沼津駅→県総合庁舎→江原公園→駿河台→高砂町 H14.08.21

沼61 沼津駅→浅間角→西間門→大諏訪→市立病院入口→藤棚→富士通 H13.12.23

沼63 沼津駅→浅間角→西間門→大諏訪→市立病院→藤棚→鳥谷→柳沢 H14.08.21

沼68 沼津駅→浅間角→西間門→大諏訪→沼津市立病院 H14.08.21

沼69 裾野駅→水窪→下土狩→沼津駅→江原公園→ﾊﾞｲﾊﾟｽ→沼津市立病院 H14.08.21

沼83 沼津駅→竹の岬→大岡駅→下土狩→水窪→裾野二本松→裾野駅 H14.08.21

沼84 沼津駅→江原公園→明治資料館→市立病院→西椎路→東根古屋→東平沼 H14.08.21

沼85 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→市立病院→愛中入口→東根古屋→原車庫前 H14.08.21

沼92 沼津駅→総合庁舎→江原公園→西沢田→愛中入口→東根古屋→東平沼 H13.12.22

沼97 沼津駅→沼津駅北口→庄栄町→高尾台→東部運転免許ｾﾝﾀｰ H14.08.21

田91 吉原中央駅→新橋→吉原駅→大野新田→東田子浦駅 H13.12.29

富01 吉原中央駅→富士市役所→青島町→中央病院→富士駅 H18.01.02

富09 富士駅→高島→富士市役所→吉原中央駅 H13.--.--

富16 富士駅南口→宮島角→宮島新田→三四軒屋 H18.01.02

富20 富士駅南口→新富士駅→柳島→五軒屋→旭化成 H13.--.--

富24 富士駅南口→下横割→新幹線新富士駅 H18.01.02

富47 富士駅→富士川橋→蒲原病院→蒲原駅→由比駅上 H18.01.02

富52 富士駅→長沢→一乗寺→中野→曽比奈 H13.--.--

富55 富士駅→中央病院→吉原中央駅→富士岡→船津 H13.--.--

富64 岩本山団地→実相寺→富士駅→中央病院→吉原中央駅 H13.--.--

富66 新富士駅→富士宮駅→白糸滝入口→河口湖駅→富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ(快速) H13.--.--

富67 富士宮駅→下天間→川久保→竪堀→新富士駅 H13.--.--

富68 富士駅→吉原中央駅→今宮→十里木→富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ→日本ﾗﾝﾄﾞHOWゆうえんち H13.--.--

富78 富士宮駅→赤坂→杉田農協前→中野→吉原中央駅 H19.01.03

富84 富士駅→中央病院→吉原中央駅→一色→富士見台団地 H18.01.02

富86 茶の木平→石坂→吉原中央駅→中央病院→富士駅 H18.01.02

富87 新幹線新富士駅→ﾛｾﾞｼｱﾀｰ→市庁舎→吉原中央駅 H13.--.--

中央09 富士中央病院→吉原中央駅→三ッ倉→中野→曽比奈 H13.12.29

中央11 富士急大渕団地→団地入口→中野→三ツ倉→吉原中央駅 H13.--.--

中央13 吉原中央駅→広見団地入口→三ッ倉→中野→曽比奈 H13.--.--

中央15 吉原中央駅→石坂→広見町→茶の木平 H18.01.02

中央20 吉原中央駅→石坂→茶の木平→常葉学園→富士総合運動公園 H13.--.--

中央26 吉原中央駅→木の宮→一色→七丁目→富士見台団地 H13.--.--

中央29 吉原中央駅→駿河台→茶の木平→高山団地入口→富士総合運動公園 H18.01.02

中央35 吉原中央駅→中央病院→新富士駅→五軒屋→旭化成 H13.12.29

中央40 吉原中央駅→中央病院→桜ヶ丘入口→中野→曽比奈 H18.01.02

中央43 吉原中央駅→広見団地入口→曽比奈→富士本循環 H13.--.--

中央46 吉原中央駅→保寿寺→長沢→ｻﾞ･ｺﾝﾎﾞ富士厚原店 H13.--.--

中央52 桑崎→今宮→神戸→一色→吉原中央駅 H13.--.--

中央53 吉原中央駅→今泉→富士岡→桑崎 H13.--.--

宮02 富士宮駅→北高前→本門寺入口→白糸滝ﾚｽﾄｾﾝﾀｰ H10.03.--

宮04 富士宮駅→北高前→白糸滝ﾚｽﾄｾﾝﾀｰ→猪之頭 H13.--.--

宮15 富士宮駅→北高前→本門寺入口→国立富士病院入口→富士桜自然墓園 H13.--.--

宮18 富士宮駅→東高入口→橋戸→神成 H13.--.--



宮19 曽比奈→中野→杉田→赤坂→富士宮駅 H13.--.--

宮24 横沢→神成→橋戸→学校入口→富士宮駅 H10.03.--

宮25 富士宮駅→富士宮郵便局→富士見ヶ丘→粟倉団地 H10.03.--

宮26 西富士宮駅→赤坂→杉田→中野→曽比奈 H19.01.07

宮31 富士宮駅→湧玉の池→中原→万野団地 H10.03.--

宮32 篠坂→三角屋→中原→湧玉の池→富士宮駅 H10.03.--

宮34 上蒲沢→山宮→中原→湧玉の池→富士宮駅 H10.03.--

宮36 富士宮駅→阿幸地→橋戸→粟倉団地 H13.--.--

宮37 富士宮駅→湧玉の池→万野団地→粟倉団地→富士見ヶ丘→富士宮駅 H13.--.--

宮43 富士宮駅→ﾌｨﾙﾑ入口→富丘→馬見塚→大石寺 H13.--.--

宮44 富士宮駅→淀師→富丘→坂上南条入口→上条 H10.03.--

宮52 犬飼→上高原→黒田→富士宮駅 H10.03.--

宮62 富士宮駅→大中里→柚野支所→上柚野 H19.01.03

宮63 富士宮駅→大中里→柚野支所→上柚野→大倉 H13.--.--

宮71 西富士宮駅→富士宮駅→下天間→伝法二丁目→吉原中央駅(大月線) H10.03.--

宮72 吉原中央駅→伝法二丁目→下天間→富士宮駅(大月線) H18.01.02

宮73 西富士宮駅→富士宮駅入口→鷹岡本町→長者町→吉原中央駅 H19.01.07

宮74 吉原中央駅→長者町→鷹岡本町→富士根入口→富士宮駅 H19.01.07

宮78 富士宮駅→富丘→青木平中央公園→坂上南条入口→上条 H19.01.03

33 新森公園/→高殿→/←森小路駅←/森小路-旭区役所-地下鉄都島-天神橋六-扇町-大阪駅北口H14.07.27

34 守口車庫-中宮-大東町-毛馬橋-地下鉄中津-大阪駅 H14.07.27

36 地下鉄門真南-茨田大宮-安田-横堤ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ-地下鉄蒲生四-京橋北口-大阪駅北口 H14.07.27

36 安田-横堤ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ-地下鉄蒲生四-京橋北口-西天満-大阪駅北口 H14.07.27

37 井高野車庫-瑞光二-天神橋六-扇町-大阪駅北口 H14.07.27

41 淡路三/→中島中学校→/←東中島二←/東中島一-木川西二-十三-大阪駅 H14.07.27

43 西九条-此花区役所-福町-野里-十三-大阪駅北口 H14.07.27

53 船津橋-堂島大橋-渡辺橋/→桜橋→/←大江橋←/大阪駅 H14.07.27

55 鶴町四-大正橋-地下鉄桜川-土佐堀二-福島西通-大阪駅 H14.07.27

56 酉島車庫-春日出-西九条-福島西通-大阪駅 H14.07.27

57 大阪駅-地下鉄中津-大東町-高倉町三-地下鉄都島-都島区役所-京橋駅 H14.07.27

57 大阪駅-地下鉄中津-毛馬橋-大東町一 H14.07.27

58 野田阪神-上海老江-済生会病院-大阪駅北口 H14.07.27

59 大阪駅-さぎす-野田阪神-伝法-酉島住宅-常吉二東口企業団地-北港ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ H14.07.27

75 鶴町四-大正区役所-大浪橋-西大橋-土佐堀一/→肥後橋→/←出入橋←/大阪駅 H14.07.27

78 新森公園-高殿-旭区役所-都島中通三-都島区役所-源八幡-大阪駅北口 H14.07.27

79 北港二-西島屋-春日出-西九条-地下鉄玉川-福島西通-大阪駅 H14.07.27

88 天保山-地下鉄朝潮橋-境川-肥後橋/→桜橋→/←淀屋橋←/大阪駅 H14.07.27

92 歌島橋ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ-西淀川消防署-歌島二-塚本駅北口-十三-済生会病院-大阪駅北口 H14.07.27

97 神崎橋-加島-十三-済生会病院-大阪駅北口 H14.07.27

97 加島駅-十三-済生会病院-大阪駅北口 H14.07.27

102 上本町六-馬場町-天満橋-淀屋橋/→肥後橋→/←梅田新道←/大阪駅 H14.07.27

12 JR高槻駅南→阪急高槻駅→野田→梶原南→道鵜町 H14.07.27

13 JR高槻駅南→阪急高槻駅→野田→六中前→前島 H14.07.27

14 JR高槻駅南→阪急高槻駅→天王町→野田→六中前 H14.07.27

15 JR高槻駅南→阪急高槻駅→沢良木町→天川町→深沢住宅→北大塚 H14.07.27

16 JR高槻駅南→阪急高槻駅→沢良木町→辻子→下田部団地 H14.07.27

16A JR高槻駅南→阪急高槻駅→沢良木町→辻子→下田部団地→玉川橋団地 H14.07.27

18 JR高槻駅南→阪急高槻駅→城西町→芝生住宅東口→富田団地 H14.07.27

32 JR高槻駅南→阪急高槻駅→別所→日吉台東口→上成合 H14.07.27

51 JR高槻駅北→緑が丘→服部→塚脇→大蔵司→JR高槻駅北 H14.07.27

高槻市営バス

大阪市営バス



53 JR高槻駅北→安岡寺住宅→上の口→原大橋 H14.07.27

54 JR高槻駅北→緑が丘→安岡寺住宅→上の口 H14.07.27

57 JR高槻駅北→緑が丘→浦堂東→芝谷町→寺谷町 H14.07.27

58 JR高槻駅北→真上→緑が丘 H14.07.27

60 JR高槻駅北→上の口→原大橋→出灰→森林ｾﾝﾀｰ→田能 H14.07.27

1 JR奈良駅→高畑町→大仏殿 春日大社前→近鉄奈良駅→JR奈良駅 H14.07.28

2 JR奈良駅→近鉄奈良駅→大仏殿 春日大社前→高畑町→JR奈良駅 H14.07.28

12 西大寺駅→法華寺→法蓮仲町→近鉄奈良駅→JR奈良駅 H14.07.28

13 JR奈良駅→近鉄奈良駅→法蓮仲町→法華寺→航空自衛隊(幹部候補生学校) H14.07.28

19 近鉄奈良駅→JR奈良駅→南京終町→八条町(杏中町) H14.07.28

23 県庁前→近鉄奈良駅→JR奈良駅→三条桧町→恋の窪町→済生会奈良病院 H14.07.28

44 天理駅→添上高校→横井→近鉄奈良駅→JR奈良駅 H14.07.28

50 JR奈良駅→近鉄奈良駅→横井→櫟本→天理駅 H14.07.28

51 JR奈良駅→福智院町→下山 H14.07.28

56 JR奈良駅→近鉄奈良駅→高畑町→八島町→山村町 H14.07.28

57 JR奈良駅→近鉄奈良駅→高畑町→春日苑住宅→藤原台 H14.07.28

62 JR奈良駅→近鉄奈良駅→高畑町→藤原台→山村町 H14.07.28

79 近鉄奈良駅→JR奈良駅→大安寺→神殿→ｼｬｰﾌﾟ前 H14.07.28

81 大安寺→JR近鉄奈良駅→般若寺→青山住宅 H14.07.28

85 近鉄奈良駅→JR奈良駅→杏南町 H14.07.28

90 県庁前→近鉄奈良駅→JR奈良駅→神殿→ｼｬｰﾌﾟ前 H14.07.28

108 JR奈良駅→近鉄奈良駅→ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ→梅谷口→脇田→高田東口→南加茂台五丁目 H14.07.28

109 JR奈良駅→近鉄奈良駅→ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ→梅谷口→高田東口→南加茂台五丁目→加茂駅 H14.07.28

111 JR奈良駅→近鉄奈良駅→ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ→梅谷口→浄瑠璃寺→高田東口→加茂駅 H14.07.28

115 JR奈良駅→近鉄奈良駅→ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ→佐保台三丁目→高の原駅 H14.07.28

118 JR奈良駅→近鉄奈良駅→般若寺→奈良阪→青山住宅 H14.07.28

135 白土町→ｼｬｰﾌﾟ前→大安寺→JR奈良駅→近鉄奈良駅 H14.07.28

150 州見台六丁目→州見台五丁目→木津南ｿﾚｲﾕ→奈良阪→近鉄奈良駅→JR奈良駅 H14.07.28

160
奈良公園(高畑町)→大仏殿 春日大社前→近鉄奈良駅→奈良市庁前→学園前駅→西登美ヶ
丘五丁目

H14.07.28

2 三宮神社-三宮-布引-青谷-阪急六甲 H14.07.28

101 若菜通5→筒井住宅→県立美術館→脇の浜住宅 H14.07.28

4 京口・市川橋→見野 H14.07.28

6 新在家・辻井・老人大学→書写ﾛｰﾌﾟｳｪｲ H14.07.28

8 新在家・姫高前・老人大学→書写ﾛｰﾌﾟｳｪｲ H14.07.28

9 新在家・姫高前・田寺北口→大池台 H14.07.28

12 今宿・下手野・青山→新日鉄 H14.07.28

13 今宿・下手野・青山→才崎橋西詰 H14.07.28

18 今宿・下手野・青山→東蒲田(循環) H14.07.28

19 今宿・下手野・青山団地→青山ｺﾞﾙﾌ場 H14.07.28

26 土山・ｽﾎﾟｰﾂ会館・構北口・玉手・JR英賀保→新日鉄 H14.07.28

29 土山・ｽﾎﾟｰﾂ会館・英賀保→新日鉄 H14.07.28

35 土山・ｽﾎﾟｰﾂ会館・構→思案橋 H14.07.28

37 手柄・須加→姫路港 H14.07.28

39 西土山・県立病院・井の口→県商前 H14.07.28

43 商工会議所前→日出車庫 H14.07.28

循環52 市役所・中央公園・土山→姫路駅北口 H14.07.28

奈良交通

神戸市営バス

姫路市営バス



東62 庄田・市役所→姫路駅南口 H14.07.28

3 国立病院→白国南口→平野南口→大寿台団地 H14.07.28

3 国立病院→白国南口→平野南口→姫路獨協大学 H14.07.28

11 岡町→八代→西高前 H14.07.28

64 国立病院→姫路ｻﾃｨ前→野里駅→城見台 H14.07.28

岡山駅→天満屋→県庁→国富→清水→祇園→旭川荘 H14.07.28

岡山駅→天満屋→東山→自動車学校→海吉→益野団地→西大寺 H14.07.27

岡山駅→市役所入口→天満屋→東山→海吉→益野→西大寺 H14.07.28

岡山駅→天満屋→東山→岡山国際ﾎﾃﾙ→操陽団地→積水ﾊｳｽ→操南台団地 H14.07.28

岡山駅→天満屋→網浜→山陽大学→倉田→三蟠郵便局→新岡山港 H14.07.28

岡山駅→天満屋→網浜→山陽大学→四軒屋→倉田→ふれあいｾﾝﾀｰ H14.07.27

岡山駅→天満屋→日赤病院→秀天橋→玉原→三井造船→渋川荘 H14.07.28

岡山駅→天満屋→日赤病院→当新田→秀天橋→宇野駅→国道ﾌｪﾘｰ H14.07.28

岡山駅→天満屋→日赤病院→当新田→七区入口→ﾌｧｰﾏｰｽﾞ・ﾏｰｹｯﾄ H14.07.27

神姫バス

両備バス


