
<<凡例>>

系統番号 始発停留所 途中経由地 終点停留所

1)灰色の塗りつぶしは,現存しない系統のものです。

2)同一系統番号の途中折り返し,出入庫系統,運転本数の少ない系統,臨時運転の系統は,掲載を割愛したものもあり

　ます。

3)途中経由地は,停留所名の他,通り名,交差点名,地名等を掲載してます。

4)停留所名の｢○○前｣は原則として省略しています。

5)停留所名の｢○丁目｣は,ｶｯｺ書きの漢数字(○)で記載しています。

6)片方向のみの停車停留所は<→○○>(右方向のみ停車),<←○○>(左方向のみ停車)で記載しています。

7)<○○>は,一部系統が通過する停留所です

8)系統は,頭文字の駅名の五十音順に記載しています。

愛01 愛甲石田駅 高森団地 神中

愛02 愛甲石田駅 あかね台入口-高森(二) 愛甲石田駅 神中

愛10 愛甲石田駅 愛甲原住宅 神中

愛11 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-小野橋-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢病院 神中

愛15 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-小野橋-森の里中学校 森の里 神中

愛16 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-厚木西高校 森の里 神中

愛17 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-森の里青山-厚木西高校 森の里 神中

愛18 愛甲石田駅 広町橋-小野橋 松蔭大学 神中

愛19 愛甲石田駅 広町橋-小野橋 日産先進技術開発ｾﾝﾀｰ 神中

愛20 愛甲石田駅 船子-愛名入口 毛利台団地 神中

愛21 愛甲石田駅 鳴瀬 愛甲原住宅 神中

愛21 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-松蔭大学 日産先進技術開発ｾﾝﾀｰ 神中

愛24 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-愛名-六堂辻-千頭-荻野新宿 松蓮寺 神中

原17 相原 相原十字路-根岸 東京家政学院 神中

原19 相原 相原十字路-根岸-境橋 法政大学 神中

原21 相原 相原十字路-根岸-境橋 大戸 神中

原23 相原 相原十字路-真米 東京家政学院 神中

原25 相原 相原十字路-根岸-境橋-法政大学 大戸 神中

赤01 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-志村坂下-志村消防署-平和台駅 練馬駅 国際

赤01-2 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-志村坂下-平和台駅 練馬駅 国際

赤02 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-志村坂下-西台交差点-大東文化大学 成増駅北口 国際

赤06 赤羽駅東口 赤羽岩淵駅-北赤羽駅入口-浮間団地-浮間工場街 浮間舟渡駅 国際

赤20 赤羽駅東口 荒川大橋-南鳩ヶ谷駅-昭和橋-新井宿駅 川口市立医療ｾﾝﾀｰ 国際

赤21 赤羽駅東口 荒川大橋-南鳩ヶ谷駅-昭和橋 鳩ヶ谷公団住宅 国際

赤50 赤羽駅西口 赤羽郷-姥ヶ橋-十条駅 王子駅 国際

赤51 赤羽駅西口 <→赤羽郷>-<←西が丘>-本蓮沼駅-大和町-豊島病院 池袋駅東口 国際

赤52-2 赤羽駅西口 西が丘 本蓮沼駅 国際

路線バス 首都圏型 系統番号一覧
平成27年11月20日更新

http://makinota.blog.fc2.com/

事業者

【愛xx】愛甲石田駅

【原xx】相原駅

【赤xx】赤羽駅
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赤53 赤羽駅西口 赤羽郷-小豆沢(一)-志村(一)-前野小学校 ときわ台駅 国際

赤54 赤羽駅西口 桐ヶ丘高校-小豆沢住宅-赤羽郷 赤羽駅西口 国際

赤54-1 赤羽駅西口 体育館-小豆沢住宅-赤羽郷 赤羽駅西口 国際

赤54-2 赤羽駅西口 桐ヶ丘高校-体育館 赤羽駅西口 国際

赤56 赤羽駅西口 赤羽郷-小豆沢住宅-志村坂上-中台(三)-西台駅 高島平操車場 国際

赤56-2 赤羽駅西口 赤羽郷-小豆沢住宅-志村坂上 志村三丁目駅 国際

赤56-3 赤羽駅西口 赤羽郷-小豆沢住宅-志村坂上 中台三丁目 国際

赤57 赤羽駅西口 赤羽郷-本蓮沼駅-大和町-豊島病院 日大病院 国際

赤57-2 赤羽駅西口 赤羽郷-本蓮沼駅 大和町 国際

赤58 赤羽駅西口 赤羽台坂下-赤羽台高台 東京北医療ｾﾝﾀｰ 国際

赤71 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-浮間団地-浮間工場街 浮間舟渡駅 国際

赤72 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-浮間団地-浮間工場街-浮間舟渡駅 戸田公園駅 国際

赤73 赤羽駅西口 赤羽郷-小豆沢住宅-志村坂上-志村(三)駅-西台駅 西高島平駅 国際

赤80 赤羽駅西口 西が丘 赤羽車庫 国際

赤80-2 赤羽駅西口 赤羽郷 赤羽車庫 国際

赤83 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-小豆沢公園-志村坂下 志村三丁目駅 国際

赤85 赤羽駅西口 北赤羽駅入口-小豆沢公園-志村坂下-志村消防署 平和台駅 国際

赤93 ときわ台駅 前野小学校-志村(一)-小豆沢(一)-赤羽郷 赤羽車庫 国際

赤96 赤羽駅西口 体育館-小豆沢住宅-赤羽郷 赤羽車庫 国際

秋26 秋葉原駅 浜町中の橋-清澄白河駅-境川-旧葛西橋-宇喜田 葛西駅 都営

秋76 秋葉原駅東口 御茶ﾉ水駅-水道橋駅-飯田橋駅-牛込柳町-新宿駅西口 新宿車庫 都営

昭11 昭島駅南口 第四住宅-堀向-武蔵野-福生第二都営住宅 拝島駅南口 立川

昭12 昭島駅南口 松原町(三)-拝島駅-内出-睦橋東詰 福生団地中央 立川

昭13 昭島駅南口 第四住宅-堀向-美堀町-西武立川駅西-松中 松中団地操車場 立川

昭15 昭島駅南口 第四住宅-堀向-美堀町-西武立川駅西-中里-西砂川 昭島駅南口 立川

昭16 五日市街道 中里-西砂川-西武立川駅西-美堀町-堀向-第四住宅 昭島駅南口 立川

昭17 昭島駅南口 第四住宅-堀向-美堀町-西武立川駅西-中里 西砂川 立川

昭21 昭島駅北口 つつじヶ丘-西武立川駅入口-松中-ｴｽﾃｰﾄ立川 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ武蔵村山 立川

昭21-2 昭島駅北口 ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館-美堀橋-西武立川駅西-立川七中 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ武蔵村山 立川

昭22 昭島駅北口 つつじヶ丘-西武立川駅入口-松中-ｴｽﾃｰﾄ立川 I.H.I. 立川

昭22-2 昭島駅北口 ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館-美堀橋-西武立川駅西-立川七中 I.H.I. 立川

昭23 昭島駅北口 つつじヶ丘-西武立川駅入口-松中-ｴｽﾃｰﾄ立川-三ッ藤 ｲｵﾝﾓｰﾙ 立川

昭24 昭島駅北口 つつじヶ丘-西武立川駅入口-松中-ｴｽﾃｰﾄ立川-三ッ木 箱根ヶ崎駅 立川

昭26 昭島駅北口 つつじヶ丘-西武立川駅入口-松中-ｴｽﾃｰﾄ立川 春名塚 立川

昭26-2 昭島駅北口 ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館-美堀橋-西武立川駅西-立川七中 春名塚 立川

昭30 昭島駅南口 昭島市役所-田中町団地西-田中町団地-昭島市役所 昭島駅南口 立川

昭31 昭島駅南口 昭島市役所-田中町団地西 田中町団地 立川

尾01 上尾駅西口 西柏座-今泉-大久保-西上尾第一団地 西上尾第二団地 東武

尾01 上尾駅西口 川-市民体育館 西上尾第一団地 東武

尾01 上尾駅西口 川-市民体育館 西上尾第二団地 東武

尾08 上尾駅西口 西柏座-今泉-大久保 西上尾車庫 東武

尾10 上尾駅西口 川-市民体育館-西上尾第二団地-丸山公園入口-平方 ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 東武

尾52 上尾駅東口 上尾運動公園 吉野町車庫 東武

【秋xx】秋葉原駅

【昭xx】昭島駅

【尾xx】上尾駅



朝02 朝霞駅東口 積水化学 北朝霞駅 東武

朝04 朝霞駅東口 溝沼坂下-朝霞台駅-志木駅南口-北野-富士見ヶ丘 新座車庫 東武

朝05 朝霞駅東口 溝沼坂下 朝霞台駅 東武

朝22 朝霞台駅 野火止大門-新座市役所-平林寺 新座営業所 西武

朝22-1 朝霞台駅 野火止坂上 西武

朝23 朝霞台駅 朝霞第五小学校-膝折横町-新座高校-片山小学校 新座営業所 西武

朝24 朝霞台駅 泉水(三)-野火止大門-第二中学校 志木駅南口 西武

朝24-1 朝霞台駅 泉水(三)-野火止大門-新座市役所-平林寺 新座営業所 西武

朝81 朝霞駅南口 第四中学校入口-新座総合技術高校 新座栄 西武

朝82 朝霞駅南口 緑ヶ丘-新座総合技術高校-新座栄-片山小学校 新座営業所 西武

朝82-1 朝霞駅南口 緑ヶ丘-新座総合技術高校 新座栄 西武

朝83 朝霞駅南口 緑ヶ丘-新座総合技術高校 都民農園ｾｺﾆｯｸ 西武

阿01 阿佐ヶ谷駅 阿佐谷北(六)-白鷺(一)-鷺ﾉ宮駅 中村橋駅 関東

阿02 阿佐ヶ谷駅 杉並区役所-天沼-荻窪駅-日大二高-阿佐谷北(六) 白鷺一丁目 関東

阿03 阿佐ヶ谷駅 阿佐谷北(六)-阿佐谷営業所-下井草駅-富士見台駅 中村橋駅 関東

阿04 阿佐ヶ谷駅 阿佐谷北(六) 白鷺一丁目 関東

阿05 荻窪駅 天沼-杉並区役所-阿佐ヶ谷駅-阿佐谷北(六) 白鷺一丁目 関東

阿45 阿佐ヶ谷駅 阿佐谷北(六)-高円寺通-東京警察病院北門 中野駅 関東

阿50 阿佐ヶ谷駅 阿佐谷北(六)-阿佐谷営業所-下井草駅 石神井公園駅南口 関東

草24 浅草寿町 浅草雷門-本所(二)-亀戸駅-西大島駅 東大島駅 都営

草39 上野松坂屋 浅草雷門-ﾘﾊﾞｰﾋﾟｱ吾妻橋-東向島広小路-青戸車庫 金町駅 都営

草41 浅草寿町 西浅草(三)-鶯谷駅-三河島駅-町屋駅-尾竹橋-千住桜木 足立梅田町 都営

草43 浅草雷門 浅草寿町-西浅草(三)-竜泉-三ﾉ輪駅-千住大橋-千住車庫足立区役所 都営

草63 浅草寿町 三ﾉ輪駅-荒川区役所-西日暮里駅-白山上-巣鴨駅 池袋駅東口 都営

草64 浅草雷門南 東武浅草駅-荒川区役所-新三河島駅-尾久駅-王子駅 池袋駅東口 都営

綾20 青井五丁目 都営住宅-西六町-東保木間-足立車検場 竹の塚駅東口 東武

綾21 綾瀬駅 綾瀬警察署-谷中(三)-六ッ木団地 六ッ木都住 東武

綾22 綾瀬駅 青井(五)-都営住宅-西六町-東保木間-足立車検場 第五都営住宅 東武

綾23 綾瀬駅 東和(四)-大谷田 葛飾車庫 東武

綾24 綾瀬駅 青井(五)-都営住宅-西六町-東保木間-足立車検場 竹の塚駅東口 東武

綾40 綾瀬駅 青井(五)-一ッ家(三)-保塚町-花畑(三) 花畑団地 東武

綾61 綾瀬駅 加平橋-神明町-氷川神社-木曽根-中馬場-八潮車庫 八潮駅北口 東武

綾62 綾瀬駅 加平橋-神明町-氷川神社-木曽根-中馬場 八潮市役所 東武

綾63 綾瀬駅 加平橋-神明町-氷川神社-木曽根-中馬場 八潮車庫 東武

綾64 氷川神社 木曽根-中馬場-八潮車庫 八潮駅北口 東武

飯62 都営飯田橋駅 牛込神楽坂駅-牛込柳町駅-国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ 小滝橋車庫 都営

飯64 九段下 飯田橋駅-江戸川橋-早稲田-高田馬場(二)-高田馬場駅 小滝橋車庫 都営

【飯xx】飯田橋駅

【阿xx】阿佐ヶ谷駅

【草xx】浅草駅

【綾xx】綾瀬駅

【朝xx】朝霞駅,朝霞台駅



池01 池袋駅西口 [直行] 日大病院 国際

池02 池袋駅西口 ⇒要町駅-中丸町-熊野町-幸町-千川(一)-要町駅⇒ 池袋駅西口 国際

池03 池袋駅西口 ⇒要町駅-千川(一)-幸町-南町-要町駅⇒ 池袋駅西口 国際

池04 池袋駅西口 ⇒要町駅-中丸町-熊野町-南町-千川(一)-要町駅⇒ 池袋駅西口 国際

池05 池袋駅西口 要町駅-千川駅-水道ﾀﾝｸ 日大病院 国際

池07 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ南 池袋駅西口-立教大学-要町駅-千川駅-南長崎(六) 江古田二又 国際

関東

国際

池20 池袋駅西口 要町駅-中丸町-熊野町-大和町-志村坂上-西台駅 高島平操車場 国際

池21 池袋駅西口 要町駅-中丸町-熊野町-大和町-志村坂上-舟渡町 高島平駅 国際

池55 池袋駅東口 熊野町-大山-東山町 小茂根五丁目 国際

池65 池袋駅東口 目白駅-目白(五)-落合南長崎駅-哲学堂-江古田(二) 練馬車庫 都営

池80 池袋駅西口 要町駅 池袋車庫 国際

池82 池袋駅西口 ⇒要町駅-中丸町-熊野町-幸町-千川(一)-要町駅⇒ 池袋車庫 国際

池83 池袋駅西口 ⇒要町駅-千川(一)-幸町-南町-要町駅⇒ 池袋車庫 国際

池84 池袋駅西口 ⇒要町駅-中丸町-熊野町-南町-千川(一)-要町駅⇒ 池袋車庫 国際

池85 池袋車庫 要町駅-千川駅-水道ﾀﾝｸ 日大病院 国際

池86 池袋駅東口 高田馬場(二)-大久保通り-新宿伊勢丹-表参道 渋谷駅東口[循環] 都営

い01 いずみ野駅 ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ 下瀬谷 神中

い02 いずみ野駅 和泉台-立場-通信隊-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ 神中

い03 いずみ野駅 和泉台 立場 神中

い04 いずみ野駅 和泉台-原店 三ッ境駅 神中

い05 いずみ野駅 和泉台-立場-下和泉-下飯田 湘南台駅東口 神中

い06 いずみ野駅 向原-上飯田団地-いちょう団地-中屋敷-上飯田団地 いずみ野駅 神中

い07 いずみ野駅 向原-上飯田団地-いちょう団地 中屋敷 神中

い08 いずみ野駅 上飯田-中屋敷-いちょう団地-上飯田団地 長後駅東口 神中

い09 いずみ野駅 和泉台-立場-飯田 長後駅東口 神中

い10 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 泉警察署-いずみ野駅-ひなた山 上飯田車庫 神中

い11 いずみ野駅 ひなた山 上飯田車庫 神中

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

い20 いずみ野駅 阿久和団地 いずみ野駅 神中

伊06 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ 東海大学病院 神中

伊10 伊勢原駅北口 片町-道灌塚-石倉橋-小易-大山駅 大山ｹｰﾌﾞﾙ 神中

伊12 伊勢原駅北口 片町-道灌塚-石倉橋-小易 大山駅 神中

伊13 伊勢原駅北口 片町-道灌塚-石倉橋 産業能率大学 神中

伊15 伊勢原駅北口 片町 市光工業正門 神中

伊17 伊勢原駅北口 片町-道灌塚-石倉橋-産業能率大学-小易-大山駅 大山ｹｰﾌﾞﾙ 神中

伊20 伊勢原駅北口 片町-川上-温泉入口 日向薬師 神中

伊22 伊勢原駅北口 片町-道灌塚-温泉入口 日向薬師 神中

伊23 伊勢原駅北口 片町-川上-温泉入口 産業能率大学 神中

伊24 伊勢原駅北口 行政ｾﾝﾀｰ-川上-温泉入口 日向薬師 神中

伊74 伊勢原駅北口 田中-東海大学病院-高森 愛甲石田駅 神中

伊76 伊勢原駅北口 粕谷上宿-成瀬農協 愛甲石田駅 神中

【池xx】池袋駅

池11 池袋駅西口 要町駅-椎名町駅-目白(五)-哲学堂-新井薬師駅 中野駅

【いxx】いずみ野駅

【伊xx】伊勢原駅

【磯xx】磯子駅



磯6 杉田 磯子駅-屏風ヶ浦駅-森が丘-二ﾉ辻 上大岡駅 京急

入市30 入間市駅 扇町屋-東金子 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ 西武

入市30-1 入間市駅 扇町屋-東金子-三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ-東野高校入口 入間市博物館 西武

入市30-2 入間市駅 扇町屋-東金子-三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ-二本木-元狭山 箱根ヶ崎駅 西武

入市30-3 入間市駅 [直行] 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ 西武

入市30-6 入間市駅 扇町屋-東金子-三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ-二本木-元狭山 二本木地蔵 西武

入市31 入間市駅 扇町屋-東金子-二本木-元狭山 箱根ヶ崎駅 西武

入市31-1 入間市駅 扇町屋-東金子-二本木-元狭山 二本木地蔵 西武

入市31-2 入間市駅 扇町屋-東金子-東野高校入口 入間市博物館 西武

入市31-3 入間市駅 扇町屋-東金子-二本木 大妻女子大学 西武

入市32 入間市駅 扇町屋-中神-寺竹-南峯-原今井-七日市場-野上 東青梅駅 西武

入市32-1 入間市駅 扇町屋-中神-寺竹-南峯-原今井-七日市場-野上 河辺駅北口 西武

入市32-2 入間市駅 扇町屋-中神-寺竹-南峯-原今井 七日市場 西武

入市32-3 原今井 七日市場-野上 河辺駅北口 西武

入市33 入間市駅 扇町屋 中神 西武

入市33-1 入間市駅 扇町屋-中神-寺竹 南峯 西武

入市34 入間市駅 扇町屋-中神-寺竹 金子駅 西武

入市35 入間市駅 扇町屋-東金子-武蔵工業団地-宮ﾉ台 入間市博物館 西武

岩01 岩槻駅 宮下-御蔵騎西屋-富士見ヶ丘-山崎-皇山道 北浦和駅 東武

岩02 宮下 御蔵騎西屋-富士見ヶ丘-山崎-皇山道 北浦和駅 東武

岩03 東新井団地 山崎-東下木崎-皇山道 北浦和駅 東武

岩04 宮下 御蔵騎西屋-富士見ヶ丘-山崎-皇山道-北浦和駅 浦和駅 東武

岩05 東新井団地 山崎-東下木崎-皇山道-北浦和駅 浦和駅 東武

岩11 岩槻駅 岩槻高校入口-浮谷-和土郵便局-鈎上 東川口駅北口 国際

岩11-2 岩槻駅 岩槻高校入口-浮谷-目白大学-和土郵便局-鈎上 東川口駅北口 国際

岩11-3 岩槻駅 岩槻高校入口-浮谷-目白大学-和土郵便局-浦和美園駅 東川口駅北口 国際

岩12 岩槻駅 岩槻高校入口-浮谷 目白大学 国際

岩101 岩槻駅 [快速]目白大学 浦和美園駅 国際

上23 上野松坂屋 浅草寿町-浅草雷門-本所吾妻橋-押上-中居堀-八広(二) 平井駅 都営

上26 上野公園 根津駅-下谷(二)-奥浅草-とうきょうｽｶｲﾂﾘｰ駅-押上 亀戸駅 都営

上34 上野広小路 浅草寿町-浅草雷門-本所吾妻橋-東向島広小路 市川駅 京成

上37 上野松坂屋 浅草寿町-浅草雷門-本所吾妻橋-押上-中居堀-八広(二) 青戸車庫 都営

上46 上野松坂屋 浅草寿町-浅草公園六区-吉原大門-南千住汐入 南千住駅東口 都営

上58 上野松坂屋 根津駅-団子坂下-動坂下-千石(一)-大塚(三)-江戸川橋 早稲田 都営

上60 上野公園 根津駅-春日駅-白山(二)-千石(三)-大塚駅-新大塚 池袋駅東口 都営

上69 上野公園 春日駅-江戸川橋-早稲田-高田馬場(二)-高田馬場駅 小滝橋車庫 都営

うえ01 西八王子駅 日吉町-四谷-二分方入口-小田野-上野原 繊維団地 西東

浮舟01 浮間舟渡駅 舟渡町-西台駅 西台中学校 国際

【入市xx】入間市駅

【上xx】上野駅

【うえxx】上野原

【浮舟xx】浮間舟渡駅

【岩xx】岩槻駅



浦01 浦和駅東口 原山-花月-緑区役所入口-尾間木-大崎園芸植物園 東川口駅北口 国際

浦02 浦和駅東口 原山-花月-緑区役所入口-尾間木-大崎園芸植物園 浦和美園駅 国際

浦03 浦和駅東口 原山-花月-緑区役所入口-尾間木 大崎園芸植物園 国際

浦04 浦和駅東口 太田窪-明花-ｲｰｽﾄｼﾃｨ 東浦和駅 国際

浦04-2 浦和駅東口 太田窪-明花-ｲｰｽﾄｼﾃｨ-東浦和駅-尾間木 馬場折返場 国際

浦04-3 浦和駅東口 太田窪-明花-ｲｰｽﾄｼﾃｨ-東浦和駅-尾間木-野田小学校 さいたま東営業所 国際

浦05 浦和駅東口 太田窪 明花 国際

浦06 浦和駅東口 原山-花月 緑区役所入口 国際

浦08 浦和駅東口 駒場運動公園入口-市立病院 南台 国際

浦08-2 浦和駅東口 駒場運動公園入口-市立病院-南台-染谷新道 さいたま東営業所 国際

浦09 浦和駅東口 原山-花月-緑区役所入口-尾間木 東浦和駅 国際

浦10 浦和駅西口 県庁前-中浦和駅-田島 田島団地 国際

浦11 浦和駅西口 県庁前-中浦和駅-田島-南元宿 桜区役所 国際

浦11-2 浦和駅西口 県庁前-中浦和駅-田島 西浦和車庫 国際

浦12 浦和駅西口 常磐(四)-大戸-南元宿 桜区役所 国際

浦12-2 浦和駅西口 市役所-大戸-南元宿 桜区役所 国際

浦13 浦和駅西口 常磐(四)-大戸-南元宿-桜区役所-下大久保-浦和北高校 大久保浄水場 国際

浦13-2 浦和駅西口 常磐(四)-大戸-南元宿-桜区役所 下大久保 国際

浦14 浦和駅西口 県庁前-市役所南口-大戸-六間道路-常盤(九) 北浦和駅西口 国際

浦19-2 浦和駅西口 県庁前-大里-根岸(五)-辻五反田-法華田-芝園団地 蕨駅西口 国際

浦和駅西口 北浦和駅-浦高南-木崎中学校-市営ｱﾊﾟｰﾄ さいたま市立病院 東武

北浦和駅 浦高南-木崎中学校-市営ｱﾊﾟｰﾄ 山崎 東武

浦50 浦和駅東口 太田窪-谷田小学校-二十三夜坂下-文蔵 南浦和駅西口 国際

浦50-2 浦和駅東口 太田窪-谷田小学校 二十三夜坂下 国際

浦51 浦和駅東口 太田窪-原山小学校-宇宙科学館入口-総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 北浦和駅東口 国際

浦51-3 浦和駅東口 太田窪-原山小学校-宇宙科学館入口-総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 北浦和駅ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 国際

浦81 浦和駅西口 県庁前-大里-武蔵浦和駅-沼影-曲本-美女木 戸田車庫 国際

浦90 浦和駅東口 原山-花月-緑区役所入口-尾間木-野田小学校 さいたま東営業所 国際

浦91 浦和駅東口 駒場運動公園入口-中尾陸橋-芝原(一)-野田小学校 さいたま東営業所 国際

美01 浦和美園駅 浦和大学-芝原(二)-浦和ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ-駒場運動公園入口 浦和駅東口 国際

美80 浦和美園駅 浦和大学入口-浦和学院高校入口-さぎ山記念公園 さいたま東営業所 国際

美100 浦和美園駅 しらこばと水上公園 国際

恵32 恵比寿駅 目黒区総合庁舎-祐天寺-三谷-東京医療ｾﾝﾀｰ-日体大 用賀駅 東急

恵33 恵比寿駅 正覚寺-祐天寺-三谷-国立第二病院-駒沢大学駅 駒沢営業所 東急

海01 海老名駅西口 金田神社-中平-内陸工業団地-春日台団地 愛川町役場 神中

海02 海老名駅 国分-谷入口-座間駅-立野台-市営住宅-相武台前駅 相武台団地 神中

海02 海老名駅西口 [急行] 愛川町役場 神中

海03 海老名駅 国分-赤坂 かしわ台駅 神中

海04 海老名駅 中新田小学校-社家駅 有馬高校 神中

海05 かしわ台駅 赤坂-国分-海老名駅-中新田小学校-社家駅 有馬高校 神中

海06 海老名駅 河原口-ﾛｯｸﾗｰ前 座間四ッ谷 神中

海07 海老名駅 河原口-[新道]-文化ｾﾝﾀｰ-西鶴間 鶴間駅西口 神中

【美xx】浦和美園駅

【浦xx】浦和駅

【恵xx】恵比寿駅

【海xx】海老名駅

浦31



海08 海老名駅 国分-赤坂-大塚本町-さがみ野駅-西鶴間 鶴間駅西口 神中

海09 海老名駅西口 金田神社-中平-桜台-中津 愛川町役場 神中

海10 海老名駅 国分-谷入口-座間駅-立野台-市営住宅 相武台前駅 神中

海11 海老名駅 海老名運動公園 神中

海12 海老名駅 中新田小学校-社家駅-杉久保-用田辻-松葉 綾瀬車庫 神中

海13 海老名駅 国分-谷入口 相武台下駅 神中

海14 海老名駅 河原口-ﾛｯｸﾗｰ前-座間四ッ谷-座間 相武台前駅 神中

王22 王子駅 滝野川住宅-帝京大学病院-加賀(一)-板橋(四) 板橋駅 国際

王22-2 王子駅 滝野川住宅-帝京大学病院-加賀(一) 板橋四丁目 国際

王23 王子駅 十条駅-姥ヶ橋-国立西が丘競技場 赤羽車庫 国際

王30 王子駅 北区神谷町-鹿浜橋-上沼田団地-西新井大師-島根(三) 亀有駅北口 東武

王40甲 池袋駅東口 西巣鴨-王子駅-豊島(五)団地-荒川土手-西新井駅 西新井大師 都営

王40丙 王子駅 豊島(五)団地-江南中学校-宮城都住-宮城小学校 王子駅 都営

王41 王子駅 豊島(八)-新田橋-新田(三) 新田一丁目 都営

王45 王子駅 豊島(八)-新田橋-新田(三)-宮城土手上-千住桜木 北千住駅 都営

王49 王子駅 北区神谷町-鹿浜橋-上沼田団地-西新井大師-島根(三) 千住車庫 都営

王49折返 王子駅 北区神谷町-鹿浜橋-上沼田団地-西新井大師-島根(三) 足立区役所 都営

王54 王子駅 北区神谷町-中十条(四)-姥ヶ橋-大和町-ときわ台駅 上板橋駅 国際

王54-2 王子駅 北区神谷町-中十条(四)-姥ヶ橋-大和町-ときわ台駅 上板橋駅前 国際

王55 池袋駅東口 西巣鴨-王子駅-豊島(八)-ﾄﾝﾎﾞ鉛筆-ﾊｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ東 新田一丁目 都営

王57 赤羽駅東口 岩淵町-志茂(一)-北区神谷町-王子駅 豊島五丁目団地 都営

王78 王子駅 北区神谷町-大和町-豊玉北-野方駅北口-東高円寺駅 新宿駅西口 都営

青20 青梅駅 千ヶ瀬-上長渕-四谷橋-友田-小作坂下 小作駅西口 西東

泉30 大泉学園駅北口 北園-久保新田-片山小学校 福祉ｾﾝﾀｰ入口 西武

泉30-1 大泉学園駅北口 北園-久保新田-片山小学校-平林寺-新座市役所 新座駅南口 西武

泉30-2 大泉学園駅北口 北園-久保新田-片山小学校 新座営業所 西武

泉31 大泉学園駅北口 北園 都民農園ｾｺﾆｯｸ 西武

泉31-1 大泉学園駅北口 北園-都民農園ｾｺﾆｯｸ 新座栄 西武

泉32 大泉学園駅北口 北園-都民農園ｾｺﾆｯｸ-緑ヶ丘 朝霞駅南口 西武

泉33 大泉学園駅北口 北園-長久保-司法研修所-南大和-埼玉病院入口 成増駅南口 西武

泉34 長久保 司法研修所-南大和-埼玉病院入口 成増駅南口 西武

泉35-1 上石神井駅 富士街道-大泉学園駅-北園 長久保 西武

泉35-2 上石神井駅 富士街道 大泉学園駅南口 西武

泉35-3 上石神井駅 富士街道 西武車庫 西武

泉35-4 西武車庫 富士街道-大泉学園駅-北園 長久保 西武

泉35-6 西武車庫 富士街道-大泉学園駅-北園 都民農園ｾｺﾆｯｸ 西武

泉35-7 西武車庫 富士街道-大泉学園駅-北園-都民農園ｾｺﾆｯｸ 長久保 西武

泉37 大泉学園駅北口 北園 長久保 西武

泉38 大泉学園駅北口 北園-大泉桜高校 長久保 西武

泉38-1 西武車庫 富士街道→大泉学園駅→北園→大泉桜高校 長久保 西武

泉38-2 西武車庫 富士街道←大泉学苑駅←北園←大泉学園駅幼稚園 長久保 西武

泉38-3 大泉学園駅北口 北園-大泉桜高校 大泉学園小学校入口 西武

泉39 大泉学園駅北口 大泉第一小学校-司法研修所 和光市駅南口 西武

泉39-1 大泉学園駅北口 大泉第一小学校-司法研修所-<←和光市駅入口> 和光市駅南口 西武

泉39-2 大泉学園駅北口 三原台中学校 大泉第一小学校 西武

【王xx】王子駅

【青xx】青梅駅

【泉xx】大泉学園駅



井01 大井町駅 東急大井町駅-品川区役所入口-西大井駅入口 荏原営業所 東急

井03 大井町駅 大井本通り-大森駅-大田文化の森-池上営業所-池上駅 蒲田駅 東急

井05 大井町駅 大井本通り-大井(五)-大井原町 西大井駅 東急

井09 大井町駅 大井本通り-大森駅-大田文化の森-池上営業所 池上駅 東急

京急

東急

船05 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋 上大岡駅 神中

船07 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-本郷車庫-上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 栄ﾌﾟｰﾙ 神中

船08 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-本郷車庫-上郷-大道中学校 金沢八景駅 神中

船09 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-本郷車庫 みどりが丘 神中

船11 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-桂台中央-犬山 上之 神中

船13 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-鎌倉女子大 大船駅東口 神中

船14 大船駅東口 鎌倉女子大 湘南ﾊｲﾂ 神中

船15 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋 本郷車庫 神中

船16 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-公田団地 本郷車庫 神中

船17 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋 公田団地 神中

船19 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋 港南台駅 神中

船20 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋-上大岡駅-羽衣町 桜木町駅 神中

船21 大船駅西口 田谷-小雀-原宿四ッ角-通信隊 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 神中

船22 大船駅西口 田谷-小雀-原宿四ッ角-俣野公園･横浜薬大-通信隊 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 神中

船24 大船駅西口 田谷-小雀-原宿四ッ角 俣野公園･横浜薬大 神中

船25 大船駅西口 田谷-小雀-原宿四ッ角-俣野公園･横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ 神中

船27 大船駅西口 田谷-住友電工 大船駅西口 神中

船91 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-公田団地-本郷車庫 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 神中

大01 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所-染谷新道 浦和美園駅西口 国際

大02 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所-染谷新道 浦和学院高校 国際

大02-2 大宮駅東口 天沼中央通り-日大前-片柳支所-染谷新道 浦和学院高校 国際

大02-3 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所-染谷新道 浦和東高校 国際

大02-4 大宮駅東口 [直行] 浦和東高校 国際

大03 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所-染谷新道 染谷折返場 国際

大04 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所 大谷県営住宅 国際

大04-2 大宮駅東口 天沼中央通り-自治医大医療ｾﾝﾀｰ-日大前-片柳支所 大谷県営住宅 国際

大04-3 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所 東部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 国際

大05 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野 日大前 国際

大10 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前 東新井団地 国際

大11 大宮駅東口 天沼中央通り 自治医大医療ｾﾝﾀｰ 国際

大12 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-高鼻-西浦-芝川新橋-堀の内橋 大宮駅東口 国際

大12-2 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-高鼻 西浦 国際

大14 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-導守-東大宮駅 深作中 国際

大15 大宮駅東口 寿能住宅-大和田-導守-西中野-芝川新橋-堀の内橋 大宮駅東口 国際

大15-2 大宮駅東口 寿能住宅-芝川-導守-西中野-芝川新橋-堀の内橋 大宮駅東口 国際

大22 大宮駅西口 稲荷前-西武車庫-三橋(五)-新屋敷-西遊馬 川越ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 西武

大23 大宮駅西口 稲荷前-西武車庫-三橋(五)-新屋敷 西遊馬 西武

大25 大宮駅西口 稲荷前-西武車庫-青葉園 佐知川原 西武

大31 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-佐知川-西遊馬 指扇駅 西武

【船xx】大船駅

【大xx】【大都xx】大宮駅

【井xx】大井町駅

井20 大井町駅東口 大井競馬場



大32 大宮駅西口 上小町-中並木-三橋(四)-藤橋 加茂川団地 西武

大33 大宮駅西口 上小町-中並木-三橋(四)-藤橋-加茂川団地 大宮南高校 西武

大34 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-飯田宿-二ッ宮-上福岡駅入口 所沢駅東口 西武

大34-1 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-飯田宿-二ッ宮-上福岡駅入口 中富 西武

大36 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-三条町 二ッ宮 西武

大36 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-飯田宿 二ッ宮 西武

大37 大宮駅西口 上小町-中並木-水判土-飯田宿-二ッ宮 馬宮団地 西武

大38 大宮駅西口 上小町-中並木-並木南町-東上小町-日赤入口 大宮駅東口 西武

大39 大宮駅西口 上小交番-円阿弥-白鍬 加茂川団地 西武

大39-1 大宮駅西口 上小交番-円阿弥-白鍬 さいたま市民医療ｾﾝﾀｰ 西武

大40 大宮駅西口 上小交番-円阿弥-白鍬-<加茂川団地> 大宮南高校 西武

大41 大宮駅西口 上小交番-円阿弥-白鍬-大宮南高校-三条町 水判土 西武

大42 大宮駅東口 赤芝･大宮中央総合病院入口-植竹-本郷住宅-前原 宮原駅東口 東武

大43 大宮駅東口 高校入口-庚申前-天沼中央通り 大宮駅東口 東武

大44 大宮駅東口 東仲町 天沼車庫 東武

大45 大宮駅東口 赤芝･大宮中央総合病院入口-植竹-本郷住宅-前原 原市中学校入口 東武

大47 大宮駅東口 寿能住宅-神明橋-第二住宅入口-本郷新田-工業団地北 吉野町車庫 東武

大50 大宮駅東口 芝川-大和田-導守-風渡野-宮ヶ谷塔 岩槻駅 東武

大51 大宮駅東口 赤芝･大宮中央総合病院入口-北区役所-宮原駅入口 上尾駅東口 東武

大53 大宮駅東口 赤芝･大宮中央総合病院入口-北区役所-宮原駅入口 吉野町車庫 東武

大60 大宮駅西口 大成(三)-櫛引-清河寺-運輸支局-平方上野 西上尾車庫 東武

大61 大宮駅西口 稲荷前-櫛引中央-櫛引-日進公園-三進自動車 ｼﾃｨﾊｲﾂ三橋 東武

大62 大宮駅西口 大成(三)-櫛引-清河寺-運輸支局-平方上野-平方 丸山公園 東武

大65 大宮駅西口 大成(三)-櫛引-清河寺-運輸支局-ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ入口-平方 丸山公園 東武

大65 大宮駅西口 大成(三)-櫛引-清河寺-運輸支局 ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 東武

大68 大宮駅西口 稲荷前-櫛引中央-県営三橋団地 三橋総合公園 東武

大69 大宮駅西口 稲荷前-櫛引中央-櫛引-自衛隊-三進自動車 ｼﾃｨﾊｲﾂ三橋 東武

大81 大宮駅東口 堀の内橋-芝川新橋-西中野-日大前-片柳支所-染谷新道 さいたま東営業所 国際

大都23 大宮駅東口 さいたま新都心駅東口-北袋-上木崎-西高前-山崎 さいたま市立病院 東武

大都24 大宮駅東口 さいたま新都心駅東口-北袋-上木崎-西高前-山崎 東新井団地 東武

森20 大森駅東口 大森海岸駅 大井競馬場 京急

森22 大森駅東口 大森海岸駅-しながわ区民公園-大井競馬場駅-中央公園 八潮ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 京急

森24 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜島[循環] 大森駅東口 京急

森25 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-昭和島[循環] 大森駅東口 京急

森26 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-大森東中学校-北糀谷 森ヶ崎 京急

森27 大森駅東口 八幡通り-平和島駅-大森東中学校 大森東五丁目 京急

森28 大森駅東口 大森海岸駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-流通ｾﾝﾀｰ-平和島[循環] 大森駅東口 京急

森29 大森駅東口 大森海岸駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島 平和島ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ場 京急

森30 大森駅東口 大森海岸駅-中央公園-台場駅 船の科学館駅 京急

森31 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ[循環] 大森駅東口 京急

森32 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-城南島[循環] 大森駅東口 京急

森33 大森駅東口 八幡通り-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-流通ｾﾝﾀｰ-平和島[循環] 大森駅東口 京急

森34 大森駅東口 八幡通り-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 京急

森36 大森駅東口 大森海岸駅-平和島駅-流通ｾﾝﾀｰ-京浜島-昭和島 大森駅東口 京急

森40 大森駅東口 平和島駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-中央公園-台場駅 船の科学館駅 京急

森41 大森車庫 ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-平和島駅-京浜島-昭和島 大森車庫 京急

森45 大森駅東口 大森海岸駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-流通ｾﾝﾀｰ-京浜島-昭和島大森駅東口 京急

森46 大森駅東口 大森海岸駅-ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ平和島-流通ｾﾝﾀｰ-京浜島[循環] 大森駅東口 京急

森50 大森駅東口 八幡通り-沢田通り-東邦大学 蒲田駅東口 京急

森56 大森駅東口 八幡通り-沢田通り-大森東中学校-北糀谷 森ヶ崎 京急

森91 大森操車所 大森駅-馬込駅-夫婦坂-長原-野沢銀座-上馬-若林駅 新代田駅 東急

【森xx】大森駅



荻05 荻窪駅 日大二高-阿佐谷北(六) 白鷺一丁目 関東

荻06 荻窪駅 日大二高-阿佐谷北(六)-白鷺(一)-鷺ﾉ宮駅 中村橋駅 関東

荻07 荻窪駅 日大二高-阿佐谷北(六)-白鷺(一)-鷺ﾉ宮駅-中村橋駅 練馬駅 関東

荻10 荻窪駅 清水(二)-中瀬中学校-下井草(一) 下井草駅 関東

関東

西武

関東

西武

荻12-1 荻窪駅 清水(二)-井荻駅入口 南田中車庫 西武

荻13 荻窪駅 荻窪警察署 上井草駅 西武

荻14 荻窪駅 荻窪警察署-上井草駅-JA東京あおば 石神井公園駅南口 西武

荻15 阿佐ヶ谷駅 荻窪駅-仲通り-上井草駅-富士街道-大泉学園駅 長久保 西武

荻15-1 阿佐ヶ谷駅 荻窪駅-仲通り-上井草駅-富士街道 西武車庫 西武

荻15-2 阿佐ヶ谷駅 荻窪駅-仲通り-上井草駅-富士街道 大泉学園駅 西武

荻17 荻窪駅 清水(二)-井荻駅入口-八成橋 練馬高野台駅 西武

荻18 荻窪駅 仲通り-上井草保健ｾﾝﾀｰ-上井草ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ-仲通り 荻窪駅 西武

荻30 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-善福寺 青梅街道営業所 関東

荻31 荻窪駅 荻窪警察署 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ荻窪 関東

荻32 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-善福寺-青梅街道(営)-関町(二) 武蔵関駅 関東

荻34 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-善福寺-青梅街道(営)-関町(二) 北裏 関東

荻35 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-善福寺-青梅街道(営)-関町(二) 武蔵野大学 関東

荻36 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-善福寺公園 南善福寺 関東

荻40 荻窪駅 荻窪警察署-桃井(四)-西荻窪駅 立教女学院 関東

荻51 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-松渓中学校 ｼｬﾚｰﾙ荻窪 関東

荻52 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南 柳窪 関東

荻53 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-柳窪 五日市街道営業所 関東

荻54 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-柳窪-高井戸駅 芦花公園駅 関東

荻55 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-柳窪-高井戸駅-芦花公園駅-烏山-北野 新川団地北口 関東

荻56 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-柳窪 日本年金機構入口 関東

荻58 荻窪駅南口 荻窪(四)-川南-柳窪-高井戸駅-芦花公園駅-千歳烏山駅 北野 関東

荻60 荻窪駅南口 荻窪(四)-大宮前体育館 宮前一丁目 関東

奥09 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋-深山橋-留浦 鴨沢西 西東

奥10 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋-深山橋-留浦-鴨沢西 丹波 西東

奥11 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋-深山橋 留浦 西東

奥12 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋-深山橋-田元橋 小菅の湯 西東

奥13 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋 大津久 西東

奥14 奥多摩駅 境橋-水根-奥多摩湖-峰谷橋 峰谷 西東

奥15 奥多摩駅 境橋-水根 奥多摩湖 西東

奥20 奥多摩駅 川乗橋-倉沢-東日原 鍾乳洞 西東

奥21 奥多摩駅 川乗橋-倉沢 東日原 西東

奥30 奥多摩駅 白丸-鳩の巣-古里駅-桜木-川井駅-南平 上日向 西東

奥31 奥多摩駅 白丸-鳩の巣-古里駅-桜木-川井駅-南平-上日向 清東橋 西東

奥32 奥多摩駅 もえぎの湯入口 奥多摩駅 西東

小02 小作駅東口 西東京団地-中原-物見塚-三ッ原西-東芝西門 小作駅東口 西東

小03 小作駅東口 東芝西門-三ッ原西-物見塚-中原-西東京団地 小作駅東口 西東

小05 小作駅西口 友田-四谷橋-長渕(一)-千ヶ瀬(二) 河辺駅南口 西東

【荻xx】荻窪駅

荻11 荻窪駅 清水(二)-井荻駅入口-八成橋 石神井公園駅

荻12 荻窪駅 清水(二) 井荻駅

【奥xx】奥多摩駅

【小xx】小作駅



小06 小作駅西口 友田-菅生-菅生高校-菅生-菅瀬橋 秋川駅 西東

小12 西東京団地 小作駅入口-友田-菅生 菅生高校 西東

小13 小作駅西口 友田-菅生 菅生高校 西東

小14 小作駅西口 友田-菅生-菅生学園学びの城 菅生高校 西東

小15 小作駅西口 友田-菅生 菅生学園学びの城 西東

小04 小田急相模原駅 国立相模原病院-麻溝台 北里大学･北里大学病院 神中

小06 小田急相模原駅 豊町 相模大野駅北口 神中

小11 小田急相模原駅 国立相模原病院-新磯野 相武台ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 神中

小14 小田急相模原駅 国立相模原病院-麻溝台-北里大学病院･北里大学 麻溝車庫 神中

茶51 秋葉原駅 御茶ﾉ水駅-順天堂病院-本郷(三)駅-東大赤門-本郷追分 駒込駅 都営

柿21 柿生駅北口 下麻生-早野-上鉄鴨志田口-日体大-横浜美術大学 こどもの国 小田

柿22 柿生駅北口 下麻生-早野-上鉄鴨志田口 桐蔭学園 小田

柿23 柿生駅北口 下麻生-早野-上鉄鴨志田口-桐蔭学園入口 市が尾駅 小田

柿24 柿生駅北口 片平-下黒川-坂浜-稲城市役所-矢野口駅 調布駅南口 小田

柿24 柿生駅北口 片平-下黒川-坂浜 稲城駅 小田

柿25 柿生駅北口 下麻生-上鉄鴨志田口-鴨志田団地-寺家ふるさと村 柿生駅北口 小田

葛西21 葛西駅 東葛西(六)-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 都営

葛西22 葛西駅 仲町東組-雷-浦安橋-下今井-今井 一之江駅 都営

葛西24 船堀駅 宇喜田小学校-葛西郵便局-葛西駅-堀江団地 なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ 都営

臨海22 臨海車庫 葛西市場-新田住宅-西葛西駅-宇喜田-区立自然動物園 船堀駅 都営

臨海28甲 葛西臨海公園駅 堀江団地-葛西駅-古川親水公園-一之江駅 一之江橋西詰 都営

臨海28乙 臨海車庫 葛西ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ-堀江団地-葛西駅-古川親水公園 一之江駅 都営

柏01 柏駅西口 団地ｾﾝﾀｰ-向原住宅 柏駅西口 東武

柏02 柏駅西口 向原住宅-三間-高田野鳥公園入口-松ヶ崎 柏駅西口 東武

柏03 柏駅西口 北柏駅入口-市立柏病院-花野井木戸-柏たなか駅 柏市立高校 東武

柏04 柏駅西口 北柏駅入口-土谷津入口 布施弁天 東武

柏05 柏駅西口 香取台-若柴-松ヶ丘住宅-松ヶ崎 柏駅西口 東武

新宿台-八木中学校-芝崎-中団地-流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 流山駅東口 東武

新宿台-八木中学校 免許ｾﾝﾀｰ 東武

柏07 南柏駅西口 前ヶ崎-八木中学校-芝崎-中団地-流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 流山駅東口 東武

柏08 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅東口 北柏ﾗｲﾌﾀｳﾝ[循環] 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅東口 東武

柏09 柏駅西口 松ヶ崎-松ヶ丘住宅-若柴 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅東口 東武

柏10 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅東口 花野井木戸 東急柏ﾋﾞﾚｼﾞ 東武

柏11 柏駅西口 北柏駅入口-土谷津入口 三井団地 東武

【小xx】小田急相模原駅

【茶xx】御茶ノ水駅

【柿xx】柿生駅

【葛西xx】葛西駅

【臨海xx】葛西臨海公園駅

【柏xx】柏駅

柏06 柏駅西口



柏12 柏駅西口 香取台 柏市立高校 東武

柏13 柏たなか駅 市立柏高校入口-大利根温泉-電建第一住宅[循環] 柏たなか駅 東武

柏14 柏駅西口 北柏駅入口-市立柏病院-花野井木戸 東急柏ﾋﾞﾚｼﾞ 東武

柏15 柏駅西口 向原住宅-三間-梅林 高田車庫 東武

柏22 柏駅東口 新田原-中の橋-大木戸 小野塚台 東武

柏25 柏駅東口 新田原-中の橋-大木戸-若白毛-手賀農協 手賀の丘公園 東武

柏26 柏駅東口 新田原-名戸ヶ谷-増尾駅入口-増尾新田-酒井根-今谷 南柏駅東口 東武

柏27 柏駅東口 新田原-中の橋-大木戸-若白毛-手賀農協-手賀 布瀬 東武

柏28 柏駅東口 泉町-常磐台 名戸ヶ谷 東武

柏29 柏駅東口 新田原 名戸ヶ谷 東武

柏31 柏駅東口 新田原-中の橋-大木戸-沼南庁舎 沼南車庫 東武

柏32 柏駅東口 新田原-中の橋-大木戸 沼南庁舎 東武

柏33 柏駅東口 新田原-名戸ヶ谷 新柏駅 東武

柏41 柏駅西口 団地ｾﾝﾀｰ-三間-梅林 高田車庫 東武

柏44 柏駅西口 向原住宅-三間-梅林-柏の葉高校-税関研修所 国立がん研究ｾﾝﾀｰ 東武

春06 春日部駅西口 春日部高校入口-栄町(三)-内牧小学校-内牧彩光苑 国民年金春日部ｴﾐﾅｰｽ 東武

春07 春日部駅西口 地方庁舎-大沼公園-大沼記念会館-春日部車庫 かすかべ温泉 東武

春08 春日部駅西口 市役所-市立病院-大沼公園-大沼記念会館-みどり住宅 武里駅西口 東武

春09 春日部駅西口 地方庁舎-大沼公園-市立病院-市役所 春日部駅西口 東武

春10 春日部駅西口 市役所-市立病院-大沼公園-大沼記念会館-春日部車庫 かすかべ温泉 東武

春11 春日部駅西口 市役所-市立病院-大沼公園-大沼記念会館-みどり住宅 せんげん台駅 東武

八8 金沢八景駅 柳町-関東学院東-関東学院正門-内川橋 金沢八景駅 京急

八20 金沢八景駅 六浦 大道中学校 京急

八21 金沢八景駅 六浦-大道中学校 三信住宅 京急

文1 金沢文庫駅西口 赤井-宮ヶ谷-夏山 野村住宅ｾﾝﾀｰ 京急

文2 金沢文庫駅西口 赤井-宮ヶ谷-夏山-野村住宅ｾﾝﾀｰ 野村住宅西口 京急

文3 金沢文庫駅西口 赤井-宮ヶ谷-夏山-野村住宅ｾﾝﾀｰ-ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ中央 ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ入口 京急

文5 金沢文庫駅西口 赤井-小泉-白山道-六浦-金沢八景-町屋 金沢文庫駅西口 京急

文6 金沢文庫駅西口 町屋-金沢八景-六浦-白山道-小泉-赤井 金沢文庫駅西口 京急

文7 金沢文庫駅西口 小泉-ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ入口-ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ中央 関東学院大学 京急

文8 金沢文庫駅西口 宮ヶ谷-市民の森入口-釜利谷高校-ｼﾃｨ能見台東 能見台車庫 京急

文9 金沢文庫駅西口 宮ヶ谷-市民の森入口-釜利谷高校-能見台ｾﾝﾀｰ 氷取沢高校 京急

文10 金沢文庫駅西口 赤井-小泉-白山道-ｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ入口-高舟台[循環] 金沢文庫駅西口 京急

文11 金沢文庫駅西口 赤井-小泉-白山道 八景台住宅 京急

文13 金沢文庫駅 称名寺-金沢園 柴町 京急

文15 金沢文庫駅 町屋-洲崎-平潟-染王寺-夕照橋-日産自動車 追浜車庫 京急

文16 金沢文庫駅 西柴(四) 海の公園 京急

文17 金沢文庫駅 西柴(四)-海の公園-東柴町-金属団地[循環] 金沢文庫駅 京急

文18 金沢文庫駅 西柴(四)-海の公園 東柴町 京急

文19 金沢文庫駅 西柴(四)-海の公園-東柴町-ﾍﾘﾎﾟｰﾄ[循環] 金沢文庫駅 京急

文20 金沢文庫駅西口 小泉-白山道公園-自治会館-高舟台[循環] 金沢文庫駅西口 京急

文21 金沢文庫駅西口 [急行]夏山 金沢動物園 京急

【河xx】河辺駅

【文xx】金沢文庫駅

【八xx】金沢八景駅(京急バス)

【春xx】春日部駅



河10 河辺駅北口 野上町(三) 青梅看護専門学校 西東

河11 河辺駅北口 野上町(三)-霞橋-塩船観音入口-藤橋-小作駅東口 西東京団地 西東

河13 河辺駅南口 千ヶ瀬(二)-上長渕 明星大学 西東

河14 河辺駅南口 千ヶ瀬(二)-上長渕 市民斎場 西東

鎌1 鎌倉駅 六地蔵 大仏前 京急

鎌2 鎌倉駅 六地蔵-大仏前 梶原 京急

鎌3 鎌倉駅 六地蔵-大仏前-常磐口-梶原-富士見台-常磐口-大仏前 鎌倉駅 京急

鎌4 鎌倉駅 六地蔵-大仏前-常磐口-旭ヶ丘 鎌倉山 京急

鎌5 鎌倉駅 六地蔵-大仏前-常磐口-旭ヶ丘-鎌倉山 諏訪ヶ谷 京急

鎌6 鎌倉駅 六地蔵-大仏前-常磐口-旭ヶ丘-鎌倉山-諏訪ヶ谷 江ﾉ島 京急

鎌11 鎌倉駅 海岸橋-臨海学園-上河原 鎌倉駅 京急

鎌12 鎌倉駅 上河原-臨海学園-九品寺 鎌倉駅 京急

鎌20 鎌倉駅 八幡宮-岐れ道 大塔宮 京急

鎌23 鎌倉駅 八幡宮-岐れ道-杉本観音-十二所 鎌倉霊園正門大刀洗 京急

鎌24 鎌倉駅 八幡宮-岐れ道-杉本観音-十二所-鎌倉霊園正門大刀洗 金沢八景駅 京急

鎌30 鎌倉駅 名越-緑ヶ丘入口-久木新道-新宿 逗子駅 京急

鎌31 鎌倉駅 名越 緑ヶ丘入口 京急

鎌36 鎌倉駅 八幡宮-岐れ道-杉本観音 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ[循環] 京急

鎌40 鎌倉駅 九品寺-材木座-小坪-亀ヶ丘-新宿 逗子駅 京急

鎌41 鎌倉駅 九品寺-材木座 小坪 京急

鎌50 鎌倉駅西口 一向堂-常磐口-梶原-富士見台 山の上ﾛｰﾀﾘｰ 京急

鎌51 鎌倉駅西口 一向堂-常磐口-梶原-富士見台-山の上ﾛｰﾀﾘｰ 鎌倉中央公園 京急

上1 上大岡駅 大久保町 南高校 京急

上2 上大岡駅 二ﾉ辻-森が丘-東二ﾉ辻 上大岡駅 京急

上3 上大岡駅 二ﾉ辻-森が丘-汐見台小学校-広町-笹堀 上大岡駅 京急

上5 上大岡駅 二ﾉ辻-森が丘-屏風ヶ浦駅 杉田 京急

上7 上大岡駅 笹堀-泉台中央-広町-笹堀 上大岡駅 京急

上06 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口-清水橋 天神橋 神中

上07 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口 神中

上31 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-吉原 上大岡駅 神中

上32 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口-清水橋 港南台駅 神中

上63 港南区役所笹下町 上大岡駅-吉野町駅-羽衣町 県庁入口 神中

上65 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-上永谷駅-吉原-上大岡駅-羽衣町 県庁入口 神中

上67 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-上永谷駅-吉原 上大岡駅 神中

上68 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口 洋光台駅 神中

上72 上大岡駅 港南区役所笹下町 神中

上96 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-品濃口-柏尾 不動坂 神中

上202 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-平戸-品濃口 東戸塚駅 神中

有64 亀有駅北口 大谷田(一)-足立郷土博物館 六ッ木都住 東武

有65 亀有駅北口 大谷田(一)-足立郷土博物館-潮止橋北 八潮駅南口 東武

【鎌xx】鎌倉駅

【上xx】上大岡駅(京急バス)

【上xx】上大岡駅(神奈中バス)

【有xx】亀有駅



亀21 亀戸駅 大島駅-北砂(七)-亀高橋-旧葛西橋-南砂(六) 東陽町駅 都営

亀23 亀戸駅 西大島駅-北砂(五)団地-北砂(七)-亀高橋-南砂町駅 江東高齢者医療ｾﾝﾀｰ[循環] 都営

亀24 亀戸駅 西大島駅-大島駅-東大島駅入口-東砂(三) 葛西橋 都営

亀26 亀戸駅 小松川(三)-小松川警察署-京葉交差点-松江-一之江駅 今井 都営

亀29 亀戸駅 西大島駅-境川-旧葛西橋-西葛西駅-葛西駅通り なぎさﾆｭｰﾀｳﾝ 都営

川30 桜木 川井駅-南平 上日向 西東

川31 桜木 川井駅-南平-上日向 清東橋 西東

川01 川口駅東口 市役所-青木橋-二軒在家 朝日三丁目 国際

川02 川口駅東口 川口元郷駅-朝日(六)-弥平町-東領家(一)-川口元郷駅 川口駅東口 国際

川02-2 川口駅東口 川口元郷駅-朝日(六)-弥平町 東領家一丁目 国際

川04 川口駅東口 川口元郷駅-元郷中学校-弥平町-入谷町 舎人団地 国際

川07 川口駅東口 市役所-青木橋-南鳩ヶ谷駅-赤井(二) ｻﾝﾃﾋﾟｱ 国際

川14 川口駅東口 川口元郷駅-元郷中学校-弥平町-入谷町 舎人駅[循環] 国際

川14-2 川口駅東口 川口元郷駅-元郷中学校-弥平町-入谷町 舎人駅 国際

川15 川口駅東口 加賀団地-舎人公園駅-谷在家駅-皿沼不動 川口駅東口 国際

川16 川口駅東口 川口元郷駅-弥平町-入谷町-弥平町-川口元郷駅 川口駅東口 国際

川19 川口駅東口 総合高校-上根橋-道合-ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-木曽呂-新町東 戸塚安行駅 国際

川20 川口駅東口 総合高校-上根橋-道合-ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-木曽呂-差間中央 東川口駅南口 国際

川23 川口駅東口 総合高校-上根橋-道合-川口市立医療ｾﾝﾀｰ 新井宿駅 国際

川越01 川越駅 本川越駅-仲町-札の辻-喜多町-神明町 神明町車庫 東武

川越02 川越駅 本川越駅-神明町-落合橋-伊草学校-南戸守-今泉 東松山駅 東武

川越03 川越駅 本川越駅-神明町-落合橋-伊草学校-荒子-古名-鴻巣駅 鴻巣免許ｾﾝﾀｰ 東武

川越35 本川越駅 川越駅西口-尚美学園大学-的場-霞ヶ関中学校 かすみ野 西武

川越36 川越駅西口 尚美学園大学-的場-霞ヶ関中学校 かすみ野 西武

川越50 川越駅西口 [直通] 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ 西武

川越61 川越駅西口 市立川越高校-四都野台南 南大塚駅南口 西武

川越62 川越駅西口 市立川越高校-四都野台南-南大塚駅南口-南台 新狭山駅南口 西武

川越100 川越駅西口 本川越駅 川越水上公園 西武

川01 川崎駅 本町(一)-久根崎-港町-大師 殿町 臨港

川02 川崎駅 市役所-労働会館-台町-昭和町-日出町 殿町 臨港

川03 川崎駅 市役所-労働会館-台町-四谷下町-日出町-大師河原 浮島ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 臨港

川03 川崎駅 市役所-労働会館-台町-四谷下町 塩浜営業所 臨港

川04 川崎駅 市役所-労働会館-台町-四谷下町-塩浜 市営埠頭 川市

川05 川崎駅 市役所-労働会館-台町-四谷下町-塩浜-千鳥町 東扇島[循環] 川市

川21 川崎駅 さつき橋-大島(四)-藤崎(四)-臨港警察署-日立造船入口 水江町 臨港

川21 川崎駅 さつき橋-大島(四)-藤崎(四)-臨港警察署-日立造船入口 ｴﾘｰﾊﾟﾜｰ 臨港

川21 川崎駅 さつき橋-大島(四)-藤崎(四)-臨港警察署 塩浜営業所 臨港

川22 川崎駅 さつき橋-追分-四ッ角-浜町(二)-扇橋-昭和電工 三井埠頭 臨港

川23 川崎駅 さつき橋-追分-四ッ角-藤崎(四) 大師 臨港

【川越xx】川越駅

【川xx】川崎駅

【亀xx】亀戸駅

【川xx】川井駅

【川xx】川口駅



川24 川崎駅 さつき橋-追分-鋼管病院-JFE-富士電機-京町-二の辻 川崎駅 臨港

川24 川崎駅 南町-渡田新町-成就院-小田栄 浜川崎営業所 臨港

川25 川崎駅 <←さつき橋>-成就院 富士電機 臨港

川26 川崎駅 成就院-小田郵便局-浅田(二)-入船橋-平安町(二) 川崎駅 臨港

川27 川崎駅 渡田(四)-京町-小田(二)-浅間前-白石駅-大川橋 日清製粉 臨港

川28 川崎駅 二の辻-京町-富士電機-JFE-鋼管病院-追分-さつき橋 川崎駅 臨港

川29 川崎駅 平安町(二)-入船橋-富士電機-成就院-さつき橋 川崎駅 臨港

川29 川崎駅 平安町(二) ﾖｺﾊﾏｱｲﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 臨港

川30 川崎駅 二の辻-京町-芦穂橋-鶴見区総合庁舎入口-汐鶴橋 鶴見駅東口 臨港

川50 川崎駅西口 国道尻手-新鶴見橋-三ッ池道-東寺尾 鶴見駅西口 臨港

川51 川崎駅西口 尻手駅-末吉橋-上末吉-駒岡十字路-一の瀬 綱島駅 臨港

川53 川崎駅西口 尻手駅-末吉橋-江川町-越路-北加瀬 元住吉 臨港

川54 川崎駅西口 尻手駅-江ヶ崎-江川町-越路-北加瀬 元住吉 臨港

川56 川崎駅西口 幸警察署-矢向駅-夢見ヶ崎動物公園-末吉橋-尻手駅 川崎駅 臨港

川57 川崎駅西口 尻手駅-末吉橋-夢見ヶ崎動物公園-矢向駅-幸警察署 川崎駅 臨港

川60 川崎駅西口 幸警察署-塚越-鹿島田駅-新川崎駅-北加瀬 元住吉 臨港

川60 川崎駅西口 幸警察署 神明町車庫 臨港

川61 川崎駅西口 幸警察署-矢向駅-夢見ヶ崎動物公園-越路-北加瀬 元住吉 臨港

川63 川崎駅西口 幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-越路-苅宿-元住吉 新城駅 川市

川64 川崎駅西口 幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-越路-苅宿-元住吉 蟹ヶ谷 川市

川66 川崎駅西口 幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-越路-苅宿-元住吉 井田病院 川市

川67 川崎駅西口 幸警察署-夢見ヶ崎動物公園-越路-苅宿 横須賀線小杉駅 川市

川68 井田病院 井田営業所-子母口-千年 新城駅 川市

川69 川崎駅西口 幸警察署-矢向駅-小倉-夢見ヶ崎動物公園-江川町 川崎駅 臨港

北朝01 北朝霞駅 下宗岡(四)-下宗岡(二) 北朝霞駅 東武

北浦03 北浦和駅 南与野駅入口-鈴谷札の辻-栄和北町 埼玉大学 西武

北浦10 北浦和駅 里見通り-鈴谷-さいたま劇場入口-大久保団地-大久保 浦和北高校 西武

北浦11 北浦和駅 里見通り-鈴谷-さいたま劇場入口-大久保団地 大久保 西武

北浦12 北浦和駅 里見通り-鈴谷-さいたま劇場入口 大久保団地 西武

北浦15 北浦和駅 里見通り-鈴谷-さいたま劇場入口-大久保団地-大久保 加茂川団地 西武

北小金01 北小金駅 庚申塚 南柏駅東口 東武

北11 北千住駅 四ッ家町-青井ふれあい公園入口-六町駅 花畑車庫 東武

習06 北習志野駅 習志野台(三)-第二小学校入口-習志野(一) 習志野車庫 新京

北02 北本駅西口 北本団地[循環] 北本駅西口 東武

【北xx】北千住駅

【習xx】北習志野駅

【北浦xx】北浦和駅

【北xx】北本駅

【北朝xx】北朝霞駅

【北小金xx】北小金駅



吉50 吉祥寺駅 成蹊学園 関東

吉51 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館 武蔵野営業所 関東

吉52 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-緑町(二) 電通裏 関東

吉53 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-緑町(二) 柳沢駅 関東

吉54 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館 武蔵野市役所 関東

吉55 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野市役所-北裏 柳沢駅 関東

吉60 吉祥寺駅 関町南(二)-上石神井駅-富士街道-石神井公園駅 成増町 西武

吉60-1 吉祥寺駅 関町南(二)-上石神井駅-富士街道 西武車庫 西武

吉60-2 吉祥寺駅 関町南(二)-上石神井駅-富士街道-石神井公園駅 谷原三丁目 西武

吉60-3 吉祥寺駅 関町南(二)-上石神井駅-富士街道 石神井公園駅北口 西武

吉60-4 吉祥寺駅 関町南(二)-上石神井駅-関町南(二) 吉祥寺駅 西武

吉61 吉祥寺駅 関町南(二)-武蔵関駅入口-富士街道-大泉学園駅 都民農園ｾｺﾆｯｸ 西武

吉61-1 吉祥寺駅 関町南(二)-武蔵関駅入口-富士街道-大泉学園駅 新座栄 西武

吉61-3 西武車庫 富士街道-大泉学園駅-北出張所-都民農園ｾｺﾆｯｸ 新座栄 西武

吉62 吉祥寺駅 関町南(二)-武蔵関駅入口 西武車庫 西武

吉62-1 吉祥寺駅 関町南(二)-武蔵関駅入口-富士街道 大泉学園駅南口 西武

吉62-2 吉祥寺駅 関町南(二) 武蔵関駅入口 西武

吉62-3 吉祥寺駅 関町南(二) 吉祥寺通り入口 西武

吉63 吉祥寺駅 関町南(二)-北裏-東伏見坂上-柳沢駅通り-保谷庁舎 保谷駅南口 西武

吉64 吉祥寺駅 関町南(二)-北裏-東伏見坂上-柳沢-田無駅入口-橋場 花小金井駅 西武

吉66 吉祥寺駅 関町南(二)-武蔵関駅入口-東伏見駅北口-天神山 保谷駅南口 西武

吉72 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-武蔵野大学 桜堤団地 関東

吉73 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-武蔵野大学 向台町五丁目 関東

吉74 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-武蔵野大学 関町西公園 関東

吉75 吉祥寺駅 成蹊学園-市民文化会館-武蔵野営業所-武蔵野大学 ヴｨｰｶﾞｰﾃﾞﾝ西東京 関東

吉80 吉祥寺駅 武蔵野第三中学校-東京女子大-地蔵坂上-善福寺 青梅街道営業所 関東

吉81 吉祥寺駅 武蔵野第三中学校-東京女子大-地蔵坂上-善福寺 上石神井駅 関東

衣2 衣笠十字路 衣笠城址-武山-須軽谷-高円坊 三浦海岸駅 京急

衣3 衣笠十字路 衣笠城址-武山-林 横須賀市民病院 京急

衣4 衣笠十字路 衣笠城址-武山-林-横須賀市民病院 大楠芦名口 京急

衣5 衣笠十字路 衣笠城址-武山-林 長井 京急

衣6 衣笠十字路 衣笠城址-武山-林-長井 三崎口駅 京急

衣13 衣笠駅 池上十字路-大楠登山口 上山口小学校 京急

衣14 衣笠駅 池上十字路-大楠登山口-上山口小学校-葉山大道 葉山町福祉文化会館 京急

衣19 衣笠駅 池上十字路-坂本坂上-汐入駅-横須賀中央駅-米が浜 安浦二丁目 京急

衣25 衣笠駅 池上小学校-しょうぶ園-第一平作町内会館 衣笠駅 京急

衣53 衣笠十字路 衣笠城址-山科台-武山-林 横須賀市民病院 京急

衣54 衣笠十字路 衣笠城址-山科台-武山-林-横須賀市民病院 大楠芦名口 京急

衣55 衣笠十字路 衣笠城址-山科台-武山-林 長井 京急

清02 清瀬駅南口 竹丘団地 下里団地 西武

清02-1 清瀬駅南口 東京病院玄関-竹丘団地 下里団地 西武

清03 清瀬駅南口 竹丘団地-下里団地-久留米西団地 花小金井駅 西武

清03-1 清瀬駅南口 東京病院玄関-竹丘団地-下里団地-久留米西団地 花小金井駅 西武

清11 清瀬駅南口 東久留米総合高校-前沢宿-前沢住宅 滝山団地 西武

清61 清瀬駅北口 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ清戸-中清戸東-菅沢中央-新座駅-野火止中央 志木駅南口 西武

【清xx】清瀬駅

【吉xx】吉祥寺駅

【衣xx】衣笠駅



清61-1 清瀬駅北口 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ清戸-中清戸東-菅沢中央 新座営業所 西武

清61-2 清瀬駅北口 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ清戸 中清戸東 西武

清62 清瀬駅北口 けやき通り-旭が丘(五)-菅沢中央-新座駅-野火止中央 志木駅南口 西武

清63 清瀬駅北口 けやき通り 旭が丘団地 西武

清63-1 清瀬駅北口 けやき通り-旭が丘団地-菅沢中央 新座営業所 西武

清64 清瀬駅北口 水天宮-清瀬市役所-下田 台田団地 西武

清64-2 清瀬駅北口 中里-中里(四)-下田 台田団地 西武

清66 清瀬駅北口 中里-西武ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ-安松-西武秋津団地 所沢駅東口 西武

錦11 亀戸駅 錦糸町駅-住吉駅-住吉(一)-森下駅-浜町中の橋-水天宮 築地駅 都営

錦13甲 錦糸町駅 住吉(一)-東陽(三)-枝川(二)-豊洲駅-晴海(三) 晴海埠頭 都営

錦13乙 錦糸町駅 住吉(一)-東陽(三)-辰巳団地-辰巳駅-東雲駅 深川車庫 都営

錦18 錦糸町駅 亀戸駅通り-西大島駅-境川-東京地下鉄総合運動場 新木場駅 都営

錦22 錦糸町駅 住吉駅-千田-東陽町駅-南砂町駅入口-西葛西駅南 臨海車庫 都営

錦25 錦糸町駅 亀戸駅通り-小松川(三)-京葉交差点-船堀駅-三角 葛西駅 都営

錦27 両国駅 錦糸町駅-亀戸駅通り-京葉交差点-江戸川区役所 小岩駅 都営

錦28 錦糸町駅 住吉駅-西大島駅-北砂(五)団地-北砂(六)-東砂団地 東大島駅 都営

錦37 錦糸町駅 押上駅-中居堀-八広-四ッ木橋-葛飾警察署 青戸車庫 都営

国04 国立駅南口 第三小学校-桐朋-学園通り西 矢川駅 立川

国10 国立駅南口 一橋大学-桐朋-富士見台第一団地-矢川駅 国立操車場 立川

国10-2 国立駅南口 一橋大学-桐朋-富士見台第一団地-矢川駅-都営泉団地 国立操車場 立川

国11 国立駅南口 一橋大学-桐朋-富士見台第一団地 矢川駅 立川

国12 国立駅南口 一橋大学-桐朋-富士見台第一団地 谷保駅 立川

国13 国立駅南口 第三小学校-桐朋-学園通り西-郵政正門-音高 国立駅南口 立川

国13-2 国立駅南口 一橋大学-桐朋-第三小学校 国立駅南口 立川

国14 国立駅南口 音高-郵政正門-学園通り西-桐朋-第三小学校 国立駅南口 立川

国14-2 国立駅南口 一橋大学-桐朋-学園通り西-音高 国立駅南口 立川

国15 国立駅南口 音高-東羽衣町-立川相互病院 立川駅北口 立川

国15-1 国立駅南口 音高-東羽衣町-立川相互病院-子ども未来ｾﾝﾀｰ 立川駅南口 立川

国15-2 国立駅南口 第三小学校-桐朋-学園通り西-富士見台(四)-立川病院 立川駅南口 立川

国16 国立駅南口 音高-郵政正門-矢川駅 国立操車場 立川

国16-3 国立駅南口 音高-郵政正門-矢川駅-都営泉団地 国立操車場 立川

国20-2 国立駅南口 音高-東羽衣町-富士見台(四)-郵政正門-音高 国立駅南口 立川

国20-3 国立駅南口 音高-郵政正門 富士見台四丁目 立川

国20-4 国立駅南口 音高 東羽衣町 立川

国21 国立駅北口 稲荷神社-高木町-西町(四) けやき台団地 立川

国22 国立駅北口 恋ヶ窪駅-二ッ塚-戸倉(一)-富士本(三)-稲荷神社 国立駅北口 立川

国23 国立駅北口 稲荷神社-富士本(三)-戸倉(一)-二ッ塚-恋ヶ窪駅 国立駅北口 立川

国24 国立駅北口 稲荷神社-高木町-国分寺高校入口-並木町 北町公園 立川

国25 国立駅北口 恋ヶ窪駅-二ッ塚-並木町-緑ヶ丘ﾊｲﾂ-砂川七番駅 上水営業所 立川

国26 国立駅北口 稲荷神社-富士本(三)-戸倉(一)-緑ヶ丘ﾊｲﾂ-砂川七番駅 上水営業所 立川

国29 国立駅北口 稲荷神社-下弁天-上弁天 弁天通り折返場 立川

国29-2 国立駅北口 稲荷神社-下弁天-上弁天-幸町(二)-砂川七番駅 玉川上水駅南口 立川

国41 国立駅南口 一橋大学-桐朋-富士見台第一団地-矢川駅 都営泉団地 立川

国42 国立駅南口 音高-郵政正門-矢川駅 都営泉団地 立川

【錦xx】錦糸町駅

【国xx】国立駅

【久xx】久米川駅



久11 久米川駅北口 向台-全生園-東京病院北 清瀬駅南口 西武

久11-1 久米川駅北口 向台-全生園-新秋津駅-沢の台-北秋津 所沢駅東口 西武

久11-2 久米川駅北口 向台-全生園 新秋津駅 西武

久84 久米川駅 八坂駅-西武中央病院-東京街道団地-大和第三小学校 東大和市駅 西武

久1 JR久里浜駅 京急久里浜駅-尻摺坂下-中央公園 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ 京急

久2 JR久里浜駅 京急久里浜駅-尻摺坂下-中央公園-ﾊｲﾗﾝﾄﾞ-栗田 YRP野比駅 京急

久3 京急久里浜駅 尻摺坂下-野比中学校 久里浜医療ｾﾝﾀｰ 京急

久4 京急久里浜駅 尻摺坂下-野比中学校 YRP野比駅 京急

久5 京急久里浜駅 [急行]YRPｾﾝﾀｰ 通信研究所 京急

久7 京急久里浜駅 久里浜行政ｾﾝﾀｰ-大浜 東京湾ﾌｪﾘｰ 京急

久8 JR久里浜駅 京急久里浜駅-総合高校-開国橋-大浜-東京湾ﾌｪﾘｰ 野比海岸 京急

久9 京急久里浜駅 総合高校-開国橋-長瀬(二) 千代ヶ崎 京急

久10 JR久里浜駅 京急久里浜駅-高坂-紺屋町 浦賀駅 京急

久11 JR久里浜駅 池田町-森崎市営住宅 森崎ﾘｱﾝｼﾃｨ 京急

久13 JR久里浜駅 池田町-佐原橋-岩戸-栗田 YRP野比駅 京急

久16 JR久里浜駅 池田町-佐原橋-大矢部(三)-栗田 YRP野比駅 京急

久17 JR久里浜駅 池田町-森崎市営住宅-森崎ﾘｱﾝｼﾃｨ 衣笠十字路 京急

久19 京急久里浜駅 総合高校-開国橋-長瀬(二)-千代ヶ崎-紺屋町 浦賀駅 京急

久20 京急久里浜駅 JR久里浜駅-安房口神社 湘南山手 京急

小72 小岩駅 江戸川病院-浅間神社-篠崎駅-王子ﾏﾃﾘｱ 瑞江駅 京成

小72 小岩駅 江戸川病院-浅間神社-篠崎駅-王子ﾏﾃﾘｱ-鎌田宿 一之江駅 京成

小73 小岩駅 南小岩(二)-小岩消防署-瑞江駅-王子ﾏﾃﾘｱ 江戸川ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 京成

小74 小岩駅 二枚橋-鹿本中学校-菅原橋-江戸川区役所 小松川警察署 京成

小76 小岩駅 二枚橋-鹿骨区民館-新堀小学校-一之江駅 葛西駅 京成

小76 小岩駅 二枚橋-鹿骨区民館-新堀小学校-瑞江駅-王子ﾏﾃﾘｱ 江戸川ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 京成

高10 高円寺駅北口 大場通り-野方(二)-八幡前-野方駅-豊玉南住宅 練馬駅 関東

高43 高円寺駅南口 新高円寺駅-大法寺-松の木-成田東 五日市街道営業所 関東

京王

関東

高60 高円寺駅北口 大場通り-野方(二)-八幡前-野方駅-豊玉中(二) 練馬駅 関東

高63 高円寺駅北口 大場通り-野方(二)-八幡前-野方駅 豊玉南住宅 関東

高70 高円寺駅北口 大場通り-野方(二)-八幡前-野方駅-江古田(四) 丸山営業所 関東

航01 航空公園駅 秩父学園 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢 西武

港31 港南台駅 中野町-尾月 桂台中央 神中

港33 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山 桂台中央 神中

港35 港南台駅 中野町-本郷車庫 庄戸 神中

港36 港南台駅 中野町-本郷車庫 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 神中

港37 港南台駅 中野町-本郷車庫-庄戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 神中

【港xx】港南台駅

【小xx】小岩駅

【高xx】高円寺駅

高45 高円寺駅南口 新高円寺駅-大法寺-松の木-松ﾉ木住宅-大宮八幡 永福町

【久xx】久里浜駅

【航xx】航空公園駅



港39 港南台駅 中野町 本郷車庫 神中

港40 港南台駅 中野町-本郷車庫-上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 栄ﾌﾟｰﾙ 神中

港55 港南台駅 中野町-本郷車庫-庄戸-本郷車庫-中野町 港南台駅 神中

港61 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-弘明寺-吉野町駅-桜木町駅 横浜駅東口 神中

港64 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-笹堀 磯子駅 神中

港81 港南台駅 中野町-尾月-桂台中央-犬山-上之-本郷車庫-中野町 港南台駅 神中

港82 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央-尾月-中野町 港南台駅 神中

港83 港南台駅 榎戸-上之-犬山 桂台中央 神中

港84 港南台駅 榎戸-上之-犬山-桂台中央 北桂台 神中

港85 港南台駅 榎戸 庄戸 神中

港86 港南台駅 榎戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 神中

港87 港南台駅 中野町-北桂台-桂台中央-犬山-上之-本郷車庫-中野町 港南台駅 神中

港88 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央-北桂台-中野町 港南台駅 神中

港90 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央 北桂台 神中

港92 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-最戸町-芹ヶ谷-平戸 上永谷駅 神中

港93 港南台駅 中野町-本郷車庫 みどりが丘 神中

港94 港南台駅 中野町-本郷車庫-みどりが丘-八軒谷戸-大道中学校 金沢八景駅 神中

港95 港南台駅 清水橋-上永谷駅-平戸-芹が谷-最戸町 上大岡駅 神中

鴻05 鴻巣駅 御成河岸-古名-比企吉見農協-百穴入口 農大三高 東武

寺61 国分寺駅北入口 ﾙﾈｻｽ武蔵-一橋大学-一橋学園駅-学園東町 小平駅南口 西武

寺62 国分寺駅北入口 ﾙﾈｻｽ武蔵-一橋大学-一橋学園駅-松ヶ丘住宅入口 小平駅南口 西武

寺64 国分寺駅北入口 ﾙﾈｻｽ武蔵-一橋大学-一橋学園駅-松ヶ丘住宅入口 新小平駅[循環] 西武

寺64-1 国分寺駅北入口 ﾙﾈｻｽ武蔵-一橋大学-一橋学園駅-松ヶ丘住宅入口 新小平駅 西武

寺71 国分寺駅北入口 東恋ヶ窪-津田町-創価学園-白梅学園-武蔵野美術大学 小平営業所 西武

反01 五反田駅 中延駅-荏原営業所-馬込駅-本門寺裏-池上警察署 川崎駅西口北 東急

反02 五反田駅 中延駅-荏原営業所-馬込駅-本門寺裏-池上警察署 鶴見駅 東急

反02 五反田駅 中延駅-荏原営業所-馬込駅-本門寺裏 池上警察署 東急

反10 五反田駅 平塚橋-中延営業所-洗足池-石川台駅-雪が谷 丸子橋 東急

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 東急

反90 五反田駅 高輪台駅-高輪(三)-高輪(一)-田町駅 三田駅[循環] 都営

反94 五反田駅 高輪台駅-明治学院-魚籃坂下-古川橋-麻生十番駅 赤羽橋駅 都営

反96 五反田駅 御殿山-品川駅-高輪(一)-魚籃坂下-古川橋-麻生十番駅 六本木ﾋﾙｽﾞ 都営

五28 五反野駅 四ッ家町-青井ふれあい公園入口-六町駅 花畑車庫 東武

小手01 小手指駅南口 宮後-北野天神-椿峰中央 椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ 西武

小手02 小手指駅南口 誓詞橋-所沢ﾛｲﾔﾙ病院-大日堂 早稲田大学 西武

小手03 小手指駅南口 誓詞橋-西埼玉中央病院-狭山ヶ丘駅-宮寺西-富士山 箱根ヶ崎駅 西武

小手06 小手指駅南口 大六天-北野天神-大日堂 宮寺西 西武

小手07 小手指駅南口 大六天-北野天神-大日堂-宮寺西-瑞穂二本木 金子駅入口 西武

【反xx】五反田駅

【五xx】五反野駅

【小手xx】小手指駅

【鴻xx】鴻巣駅

【寺xx】国分寺駅



小手08 小手指駅南口 大六天-北野天神 小手指駅南口 西武

小手09 小手指駅南口 誓詞橋-所沢ﾛｲﾔﾙ病院-大日堂 宮寺西 西武

小手09-1 小手指駅南口 誓詞橋-西埼玉中央病院-所沢ﾛｲﾔﾙ病院-大日堂 宮寺西 西武

小手10 小手指駅南口 誓詞橋 西埼玉中央病院 西武

御01 御殿場駅 上町-仲町-六日市場 一色 富士

御02 御殿場駅 上町-仲町-六日市場-一色-佐野川-菅沼-小山役場 駿河小山駅 富士

御15 御殿場駅 川島田-原里支所-板妻-須山-富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ 十里木 富士

御16 御殿場駅 川島田-原里支所 板妻 富士

御21 御殿場駅 丸太橋-中畑-滝ヶ原 中畑青少年交流の家 富士

御24 御殿場駅 丸太橋-中畑-赤坂-印野支所 印野本村 富士

御25 御殿場駅 川島田-原里支所-板妻-印野支所 印野本村 富士

御27 御殿場駅 丸太橋-中畑-赤坂-印野支所-富士山樹木の森 印野本村 富士

御28 御殿場駅 川島田-原里支所-板妻-印野支所-富士山樹空の森 印野本村 富士

御32 御殿場駅 上町-高根支所-富士小山病院-富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ 上野 富士

御34 東名御殿場ｲﾝﾀｰ 御殿場駅-川島田-板妻-須山-富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ-ぐりんぱ ｲｴﾃｨ 富士

御36 御殿場駅 上町-仲町-六日市場-一色-佐野川-富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ 富士霊園 富士

御37 御殿場駅 丸太橋-市民交流ｾﾝﾀｰ-中畑-滝ヶ原 中畑青少年交流の家 富士

御51 御殿場駅 川島田-原里支所-板妻-北の原-神場入口 御殿場駅 富士

御57 御殿場駅 川島田-原里支所-板妻-神場南-神場入口 御殿場駅 富士

御87 御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ 御殿場駅-仁杉-須走車庫-旭日丘-富士山駅 河口湖駅 富士

①[御87]富士急行ﾊﾞｽと富士急山梨ﾊﾞｽの共同運行だが,系統番号表示があるのは富士急行ﾊﾞｽのみです。

新都11 さいたま新都心駅西口 北与野駅-小村田-円阿弥-三橋(四)-中並木-上小町 大宮駅西口 西武

新都21 さいたま新都心駅東口 北袋-上木崎-西高前-東下木崎-山崎 さいたま市立病院 東武

新都22 さいたま新都心駅東口 北袋-上木崎-西高前-東下木崎-山崎-富士見ヶ丘 東新井団地 東武

新高01 さいたま新都心駅東口 [首都高速] 東新井団地 東武

湖21 相模湖駅 相模湖大橋-ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ-阿津-寸沢嵐 三ヶ木 神中

湖22 相模湖駅 相模湖大橋-ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ-阿津-寸沢嵐坂上-寸沢嵐 三ヶ木 神中

湖23 相模湖駅 吉野 藤野駅 神中

湖24 相模湖駅 吉野-藤野駅-小渕-藤野台団地入口 上野原 神中

湖25 相模湖駅 千木良-赤馬 桂橋 神中

湖27 相模湖駅 相模湖大橋-ﾋﾟｸﾆｯｸﾗﾝﾄﾞ-阿津-寸沢嵐-三ヶ木-関-鳥屋 宮ヶ瀬 神中

湖28 相模湖駅 千木良-赤馬-桂橋-阿津-寸沢嵐 三ヶ木 神中

湖29 相模湖駅 千木良-大垂水 高尾山口 神中

湖30 相模湖駅 [直行] 帝京大学 神中

相02 相模原駅 鹿沼台-淵野辺十字路-共和-古淵駅入口-鵜野森 相模大野駅 神中

相05 相模原駅 市役所-和泉短大-淵野辺公園-大野台(三)-大沼 相模大野駅 神中

相12 相模原駅 市役所-星が丘住宅 上溝 神中

相14 相模原駅 ｱｲﾜｰﾙﾄﾞ-日金沢上-星が丘住宅 上溝 神中

相17 相模原駅 ｱｲﾜｰﾙﾄﾞ-日金沢上-田名工業団地入口-田名ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 水郷田名 神中

相21 相模原駅 千代田十字路-光が丘(三)-北里大学病院･北里大学 小田急相模原駅 神中

相25 相模原駅 千代田十字路-光が丘(三)-北里大学病院･北里大学 相模大野駅 神中

相27 相模原駅 千代田十字路-光が丘(三)-北里大学病院･北里大学 相武台前駅 神中

【御xx】御殿場駅

【湖xx】相模湖駅

【新都xx】【新高xx】さいたま新都心駅

【相xx】相模原駅



相28 相模原駅 千代田十字路-光が丘(三) 麻溝車庫 神中

相29 相模原駅 千代田十字路-光が丘(三) 北里大学病院･北里大学 神中

相31 相模原駅 大河原-橋本十字路-緑ヶ丘-金属工業団地 峡の原車庫 神中

相36 相模原駅 ｱｲﾜｰﾙﾄﾞ-清新中央-日電寮 下九沢団地 神中

狭山20 狭山市駅西口 新富士見橋-根岸新道 狭山ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 西武

狭山21 狭山市駅西口 新富士見橋-西武柏原入口-本宿 ｻｲﾎﾞｸﾊｲﾑ 西武

狭山22 狭山市駅西口 新富士見橋-<つつじ野団地中央> 日生団地 西武

狭山22-1 狭山市駅西口 新富士見橋-<つつじ野団地中央>-日生団地 武蔵野学院大学 西武

狭山24 狭山市駅西口 新富士見橋-西武柏原入口-柏原南-中央公園 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ 西武

狭山24-1 狭山市駅西口 市民会館-西武柏原入口-柏原南-中央公園 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ 西武

狭山25 狭山市駅西口 新富士見橋-根岸新道-下川崎-平松-中居-中央通り 飯能駅北口 西武

狭山26 狭山市駅西口 新富士見橋-根岸新道-笹井-西武入間病院-東飯能駅 飯能駅北口 西武

狭山27 狭山市駅西口 鵜ﾉ木-入間黒須団地 入間市駅 西武

狭山28 狭山市駅西口 住宅入口 稲荷山公園駅 西武

狭山29 狭山市駅西口 新富士見橋-<つつじ野団地中央>-日生団地 智光山公園 西武

狭山29-1 狭山市駅西口 新富士見橋-日生団地 狭山営業所 西武

狭山30 狭山市駅東口 狭山郵便局-井戸窪 狭山台団地 西武

狭山30-1 狭山市駅東口 狭山郵便局-井戸窪-狭山台団地 新狭山駅南口 西武

狭山31 狭山市駅東口 入間川病院-富士見小学校-狭山台南-狭山台 狭山台団地 西武

汐10 汐入駅 坂本坂上-池上十字路 衣笠駅 京急

汐16 汐入駅 坂本坂上-池上十字路-大楠登山口-上山口小学校 湘南国際村ｾﾝﾀｰ 京急

志01 志木駅東口 志木市役所-いろは橋-宗岡-秋ヶ瀬橋-田島-中浦和駅 浦和駅西口 国際

志01-2 志木駅東口 志木市役所-いろは橋-宗岡-秋ヶ瀬橋 西浦和車庫 国際

志01-3 志木駅東口 志木市役所-いろは橋-宗岡-秋ヶ瀬橋 新開入口 国際

志03-3 志木駅東口 志木市役所-いろは橋-宿-市民病院入口-埼玉大学 南与野駅西口 国際

志04 志木駅東口 昭和新道-志木消防署-中野下中央 柳瀬川駅 国際

志04-2 志木駅東口 昭和新道-志木消防署-志木市役所-中野下中央 柳瀬川駅 国際

志05 志木駅東口 志木市役所-宗岡-市民病院入口-宿-志木市役所 志木駅東口 国際

志05-3 志木駅東口 昭和新道-志木市役所-いろは橋-宿-市民病院入口 中宗岡 国際

国際

西武

志21 志木駅東口 昭和新道-市場坂上-志木市役所-岡ﾉ坂上-下南畑 富士見高校 東武

志23 志木駅東口 朝志ヶ丘-北朝霞駅-積水化学 朝霞駅東口 東武

志24 志木駅東口 昭和新道-市場坂上-志木市役所-協和住宅-富士見ヶ丘 新座車庫 東武

志25 志木駅東口 昭和新道-市場坂上-志木市役所-岡ﾉ坂上-下南畑 ららぽーと富士見 東武

志26 志木駅南口 北野-富士見ヶ丘団地 新座車庫 東武

西武

東武

志32 志木駅南口 北野-富士見ヶ丘団地-大和田 跡見女子大 西武

志33 志木駅南口 野火止中央-新座駅-菅沢中央 新座営業所 西武

志34 志木駅南口 第二中学校-野火止大門-新座市役所-平林寺 新座営業所 西武

志35 志木駅南口 北野-富士見ヶ丘団地-大和田-新座駅-新座市役所 福祉ｾﾝﾀｰ入口 西武

志80 志木駅東口 昭和新道-志木市役所-いろは橋 宗岡小学校 国際

【汐xx】汐入駅

志09-2 志木駅南口

志31 志木駅南口 北野-富士見ヶ丘団地 新座団地

第二中学校 凸版印刷

【志xx】志木駅

【狭山xx】狭山市駅



品94 品川駅 大井町駅-大井本通り-大森駅-大田文化の森-池上駅 蒲田駅 東急

品97 品川車庫 品川駅-魚籃坂下-天現寺橋-西麻布-信濃町駅-新宿(三) 新宿駅西口 都営

渋02 渋沢駅北口 西小学校-堀川-大倉入口-八幡神社 大倉 神中

渋03 峠 渋沢小学校入口-渋沢駅南口-萩が丘 千村台 神中

渋04 渋沢駅南口 萩が丘 千村台 神中

渋05 渋沢駅北口 桜土手-ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ-戸川台-羽根入口 高砂車庫 神中

渋03 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-駒沢大学駅-桜新町-用賀-瀬田 二子玉川園駅 東急

渋05 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-駒留-向天神橋-弦巻中学校 弦巻営業所 東急

渋11 渋谷駅 三軒茶屋-駒沢大学駅-東京医療ｾﾝﾀｰ-自由が丘駅入口 田園調布駅 東急

渋12 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-駒沢大学駅-深沢(八)-瀬田 二子玉川駅 東急

渋13 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-駒沢大学駅-深沢(八)-瀬田-二子玉川 砧本村 東急

渋21 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三) 上町駅 東急

渋22 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三)-上町-宮の坂駅 経堂駅 東急

渋23 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三)-上町-農大前-千歳船橋 祖師ヶ谷大蔵駅 東急

東急

小田

渋25 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三)-上町-農大前-関東中央病院 狛江駅 小田

渋26 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三)-上町-農大前-関東中央病院 調布駅南口 小田

渋31 渋谷駅 大橋-三宿-下馬(一)-三宿病院-大橋 渋谷駅 東急

渋32 渋谷駅 下馬(一)-駒繋神社-野沢龍雲寺-世田谷観音-下馬(一) 渋谷駅 東急

渋33 渋谷駅 大橋-三宿-下馬(一)-駒繋神社-都立大学駅-緑ヶ丘駅 多摩川駅 東急

渋34 渋谷駅 大橋-三宿-下馬(一)-駒繋神社-都立大学駅-八雲 東京医療ｾﾝﾀｰ 東急

渋41 渋谷駅 大橋-中目黒駅-大鳥神社-大崎駅-新馬場駅 大井町駅 東急

渋51 渋谷駅 駒場-淡島-太子堂中学校-代沢十字路 若林折返所 東急

渋52 渋谷駅 駒場-淡島-太子堂中学校-代沢十字路-若林-若林(三) 世田谷区民会館 東急

渋54 渋谷駅 駒場-淡島-代沢小学校-梅ヶ丘駅-松原 経堂駅 小田

渋55 渋谷駅 東大前-代々木上原-松蔭学園-東北沢 幡ヶ谷折返所 東急

渋63 渋谷駅 渋谷区役所-幡ヶ谷駅-南台(三)-中野車庫-杉山公園 中野駅 京王

渋64 渋谷駅 渋谷区役所-本町(三)-弥生町(一)-中野坂上駅 中野駅 京王

都営

京王

渋70 渋谷駅東口 並木橋-正覚寺-中目黒駅-下馬(一)-世田谷観音 世田谷野沢 東急

渋71 渋谷駅東口 並木橋-正覚寺-目黒区総合庁舎-祐天寺-清水庚申 洗足駅 東急

渋72 渋谷駅東口 並木橋-恵比寿駅-大鳥神社-目黒不動尊-桐が谷 五反田駅 東急

渋73 渋谷駅東口 並木橋-恵比寿駅-目黒駅-清水-都立大学駅-桜新町 弦巻営業所 東急

渋82 渋谷駅 大橋-三軒茶屋-駒沢大学駅-深沢不動 等々力 東急

渋88 渋谷駅 青山学院-南青山(七)-六本木駅-神谷町駅-虎ﾉ門 新橋駅 都営

下61 北沢ﾀｳﾝﾎｰﾙ 下北沢駅-代沢十字路-三軒茶屋-上馬-野沢龍雲寺 駒沢陸橋 小田

【石xx】石神井公園駅

渋谷駅 大橋-三軒茶屋-若林(三)-上町-農大前-関東中央病院 成城学園前駅

渋66 渋谷駅 富ヶ谷-代々木八幡駅入口-幡ヶ谷駅-代田橋-堀の内 阿佐ヶ谷駅

【下xx】下北沢駅

【品xx】品川駅

【渋xx】渋沢駅

【渋xx】渋谷駅

渋24



石01 石神井公園駅北口 下屋敷-比丘尼橋-三軒寺 石神井公園駅北口 西武

国際

西武

石03 石神井公園駅北口 比丘尼橋-土支田(一)-成増駅南口-下赤塚 練馬北町車庫 国際

石04 石神井公園駅北口 比丘尼橋 土支田一丁目 西武

石11 西武車庫 富士街道-石神井公園駅北口-谷原(三)-高松(五) 成増町 西武

石12 石神井公園駅北口 富士街道 西武車庫 西武

石21 石神井公園駅南口 石神井公園-禅定院-下石神井(一) 南田中車庫 西武

石22 石神井公園駅南口 石神井公園-禅定院-井草高校 上井草駅入口 西武

湘07 湘南台駅東口 今田上原-下飯田-下和泉 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 神中

湘11 湘南台駅西口 遠藤-遠藤北原-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-大辻-小出二本松-甘沼 茅ヶ崎駅北口 神中

湘14 湘南台駅東口 いすゞ南門 神中

湘15 湘南台駅西口 工業団地入口-一色上 文化体育館 神中

湘20 湘南台駅西口 工業団地入口-笹久保-菖蒲沢-用田辻-松葉 綾瀬車庫 神中

湘24 湘南台駅西口 工業団地入口-遠藤-笹久保 慶応大学 神中

湘27 湘南台駅東口 六会-亀井野-下屋敷-俣野公園･横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ 神中

湘29 湘南台駅東口 [直行] 俣野公園･横浜薬大 神中

新柏01 新柏駅 新柏住宅-名戸ヶ谷第四公園 名戸ヶ谷 東武

京王

関東

新越11 新越谷駅西口 越谷税務署-越谷駅西口-神明町(二)-西新井-鈎上 東川口駅北口 国際

新狭01 新狭山駅南口 青柳 新狭山ﾊｲﾂ 西武

新狭01-1 新狭山駅南口 川越営業所 西武

新狭02 新狭山駅南口 青柳-新狭山ﾊｲﾂ-堤兼-水押住宅 入曽駅 西武

新狭11 新狭山駅北口 西武文理小学校-西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ-柏原北-かすみ野 笠幡駅 西武

新狭11-1 新狭山駅北口 西武文理小学校-西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ-柏原北 かすみ野 西武

新狭11-2 新狭山駅北口 西武文理小学校 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ 西武

宿01 新宿駅西口 大久保駅 小滝橋 関東

宿02 新宿駅西口 大久保駅-小滝橋-下落合駅-落合南長崎駅 丸山営業所 関東

宿03 新宿駅西口 大久保駅-北新宿-東中野(二)-堀越学園 中野駅 関東

宿04 新宿駅西口 大久保駅-北新宿-東中野(二)-堀越学園-中野駅 阿佐谷営業所 関東

宿05 新宿駅西口 大久保駅-堀越学園-中野駅-警察病院北門 野方駅 関東

宿07 新宿駅西口 大久保駅-小滝橋-落合駅-新井中野通り 阿佐谷営業所 関東

宿08 新宿駅西口 大久保駅-小滝橋-落合駅-新井中野通り 中野駅 関東

【新越xx】新越谷駅

石02 石神井公園駅北口 比丘尼橋-土支田(一) 成増駅南口

【新xx】新高円寺駅
新02 新高円寺駅 大法寺-松の木-松ﾉ木住宅-大宮八幡 永福町

【宿xx】新宿駅

【新狭xx】新狭山駅

【新柏xx】新柏駅

【湘xx】湘南台駅



宿20 新宿駅西口 中野坂上-東中野駅-中井駅-中落合-目白(五)-目白駅 池袋駅東口 西武

宿20-1 目白五丁目 目白駅 池袋駅東口 西武

宿20-2 新宿駅西口 中野坂上-東中野駅-中井駅 中落合 西武

宿20-3 新宿駅西口 中野坂上 東中野駅 西武

宿31 新宿駅西口 十二社池ﾉ下-本町(三) 中野車庫 京王

宿32 新宿駅西口 十二社池ﾉ下-本町(三)-多田小学校 佼成会聖堂 京王

宿33 新宿駅西口 十二社池ﾉ下-本町(三)-多田小学校-方南町駅 永福町 京王

宿41 新宿駅西口 6号通り-南台(三) 中野車庫 京王

宿45 新宿駅西口 6号通り-南台(三)-中野車庫-杉山公園 中野駅 京王

宿51 新宿駅西口 十二社池ﾉ下-参宮橋-代々木公園駅-渋谷区役所 渋谷駅 京王

宿62 新宿駅西口 中野坂上-東中野駅-中井駅-中落合-練馬駅通り 大泉学園駅 都営

宿73 新宿駅西口 中野坂上-東高円寺駅-堀の内-方南八幡通り-代田橋 新代田駅 都営

宿74 新宿駅西口 東新宿駅-国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ 東京女子医大 都営

宿75 新宿駅西口 東新宿駅-抜弁天-東京女子医大-四谷駅-半蔵門 三宅坂 都営

宿91 新宿駅西口 中野坂上-東高円寺駅-堀の内-方南八幡通り-代田橋 新代田駅 都営

①[宿73]が運行されていた当時は,[宿91]は野沢銀座までの運行だった。

新所01 新所沢駅東口 所沢ﾆｭｰﾀｳﾝ 西武

新所02 新所沢駅東口 下富-西武ﾊﾞｽ所沢営業所-上赤坂-今福-川越駅西口 本川越駅 西武

新所02-1 新所沢駅東口 下富 西武ﾊﾞｽ所沢営業所 西武

新所02-2 新所沢駅東口 下富-西武ﾊﾞｽ所沢営業所 上赤坂 西武

新所03 新所沢駅東口 所沢ﾆｭｰﾀｳﾝ-並木通り団地-秩父学園入口 航空公園駅 西武

新所04 新所沢駅東口 下富-<秋草学園高校> 西武ﾌﾗﾜｰﾋﾙ 西武

陣01 京王八王子駅 八日町(四)-追分-日吉町-四谷-二分方入口 宝生寺団地 西東

陣02 京王八王子駅 八日町(四)-追分-日吉町-四谷-二分方入口-宝生寺団地 恩方営業所 西東

陣04 京王八王子駅 八日町(四)-追分-日吉町-四谷-二分方入口 恩方ﾀｰﾐﾅﾙ 西東

陣05 京王八王子駅 八日町(四)-追分-日吉町-四谷-二分方入口 大久保 西東

陣12 京王八王子駅 八日町(四)-追分-日吉町 横川町住宅 西東

橋14 新橋駅 銀座(四)-築地-勝どき(二)-晴海(三)-豊洲埠頭-東雲橋 深川車庫 都営

橋78 新橋駅 虎ﾉ門-溜池-赤坂見附-四谷見附-四谷(三)-新宿駅西口 新宿車庫 都営

橋85 新橋駅 金杉橋-赤羽橋-一ﾉ橋-古川橋-天現寺橋-渋谷橋 渋谷駅 都営

橋89 新橋駅 虎ﾉ門-溜池-六本木-西麻布-南青山(七) 渋谷駅 都営

東武

森03 森林公園駅 森林公園西口-立正大学-村岡三叉路-熊谷寺 熊谷駅 東武

東武

新01 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-台原 平尾団地 小田

新02 新百合ヶ丘駅 千代ヶ丘(一)-千代ヶ丘-読売ﾗﾝﾄﾞ前駅 生田折返場 小田

新03 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-金程-千代ヶ丘-読売ﾗﾝﾄﾞ前駅 生田折返場 小田

新04 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-金程-金程中学校 向原 小田

【陣xx】陣馬街道

【橋xx】新橋駅

【新xx】新百合ヶ丘駅

【森xx】森林公園駅

【新所xx】新所沢駅



新05 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-台原-平尾団地-駒沢学園-稲城駅 稲城市立病院 小田

新06 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-台原-平尾団地 駒沢学園 小田

新07 新百合ヶ丘駅 千代ヶ丘(一)-千代ヶ丘-金程-下平尾-麻生警察署 新百合ヶ丘駅 小田

新07 新百合ヶ丘駅 麻生警察署-下平尾-金程-千代ヶ丘-細山 よみうりﾗﾝﾄﾞ 小田

小田

川市

新15 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-日本映画大学 大谷 小田

新17 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-日本映画大学-王禅寺公園-西長沢 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 小田

新18 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-日本映画大学-大谷-山口台中央 新百合ヶ丘駅 小田

新19 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-日本映画大学-王禅寺公園 田園調布大学 小田

新20 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-吹込 田園調布大学 小田

新26 新百合ヶ丘駅 [直通] 新百合ヶ丘総合病院 小田

逗1 逗子駅 長柄交差点-長柄橋 葉山町福祉文化会館 京急

逗2 逗子駅 長柄交差点-長柄橋 葉山 京急

逗4 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山-長者ヶ崎 大楠芦名口 京急

逗5 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口 横須賀市民病院 京急

逗6 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口-林 長井 京急

逗7 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口 佐島ﾏﾘｰﾅ入口 京急

逗8 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口 電力中央研究所 京急

逗10 逗子駅 葉山ﾏﾘｰﾅ-元町-亀井戸橋-長柄橋-長柄交差点 逗子駅 京急

逗11 逗子駅 葉山ﾏﾘｰﾅ-元町-森戸海岸-葉山 葉山町福祉文化会館 京急

逗12 逗子駅 葉山ﾏﾘｰﾅ-元町-森戸海岸 葉山 京急

逗13 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山大道-一色住宅 上山口小学校 京急

逗15 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山大道-一色住宅-池上十字路 衣笠駅 京急

逗16 逗子駅 長柄交差点-長柄橋-葉山大道-一色住宅 湘南国際村ｾﾝﾀｰ 京急

逗17 逗子駅 逗子消防署 葉桜 京急

逗18 逗子駅 逗子消防署-逗子警察署 ｲﾄｰﾋﾟｱ中央公園 京急

逗19 逗子駅 逗子消防署-逗子警察署-東逗子駅 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 京急

逗20 逗子駅 逗子消防署-逗子警察署-東逗子駅-船越 田浦駅 京急

逗21 逗子駅 逗子消防署-逗子警察署-東逗子駅-ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ-船越 田浦駅 京急

逗22 逗子駅 久木(五)-ﾊｲﾗﾝﾄﾞ[循環]-久木(五) 逗子駅 京急

逗26 逗子駅 長柄交差点-三浦半島中央道路 湘南国際村ｾﾝﾀｰ 京急

逗27 逗子駅 長柄交差点 南郷中学校 京急

逗28 逗子駅 葉山ﾏﾘｰﾅ-元町-亀井戸橋-長柄橋-長柄交差点 南郷中学校 京急

逗29 逗子駅 新宿-久木新道-亀が丘団地-久木新道-新宿 逗子駅 京急

逗71 逗子駅 葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口-湘南佐島なぎさの丘 佐島ﾏﾘｰﾅ入口 京急

逗72 逗子駅 葉山-長者ヶ崎-大楠芦名口 湘南佐島なぎさの丘 京急

千01 せんげん台駅 団地ｾﾝﾀｰ-並木通り-みどり住宅-共栄学園 春日部車庫 東武

千02 せんげん台駅 団地ｾﾝﾀｰ-並木通り-みどり住宅 増田新田 東武

千03 せんげん台駅 獨協高校 東武

草加01 草加駅東口 柳之宮-中馬場-八潮車庫 八潮駅北口 東武

草加02 草加駅東口 伊草団地-緑町(三)-八潮消防署-上(二) 木曽根 東武

草加03 草加駅東口 伊草団地-中馬場-八潮車庫 八潮駅北口 東武

草加04 草加駅東口 伊草団地-緑町(三)-八潮消防署-八潮市役所 八潮駅北口 東武

草加05 草加駅東口 伊草団地-緑町(三)-八潮消防署-上(二)-木曽根 八潮駅南口 東武

【逗xx】逗子駅

新10 新百合ヶ丘駅 山口台中央-日光-日本映画大学-白山神社 新ゆりｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ

【千xx】せんげん台駅

【草加xx】草加駅



台01 相武台前駅 相武台団地[循環] 相武台前駅 神中

台02 相武台前駅 相武台ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 神中

台06 相武台前駅 座間-相武台下駅-新戸河原 磯野 神中

台13 相武台前駅 座間-新戸-下溝-八景の棚 原当麻駅 神中

台14 相武台前駅 相武台団地-麻溝台公園-総合体育館 北里大学病院･北里大学 神中

【台xx】相武台前駅


