
高60 高円寺駅 練馬駅 中12 中野駅北口 中野五 江古田駅前

高70 高円寺駅 丸山営業所 中41 中野駅北口 丸山営業所 江古田駅前

中10 中野駅北口 丸山営業所 池11 中野駅北口 池袋駅

中24 中野駅北口 中村橋 宿02 新宿西口 丸山営業所

中23 中野駅北口 下徳田橋 中20 中野駅北口 丸山営業所

宿05 新宿西口 野方 阿45 阿佐谷駅 中野駅

宿07 新宿西口 阿佐谷営業所 阿50 阿佐谷駅 石神井公園駅

宿08 新宿西口 中野駅 荻04 荻窪駅 阿佐谷営業所

中01 中野駅 野方 荻05 荻窪駅 白鷺一丁目

赤31 赤羽駅 高円寺駅北口 荻06 荻窪駅 中村橋

阿01 阿佐谷駅 中村橋 荻07 荻窪駅 練馬駅

阿02 阿佐谷駅 白鷺一丁目

荻55 荻窪駅 新川団地北口 荻60 荻窪駅 宮前三丁目

荻54 荻窪駅 芦花公園駅入口 荻61 荻窪駅 西荻窪駅

荻52 荻窪駅 柳窪 荻71 荻窪駅 西荻窪駅

荻53 荻窪駅 五日市街道営業所 中36 中野駅 吉祥寺駅

荻51 荻窪駅 荻窪団地 中35 中野駅 五日市街道営業所

高40 野方 高円寺駅 烏01 烏山 久我山病院

高41 野方 高円寺駅 五日市街道営業所

荻12 荻窪駅 井荻駅 練高02 成増駅 練馬高野台駅 練馬車庫

井荻11 井荻駅 南田中車庫 宿20 (池袋)西武百貨店 新宿駅西口

練40 練馬車庫 成増町 宿20-1 (池袋)西武百貨店 目白5丁目

練41 練馬車庫 谷原二丁目 練馬駅 豊09 練馬車庫 ふじみ台駅 豊島園

練42 練馬駅 成増町 豊11 豊島園 成増駅

練43 練馬車庫 練馬駅 豊14 練馬車庫 光が丘3丁目 豊島園

練45 (池袋)西武百貨店 練馬車庫 光31 光が丘駅 成増駅

練高01 成増駅 練馬高野台駅 光32 日大練馬光が丘病院 成増駅

武17 武蔵小金井駅 昭和病院 小平駅南口 立38 立川駅北口 芝中団地東 長円寺

武19 武蔵小金井駅 小平営業所 立39 立川駅北口 南街

武18 武蔵小金井駅 鈴木町,団地東 小平駅南口 立39-2 立川駅北口 村山団地 立川駅北口

武20 武蔵小金井駅 日立電子,団地東 小平駅南口 立40 立川駅北口 幸町団地

寺61 国分寺駅北入口 学園東町 小平駅南口 立41 立川駅北口 東大和市駅

寺62 国分寺駅北入口 松ヶ丘住宅入口 小平駅南口 立43 立川駅北口 小平駅南口

路線バス系統番号一覧('96～'98年)
■1996年～1998年に、路線バス車内やバス停留所の系統番号一覧を転記して調査したものです■

西武バス

小平営業所

練馬営業所

関東バス

丸山営業所

阿佐谷営業所

五日市街道営業所



寺63 国分寺駅北入口 日立武蔵 立51 立川駅北口 けやき台団地

寺71 国分寺駅北入口 小川上宿美大前 立71 新道福島 立川駅南口

立32 立川駅北口 立川八小 立72 立川駅北口 立川駅南口

立34 立川駅北口 久米川駅 久81 久米川駅 村山団地 久米川駅

立35 立川駅北口 東村山駅 久82 久米川駅 芝中団地

立36 立川駅北口 西武ドーム 久83 久米川駅 東京街道団地

立37 立川駅北口 奈良橋 長円寺 久84 久米川駅 東大和市駅

大22 大宮駅西口 西遊馬 川越ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 大39 大宮駅西口 加茂川団地

大23 大宮駅西口 三橋6 西遊馬 大40 大宮駅西口 加茂川団地 大宮南高校

大24 大宮駅西口 東五味貝戸 新屋敷 北浦03 北浦和駅 埼玉大学

大25 大宮駅西口 青葉園 佐知川原 北浦10 北浦和駅 大久保 浦和北高校

大31 大宮駅西口 佐知川 指扇駅 北浦11 北浦和駅 大久保団地 大久保

大34 大宮駅西口 上福岡駅入口 所沢駅 北浦12 北浦和駅 大久保団地

大37 大宮駅西口 二ッ宮 馬宮団地 北浦13 北浦和駅 鈴谷 大宮駅西口

大36 大宮駅西口 飯田宿 二ッ宮 北浦14 北浦和駅 与野本町駅 大宮駅西口

大36 大宮駅西口 三条町 二ッ宮 北浦15 北浦和駅 大久保団地 加茂川団地

大38 大宮駅西口 中並木 大宮駅東口 北与11 大宮駅西口 円阿弥 北与野駅

所18 所沢駅西口 西武松ヶ丘 新所01 新所沢駅東口 所沢ﾆｭｰﾀｳﾝ

所19 所沢駅東口 東村山駅東口 新所03 新所沢駅東口 航空公園駅

所20-1 所沢駅西口 並木通り団地 所57 所沢駅東口 航空公園駅 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢

所20-3 航空公園駅 並木通り団地 所56 所沢駅東口 航空公園駅

所58-1 所沢駅西口 八軒家 航01 航空公園駅 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢

大34 所沢駅西口 上福岡 大宮駅西口 小手01 小手指駅南口 椿峰ﾆｭｰﾀｳﾝ

所52 所沢駅東口 志木駅南口 小手02 小手指駅南口 早稲田大学

所53-1 所沢駅東口 東所沢駅 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢 所15 所沢駅西口 小手指駅南口

所53-2 東所沢駅 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢 所16 所沢駅西口 早稲田大学

所55 所沢駅東口 東所沢駅 所59 所沢駅東口 東所沢駅 ｴｽﾃｼﾃｨ所沢

清66 所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 所60 所沢駅東口 鶴瀬駅西口

所46 所沢駅東口 全農園前 清瀬駅南口 清64 清瀬駅北口 清瀬市役所 台田団地

久11 久米川駅 清瀬駅南口 清64-2 清瀬駅北口 中里 台田団地

久11-1 所沢駅東口 久米川駅 志31 志木駅南口 新座団地

久11-2 新秋津駅 久米川駅

本52 本川越駅 川越ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 川越100 川越駅西口 川越水上公園

本53 本川越駅 今福中台 狭山21 狭山駅西口 埼玉牧場

本54 本川越駅 今福中台 川越営業所 狭山22-1 狭山市駅西口 武蔵野短大

新狭01 新狭山駅南口 新狭山ﾊｲﾂ 狭山22 狭山市駅西口 日生団地

新狭02 新狭山駅南口 入曽駅 狭山24 狭山市駅西口 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ

本51 本川越駅 上赤坂 狭山24-2 狭山市駅西口 柏原北

新所04 新所沢駅東口 西武ﾌﾗﾜｰﾋﾙ 狭山27 狭山市駅西口 入間市駅

古01 南古谷駅 上赤坂 狭山28 狭山市駅西口 稲荷山公園駅
新狭01-1 新狭山駅南口 川越営業所 狭山29 狭山市駅西口 智光山公園

本50 本川越駅 南大塚駅入口 川越営業所 狭山30 狭山市駅東口 井戸窪 狭山台団地

川越32 本川越駅 高麗川団地第一折返場 狭山31 狭山市駅東口 狭山台南 狭山台団地

川越33 川越駅西口 霞ヶ関団地 狭山32 狭山市駅東口 狭山市役所 狭山台団地

川越61 川越駅西口 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ 狭山28-1 稲荷山公園駅 西武柏原ﾆｭｰﾀｳﾝ

東武バス

上尾営業所

所沢営業所

川越営業所

大宮営業所



尾03 上尾車庫 県民総合活動ｾﾝﾀｰ 尾12 上尾駅東口 水上公園

尾04 上尾車庫 伊奈役場 東大16 上尾車庫 東大宮駅

尾07 上尾駅東口 平　　塚 浦33 上尾車庫 大宮駅東口 浦和駅西口・県庁前

尾13 上尾駅東口 がんｾﾝﾀｰ前 大51 上尾車庫 大宮駅東口

上尾営業所


