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都01 渋谷駅～西麻布～六本木駅～赤坂アークヒルズ～新橋駅 都営 ◎
深夜01 渋谷駅～西麻布～六本木駅～赤坂アークヒルズ～新橋駅北口 都営 ☆
RH01 渋谷駅～西麻布～六本木ヒルズ(循環) 都営
都02 大塚駅～窪町小学校～春日駅～御徒町駅～本所１～錦糸町駅 都営 ◎
都02乙 池袋駅東口～護国寺～窪町小学校～東京ドームシティ 都営
都03 四谷駅～日比谷～銀座４～晴海３～晴海埠頭 都営
都04 東京駅南口～銀座４～豊海水産埠頭 都営
都05-1 東京駅南口～銀座４～晴海３～晴海埠頭 都営 ◎
都05-2 東京駅南口～銀座４～晴海３～有明テニスの森～有明１～東京ビッグサイト 都営
深夜13 東京駅南口～銀座４～晴海３～有明テニスの森～有明１ 都営 ☆
都06 渋谷駅～天現寺橋～麻布十番駅～赤羽橋駅～大門～新橋駅 都営 ◎
都07 錦糸町駅～亀戸駅通り～西大島駅～境川～東陽町駅～門前仲町 都営 ◎
都08 日暮里駅～下谷警察署～東武浅草駅～押上～錦糸町駅 都営 ◎
市01 新橋駅→浜離宮→築地中央市場→国立がん研究センター→新橋駅 都営 休日は運休
学01 上野駅～東大構内 都営
学02 高田馬場駅～西早稲田～早大正門 都営 ◎
学03 渋谷駅～東京女学館～日赤医療センター 都営 ◎
学05 目白駅～(直行)～日本女子大 都営 休日は運休
学06 恵比寿駅～東京女学館～日赤医療センター 都営
学07 御茶ノ水駅～東大構内 都営
AL01 東大島駅→小松川さくらホール→自由の広場→東大島駅 都営 平日の朝夕のみ
東15甲 東京駅八重洲口～聖路加病院～豊洲駅～東雲都橋～深川車庫 都営
東16 東京駅八重洲口～月島駅～豊洲駅～有明１～東京ビッグサイト 都営
深夜14 東京駅八重洲口→月島駅→晴海１→豊洲駅→東雲都橋→深川車庫 都営 ☆
深夜14 東京駅八重洲口←月島駅←豊洲駅←深川車庫 都営 ☆
東20 東京駅北口～門前仲町～東京都現代美術館～錦糸町駅 都営
東22 東京駅北口～門前仲町～東陽町駅～千田～錦糸町駅 都営
東42甲 東京駅八重洲口～日本橋～浅草橋～東武浅草駅～東浅草～南千住駅西口 都営
東42乙 浅草雷門～東武浅草駅～(←橋場通り、石浜通り→)～南千住車庫 都営
東43 東京駅北口～御茶ノ水駅～駒込病院～田端駅～小台～荒川土手(←操車所) 都営
東98 東京駅南口～東京タワー～目黒駅～清水～都立大学駅～等々力操車所 東急
スカイツリーシャトル 東京駅八重洲口(←は日本橋口)～両国・江戸東京博物館～東京スカイツリータウン JR関東
スカイツリーシャトル 東京駅八重洲口(←は日本橋口)～両国・江戸東京博物館～東京スカイツリータウン 東武セ
秋26 秋葉原駅～神田駅～清澄白河駅～境川～旧葛西橋～葛西駅 都営
茶51 秋葉原駅～御茶ノ水駅～東大正門～駒込駅 都営
飯62 都営飯田橋駅～牛込北町～戸山町～大久保駅～小滝橋車庫 都営 日中のみ
飯64 九段下～飯田橋～江戸川橋～早稲田～高田馬場駅～小滝橋車庫 都営
風ぐるま麹町ルート 千代田区役所→麹町出張所→四谷駅→飯田橋清掃車庫→千代田区役所 日立
風ぐるま秋葉原ルート 千代田区役所→岩本町ほほえみプラザ→秋葉原駅中央口→千代田区役所 日立
風ぐるま富士見・神保町ルート 千代田区役所→いきいきプラザ一番町→西神田３→御茶ノ水駅→千代田区役所 日立
風ぐるま内神田ルート 千代田区役所→日大病院→かんだ連雀→岩本町１→神田錦町→千代田区役所 日立
晴海ライナー トリトンスクエア→有楽町駅→東京駅八重洲北口→トリトンスクエア 日立
晴海ライナー トリトンスクエア→有楽町駅→東京駅八重洲北口 日立
晴海ライナー トリトンスクエア→有楽町駅→トリトンスクエア 日立
江戸バス北循環 中央区役所→新日本橋駅→浜町駅→中央区役所 日立 土休日は運休
江戸バス北循環 中央区役所→新日本橋駅→浜町駅→蛎殻町２→中央区役所 日立 土休日のみ
江戸バス南循環 中央区役所→祝町→佃２→豊海町→築地７→中央区役所 日立 土休日は運休
江戸バス南循環 中央区役所→東銀座駅→佃２→豊海町→築地７→中央区役所 日立 土休日のみ
橋63 新橋駅～国会議事堂～市ヶ谷駅～牛込柳町駅～大久保駅～小滝橋車庫 都営
橋63 大久保駅～新大久保駅～[急行]～統計局 都営 平日の朝夕のみ
橋86 新橋駅～神谷町駅～赤羽橋～愛育病院～天現寺橋～目黒駅 都営 平土の朝夕のみ
橋86 東京タワー～神谷町駅～赤羽橋～愛育病院～天現寺橋～目黒駅 都営
浜95甲 東京タワー～(神谷町駅←)～浜松町駅～潮路橋～品川駅港南口 都営

浜松町駅←潮路橋←港南車庫 都営 出庫
ちぃばす田町ルート 田町駅東口～赤羽橋駅～麻布十番～六本木ヒルズ フジ
ちぃばす田町ルート 芝浦車庫～田町駅東口～赤羽橋駅～麻布十番～六本木ヒルズ フジ
ちぃばす赤坂ルート 六本木ヒルズ→赤坂駅→赤坂見附駅→青山一丁目駅→六本木ヒルズ フジ
ちぃばす青山ルート 六本木ヒルズ～日赤医療センター～表参道駅～赤坂見附駅 フジ
ちぃばす芝ルート 田町駅東口～港区役所～虎ノ門２～新橋駅 フジ
ちぃばす芝ルート 田町駅東口→港区役所→プラザ神明→虎ノ門２→新橋駅 フジ
ちぃばす麻布西ルート 広尾駅～仙台坂上～麻布十番～六本木けやき坂 フジ
ちぃばす麻布東ルート 港区役所～飯倉片町～六本木けやき坂 フジ
ちぃばす高輪ルート 品川駅港南口～品川駅西口～高縄警察署～浅草線三田駅 フジ
ちぃばす芝浦港南ルート 田町駅東口～芝浦アイランド～高浜橋～品川駅港南口 フジ
田87 田町駅～魚籃坂下～恵比寿３～恵比寿駅～渋谷駅 都営 ◎
田92 田町駅東口～高浜橋～品川駅港南口 都営
田99 田町駅東口～芝浦埠頭～五色橋～浜路橋～品川駅港南口 都営
お台場レインボーバス 品川駅東口～(お台場学園←)～フジテレビ～ホテル日航東京 ｋｍ
お台場レインボーバス 品川駅東口～田町駅東口～(お台場学園←)～フジテレビ～ホテル日航東京 ｋｍ
品91 品川駅港南口～天王洲橋～品川シーサイド駅～八潮パークタウン(循環) 都営 ◎
深夜07 品川駅～天王洲橋～八潮パークタウン(循環) 都営 ☆
品93 目黒駅～明治学院～品川駅～品川車庫～都立高専～大井競馬場 都営 ◎
品94 品川駅～大井町駅～大森駅～池上営業所～池上駅～蒲田駅 東急
品96甲 品川駅港南口～天王洲橋→天王洲アイル→品川駅港南口 都営 平日の朝のみ
品96乙 品川駅港南口～天王洲アイル～りんかい線天王洲アイル駅 都営
品97 品川駅～魚藍坂下～西麻布～信濃町駅～新宿追分～新宿駅西口 都営
品98 品川駅港南口～五号バース～大田市場 都営 閉場日は運休
品98 品川駅港南口～[急行]～大田市場 都営 平日土曜の早朝のみ
品99 品川駅港南口～品川埠頭(循環) 都営 ◎
品99 品川駅港南口～東京入国管理局前 都営 平日の日中のみ

品川駅港南口～港南４ 都営 出入庫
宿01 新宿駅西口～小滝橋 関東
宿02 新宿駅西口～小滝橋～下落合駅～哲学堂東～丸山営業所 関東
宿03 新宿駅西口～東中野１～中野駅 関東
宿04 新宿駅西口～東中野１～中野駅～大新横丁～阿佐谷営業所 関東 ☆
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宿05 新宿駅西口～東中野１～中野駅～(→大場通、←宮坂醸造)～野方駅(循環) 関東 一部は中01，出入と連続運
宿07 新宿駅西口～小滝橋～落合駅～野方警察署～阿佐谷営業所 関東 出入庫
宿08 新宿駅西口～小滝橋～落合駅～中野駅 関東
宿20 新宿駅西口～中野坂上～中井駅～目白５～目白駅～池袋西武百貨店 西武
宿32 新宿駅西口～十二社池の下～東大附属～多田小学校～佼成会聖堂 京王東 ◎
宿33 新宿駅西口～十二社池の下～東大附属～多田小学校～方南町駅～永福町 京王東 ◎ ☆
宿35 新宿駅西口～十二社池の下～東大附属～多田小学校～佼成病院 京王東 日中のみ
宿41 新宿駅西口～６号通～笹塚中学～中野車庫 京王東
宿44 新宿駅西口～笹塚２～永福町～吉祥寺駅～塚～武蔵境駅南口 小田急

新宿駅西口～笹塚２～調布(←は調布駅北口)～よみうりランド 小田急 季節休日運行
宿45 新宿駅西口～６号通～笹塚中学～中野車庫～中野駅 京王東 ◎

中野車庫～中野駅 京王東 出入庫
宿51 新宿駅西口～十二社池の下～参宮橋～富ヶ谷～渋谷駅 京王東 ◎
宿74 新宿駅西口～日清食品～戸山町～東京女子医大 都営
宿75 新宿駅西口～日清食品～抜弁天～東京女子医大～四谷駅～三宅坂 都営 日中のみ
宿91 新宿駅西口～鍋屋横丁～堀ノ内～新代田駅 都営
C・H01 新宿駅西口→都庁第二本庁舎→都議会議事堂→新宿駅西口 京王東
C・H01 新宿駅西口→都庁第二本庁舎→都議会議事堂→新宿駅西口 都営

新宿駅西口～西参道～新宿車庫 都営
新宿駅西口～中央公園～新宿車庫 都営 出入庫

新宿ＷＥバス 新宿駅西口～パークハイアット東京(新都心循環) 京王東
新宿ＷＥバス 新宿駅西口→新宿御苑→新宿追分→新宿駅西口→西参道→都庁→新宿駅西口 京王東
新宿ＷＥバス 新宿駅西口→新宿御苑→新宿３→新宿駅西口→西参道→都庁→新宿駅西口 京王東
新宿ＷＥバス 新宿駅西口→歌舞伎町→新宿駅西口→西参道→都庁→新宿駅西口 京王東
新宿ＷＥバス 都庁本庁舎→東通り→新宿駅西口 京王東
新宿ＷＥバス 新宿駅西口→都庁本庁舎→ハイアットリージェンシー東京前 京王東
百01 高田馬場駅～戸山団地中央～小滝橋～東中野駅西口 関東
高71 高田馬場駅～抜弁天～東京女子医大～市ヶ谷駅～九段下 都営
早77 早稲田←高田馬場２←新宿追分←新宿駅西口 都営
早81 早大正門～東京女子医大～千駄ヶ谷駅～原宿駅～(渋谷区役所→)渋谷駅 都営
Ｂーぐる 文京シビック(セ)→後楽１→白山駅→千駄木駅→六義園入口→白山下→文京シビック(セ)　 日立
Ｂーぐる 文京シビック(セ)→江戸川橋駅→日本女子大→服部坂下→茗荷谷駅→文京シビック(セ)　 日立
上23 上野松坂屋～浅草寿町～八広２～東墨田会館～平井７～平井駅 都営
上23 青戸車庫～四つ木橋南詰～東墨田会館～平井７～平井駅 都営 出入庫
上26 上野公園～根津駅～西浅草３～とうきょうスカイツリー駅～亀戸駅 都営
上46 上野松坂屋～浅草寿町～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～動坂下～大塚３～江戸川橋～早稲田 都営
上60 上野公園～根津駅～東大農学部～春日駅～白山２～大塚駅 都営
上69 上野公園～春日駅～江戸川橋～早稲田～高田馬場駅～小滝橋車庫 都営
草24 浅草寿町～横川橋～亀戸天神～亀戸駅～大島駅～東大島駅 都営
草39 浅草寿町～東向島広小路～四ツ木橋～青戸車庫～金町駅 都営
草41 浅草寿町～鶯谷駅～三河島駅～町屋駅～千住桜木～足立梅田町 都営
草43 浅草雷門～三ノ輪駅～千住２～千住車庫～足立区役所 都営 土休日は運休
草43 浅草寿町～三ノ輪駅～千住２～千住車庫 都営 土休日のみ
草63 雷門1(←は浅草寿町)～竜泉～荒川区役所～西日暮里駅～白山上～巣鴨駅～池袋駅東口 都営
草63 とげぬき地蔵前～西巣鴨～池袋駅東口 都営 出入庫
草64 浅草雷門南～吉原大門～荒川区役所～田端新町１～王子駅～池袋駅東口 都営
北めぐりん 浅草駅→清川１→吉原大門→三ノ輪駅→金杉通り→鶯谷駅→千束３→浅草駅 日立
南めぐりん 上野駅→三井記念病院→浅草橋駅北→田原町駅→かっぱ橋→入谷南公園→上野駅 日立
東西めぐりん 区役所→芸大→千駄木駅→不忍池→松が谷→浅草駅→新御徒町駅→区役所 日立
東西めぐりん 区役所→寛永寺→千駄木駅→不忍池→松が谷→浅草駅→新御徒町駅→区役所 日立
ぐるーりめぐりん 上野駅入谷口→橋場２→浅草駅→浅草橋地区センター→上野駅入谷口 京成
すみまるくん 押上駅→鐘ヶ淵駅→白髭橋病院→森鴎外住居跡→押上駅 京成
すみまるくん 八広４西→押上駅→東あずま駅→東墨田２→八広４西 京成
すみまるくん 錦糸町駅→亀沢３→両国駅→弥勒寺前→墨田区役所→押上駅→錦糸町駅 京成
スカイツリーシャトル 東京スカイツリータウン～(→浅草雷門、←浅草３)～上野駅・上野公園 東武セ
スカイツリーシャトル 東京スカイツリータウン～錦糸町駅～(高速)～葛西駅～TDR 東武セ
スカイツリーシャトル 東京スカイツリータウン～錦糸町駅～(高速)～葛西駅～TDR 京成
両28 両国駅～錦糸町駅～西大島駅～境川～葛西橋 都営
S-1 錦糸町駅～押上～浅草雷門～上野松坂屋 都営
S-1 錦糸町駅～押上～浅草雷門～上野松坂屋～東京駅北口 都営 土休日のみ
錦11 錦糸町駅～森下駅～水天宮～茅場町～築地駅 都営
錦13 錦糸町駅～石島～東陽３～塩浜２～豊洲駅～IHI～晴海３～晴海埠頭 都営
錦13 錦糸町駅～石島～東陽３～塩浜２～辰巳団地～深川車庫 都営
錦13折返 東陽町駅～塩浜２～豊洲駅～昭和大学豊洲病院 都営
錦18 錦糸町駅～亀戸駅通り～西大島駅～境川～新木場駅 都営 土休日は運休
急行05 錦糸町駅～亀戸駅通り～西大島駅～境川～新木場駅～日本科学未来館 都営 土休日のみ
錦22 錦糸町駅～千田～東陽町駅～(清砂大橋)～臨海車庫 都営 出入庫
錦25 錦糸町駅～亀戸駅通り～京葉交差点～船堀駅～三角～葛西駅 都営 ◎
FL01 錦糸町駅～亀戸駅通り～東大島駅入口～船堀駅～三角～葛西駅 都営 土休日の日中のみ
錦27 両国駅～錦糸町駅～亀戸駅通り～京葉交差点～菅原橋～小岩駅 都営
錦27-2 船堀駅～京葉交差点～菅原橋～小岩駅 都営
錦28 錦糸町駅～住吉駅～北砂５団地～東砂団地～東大島駅 都営
錦37 錦糸町駅～押上駅～中居堀～八広～四ツ木橋～青戸車庫 都営
錦40 錦糸町駅～とうきょうスカイツリー駅～百花園～南千住汐入～南千住駅東口 都営
業10 スカイツリー駅～菊川駅～木場駅～豊洲駅～月島４～銀座４～新橋 都営
業10 深川車庫～東雲都橋～豊洲駅～月島４～銀座４～新橋 都営 出入庫
亀21 亀戸駅～水神森～北砂７～旧葛西橋～袖ヶ浦～東陽町駅 都営
亀23 亀戸駅～北砂５団地～北砂７～南砂町駅～江東高齢者医療センター 都営 8～18時運行
亀24 亀戸駅～大島駅～葛西橋 都営
亀26 亀戸駅～京葉交差点～松江～一之江駅～今井 都営
亀29 亀戸駅～境川～宇喜田～西葛西駅～葛西駅通り～なぎさニュータウン 都営
亀29 亀戸駅～境川～宇喜田～西葛西駅 都営
門19甲 門前仲町～豊洲１～豊洲駅～辰巳団地～東京ビッグサイト 都営 日中のみ
門19乙 門前仲町～枝川～豊洲駅～辰巳団地～深川車庫 都営  早朝と夜のみ
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門21 門前仲町～冬木～東陽町駅～東陽７～旧葛西橋～東大島駅 都営 日中のみ
門21 東陽町駅～東陽７～旧葛西橋～東大島駅 都営
門33 豊海水産埠頭～勝どき駅～門前仲町～緑１～本所１～押上～亀戸駅 都営
木11 木場駅～東陽町駅～新木場駅～新木場循環 都営
木11 東陽町駅～新木場駅～新木場循環 都営
木11 東陽町駅～新木場駅～若洲キャンプ場 都営
木11乙 東陽町駅～潮見駅 都営 朝夕のみ
陽20 東陽町駅～江東高齢者医療センター～旧葛西橋～東大島駅 都営
海01 門前仲町～豊洲駅～有明テニスの森～フジテレビ～東京テレポート駅 都営 ◎
豊洲01 豊洲駅→日本ユニシス→芝浦工大→豊洲駅→キャナルコート→豊洲駅 都営 平日朝夕のみ
急行06 森下駅～清澄庭園～門前仲町～豊洲駅～パレットタウン～日本科学未来館 都営 土休日のみ
しおかぜ 潮見駅→木場六丁目→潮見駅→辰巳団地→潮見駅 都営 江東区コミュニティバス
波01 東京テレポート駅～テレコムセンター駅～中央防波堤 都営 日曜は運休
波01 東京テレポート駅～テレコムセンター駅～フジテレビ～五色橋～品川駅港南口 都営
井01 大井町駅～荏原営業所 東急
井03 大井町駅～大森駅～池上営業所～池上駅～蒲田駅 東急
井05 大井町駅～原小学校～西大井駅 東急
井09 大井町駅～大森駅～池上営業所～池上駅 東急
井12 大井町駅東口～立会川駅～八潮パークタウン(循環) 京急
井19 大井町駅～立会川駅～鈴ヶ森～大森駅～レジャーランド平和島 京急 出入庫
井30 大井町駅～東京テレポート駅・船の科学館循環 京急
井32 大井町駅～東京テレポート駅循環 京急  20時以降
井92 大井町駅東口～(→青物横丁、←[トンネル])～八潮パークタウン(循環) 都営
井96 大井町駅東口→青物横丁→天王洲アイル→南馬場→青物横丁→大井町駅東口 都営
井98 大井町駅東口～大井清掃工場～五号バース～大井水産物埠頭 都営 平日土曜の通勤時のみ
反01 五反田駅～荏原営業所～西馬込駅～池上警察署～小向交番前～川崎駅西口北 東急 ◎
反02 五反田駅～荏原営業所～西馬込駅～池上警察署 東急 ☆ 早朝深夜のみ
反11 五反田駅～武蔵小山～学芸大学駅～上馬～世田谷区民会館 東急
反94 五反田駅～三ノ橋～麻布十番駅～赤羽橋駅 都営 朝夕のみ
反96 五反田駅～品川駅～魚藍坂下～麻布十番駅～六本木ヒルズ（循環） 都営
黒01 目黒駅～清水～大岡山小学校(循環) 東急 ◎ ☆
黒02 目黒駅～清水～都立大学駅北口～等々力７～二子玉川駅 東急
黒02 目黒駅～清水～都立大学駅北口～等々力７ 東急 ★
黒06 目黒駅～油面公園～祐天寺駅～世田谷観音～三軒茶屋駅(循環) 東急
黒07 目黒駅～清水～都立大学駅北口～深沢１～桜新町駅～弦巻営業所 東急
黒09 目黒駅～中目黒駅～下馬１～野沢龍雲寺(循環) 東急
黒77 目黒駅～広尾橋～西麻布～千駄ヶ谷駅 都営
中目01 中目黒駅～下馬１～野沢龍雲寺(循環) 東急 朝のみ
都立01 都立大学駅北口～深沢１～桜新町駅～岡本３～成育医療センター～成城学園前駅 東急
自01 自由が丘駅～等々力７～深沢１～深沢不動～駒大深沢キャンパス(循環) 東急 ◎
自02 自由が丘駅～等々力７～深沢不動～駒大深沢キャンパス(循環) 東急 ◎
自02 自由が丘駅～等々力７～深沢不動～瀬田営業所 東急 ★
自11 自由が丘駅←等々力７←深沢１←附属世田谷中学校←東京医療センター 東急 日中のみ
自12 自由が丘駅～等々力７～附属世田谷中学校～東京医療センター 東急 日中のみ
森01 大森操車所～大森駅～万福寺～西馬込駅～池上駅～蒲田駅 東急 土休日は運休
森02 大森操車所～大森駅～万福寺～荏原町駅入口(循環) 東急 ◎
森04 大森操車所～大森駅～池上営業所～池上駅 東急 ☆
森05 大森操車所～大森駅～池上営業所～池上駅～上池上～洗足池 東急
森06 大森駅→池上営業所→池上駅→上池上→夫婦坂→大森駅 東急 ◎
森07 大森駅→夫婦坂→上池上→池上駅→池上営業所→大森駅 東急 ◎
森08 大森駅→弁天池→馬込銀座→大森駅 東急
森11 大森駅～平和島駅～大鳥居～六間堀～羽田空港国際線 京急 ★
森21 大森駅～平和島駅～大鳥居～六間堀～羽田空港 京急
森22 大森駅～しながわ水族館～大井競馬場駅～八潮パークタウン(循環) 京急
森23 大森駅～平和島駅～大鳥居～羽田車庫 京急
森24 大森駅～平和島駅～流通センター～京浜島循環 京急
森25 大森駅～平和島駅～流通センター～昭和島循環 京急 朝夕のみ
森26 大森駅～平和島駅～森ヶ崎 京急
森27 大森駅～八幡通り～平和島駅～大森東５ 京急
森28 大森駅～大森海岸～平和島循環 京急
森30 大森駅～大井競馬場駅～船の科学館循環 京急
森31 大森駅～平和島駅～流通センター 京急
森32 大森駅～平和島駅～流通センター～城南島循環 京急
森32 大森駅～平和島駅～流通センター～大田市場～城南島循環 京急 平日の日中のみ
森33 大森駅～八幡通り～平和島循環 京急 平日の朝のみ
森34 大森駅～大森海岸～大田スタジアム 京急
森36 大森駅～平和島駅～流通センター・京浜島・昭和島循環 京急 休日は運休
森40 大森駅～平和島駅～船の科学館循環 京急 1回のみ
森43 大森駅～平和島駅～流通センター～大田市場 京急 ☆ 閉場日前夜なし
森45 大森駅→レジャーランド平和島～平和島駅～流通センター～京浜島昭和島循環 京急
森46 大森駅→レジャーランド平和島～平和島駅～流通センター～京浜島循環 京急
森50 大森駅～沢田通り～東邦医大～蒲田駅 京急
森56 大森駅～沢田通り～平和島駅～森ヶ崎 京急 土休日は運休
直通 大森駅～ビッグファン 京急
直通 平和島駅～ビッグファン 京急
森91 大森操車所～大森駅～馬込駅～柿の木坂２～上馬～新代田駅 東急
平和41 レジャーランド平和島～平和島駅～流通センター 京急
平和54 大森車庫→レジャーランド平和島～平和島駅～流通センター～京浜島循環 京急
蒲01 蒲田駅～六郷土手 東急
蒲12 蒲田駅～国道口～雪が谷～田園調布駅 東急
蒲30 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～六間堀～羽田空港国際線 京急 ★
蒲31 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～六間堀～羽田空港 京急
蒲95 蒲田駅～(シャトル)～大鳥居～羽田空港 京急
蒲31 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～六間堀～羽田車庫 京急 ★
蒲33 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～羽田車庫 京急 ★
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蒲35 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～東糀谷６ 京急
蒲36 蒲田駅～糀谷駅～大鳥居～森ヶ崎 京急 ☆
蒲40 蒲田駅～萩中～六間堀～羽田空港国際線 京急
蒲41 蒲田駅～萩中～六間堀～羽田空港 京急
蒲42 蒲田駅～萩中～六間堀～羽田整備場 京急 平日の1回のみ
蒲43 蒲田駅～萩中～六間堀～羽田車庫 京急
蒲45 蒲田駅～萩中～大師橋～ＪＦＥ 京急 平日の朝のみ
蒲67 蒲田駅～梅屋敷～大森東５ 京急
蒲73 蒲田駅～六郷橋～大師橋下～羽田車庫 京急
蒲74 蒲田駅～六郷橋 京急
蒲75 蒲田駅～六郷橋～大師橋下 京急
空51 羽田空港～大鳥居～六郷橋～川崎駅 京急
空71 羽田空港第1→貨物地区→羽田空港第2→羽田空港第1 京急
空72 羽田空港～貨物・新整備場循環 京急
園01 田園調布駅～上野毛駅～瀬田営業所～美術館入口～千歳船橋 東急
園02 田園調布駅～等々力７～用賀駅～農大前～上町～世田谷区民会館 東急
多摩01 多摩川駅～都立大学駅北口～東京医療センター 東急 朝は運行なし
たまちゃんバス 武蔵新田駅～下丸子・矢口循環 東急
等01 等々力→等々力不動尊→玉堤→尾山台駅→等々力 東急 タマリバーバス
等11 等々力操車所～駒沢～上町～農大前～千歳船橋～祖師ヶ谷大蔵駅 東急
等13 等々力操車所～駒沢～世田谷区役所～梅ヶ丘駅 東急
等12 等々力操車所～中町５～用賀駅～成育医療センター～成城学園前駅 東急
玉04 二子玉川駅～(→中耕地、←二子玉川緑地)～鎌田～喜多見公園(循環) 東急 日中のみ
玉05 二子玉川駅～(→中耕地、←二子玉川緑地)～鎌田～宇奈根１(循環) 東急 日中は運行なし
玉06 二子玉川駅→中耕地→砧本村→二子玉川緑地→二子玉川駅 東急
玉07 二子玉川駅～(→中耕地、←二子玉川緑地)～鎌田～成城学園前駅 小田急 ◎
玉07 二子玉川駅～(→中耕地、←二子玉川緑地)～鎌田～成城学園前駅 東急 ◎
玉08 二子玉川駅～(→中耕地、←二子玉川緑地)～鎌田～狛江駅～調布駅南口 小田急

狛江駅北口～狛江営業所～調布駅南口 小田急
玉11 二子玉川駅～明神池～玉堤１～多摩川駅～小杉駅東口 東急
玉31 二子玉川駅～玉川病院～成育医療センター 東急
玉32 二子玉川駅～玉川病院～(成育医療センター→)美術館 東急 休日のみ
玉35 上野毛駅～二子玉川駅～静嘉堂文庫～美術館 東急 土休日のみ
用01 用賀駅～馬事公苑～千歳船橋～祖師ヶ谷大蔵駅 東急
用06 用賀駅～関東中央病院～成育医療センター～成城学園前駅 東急 平日1回のみ
用21 用賀駅～関東中央病院 東急 日中は運行なし
用22 用賀駅～関東中央病院～美術館 東急
下61 北沢タウンホール～下北沢駅～代沢十字路～三軒茶屋～駒沢陸橋 小田急 休日13～17時運休
下61 北沢タウンホール～下北沢駅～代沢十字路 小田急 休日13～17時のみ
梅01 梅ヶ丘駅～経堂駅～希望ヶ丘団地～成城警察署～千歳船橋駅 小田急 ←☆
経01 経堂駅～希望ヶ丘団地～成城警察署～千歳船橋駅 小田急 ←☆
経02 経堂駅～船橋６～八幡山駅 小田急
経02 経堂駅～船橋６～八幡山駅 京王東
歳20 千歳船橋駅～成城警察署～廻沢～榎～上祖師谷４～成城学園前駅西口 小田急 7～19時の運行
歳21 千歳船橋駅～廻沢～榎～上祖師谷４～成城学園前駅西口 小田急 朝と夜のみ
歳22 千歳船橋駅→廻沢→希望が丘団地→粕谷１→千歳船橋駅 小田急 休日1回のみ
歳23 千歳船橋駅～塚戸小学校～千歳烏山駅～南水無 京王東 ◎
歳24 千歳船橋駅～成城警察署～希望ヶ丘団地 小田急 ★
歳25 千歳船橋駅～有隣病院前～希望ヶ丘団地(循環) 小田急

祖師ヶ谷大蔵駅→祖師谷５北→成城９→祖師ヶ谷大蔵駅(循環) 小田急
成01 成城学園前駅西口～中央電通学園～神代団地 小田急
直行01 成城学園前駅西口→ＮＴＴ中央研修センター 小田急 平日の朝1回のみ
成02 成城学園前駅西口～榎～芦花公園駅～千歳烏山駅北口 小田急
成04 成城学園前駅西口～成城８～仙川駅入口～狛江営業所～調布駅南口 小田急
成04 成城学園前駅西口～成城８～仙川駅入口～狛江営業所 小田急 ☆
成05 成城学園前駅西口～成城８～仙川駅入口～岩戸北１～狛江駅北口 小田急
成06 成城学園前駅西口～榎～千歳烏山駅南口 小田急
喜01 喜多見駅～覚東～狛江ハイタウン折返場 小田急
八01 八幡山駅～船橋交番北～希望ヶ丘団地(循環) 京王東
八02 八幡山駅～希望ヶ丘東公園～希望ヶ丘団地(循環) 京王東 日中のみ
烏01 千歳烏山駅→寺院通３番→久我山病院→中宿→千歳烏山駅(循環) 関東
烏51 希望ヶ丘団地～塚戸小学校～千歳烏山駅～南水無 京王東 土曜1回
渋05 渋谷駅～三軒茶屋～駒留～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～田園調布駅 東急 ◎
渋12 渋谷駅～三軒茶屋～駒沢大学駅～深沢８～二子玉川駅 東急
渋21 渋谷駅～三軒茶屋～上町駅 東急 ◎ ☆
渋22 渋谷駅～三軒茶屋～上町～農大前～用賀駅 東急 H30.4.1新設予定
渋23 渋谷駅～三軒茶屋～上町～農大前～祖師ヶ谷大蔵駅 東急 ☆
渋24 渋谷駅～三軒茶屋～上町～農大前～成育医療センター～成城学園前駅 東急 ◎
渋24 渋谷駅～三軒茶屋～上町～農大前～成育医療センター～成城学園前駅 小田急 ◎
渋26 渋谷駅～三軒茶屋～上町～農大前～成育医療センター～狛江駅～狛江営業所～調布駅南口 小田急
渋31 渋谷駅→三宿→下馬１→東山１→渋谷駅 東急
渋32 渋谷駅～三宿～下馬１～野沢龍雲寺(循環) 東急 ◎ ☆
渋32 渋谷駅～三宿～下馬１～野沢龍雲寺(循環) 東急 ◎ ☆
渋34 渋谷駅～三宿～下馬１～野沢交番～都立大学駅北口～東京医療センター 東急
渋41 渋谷駅～中目黒駅～大鳥神社～大崎駅～居木橋～大井町駅 東急 ◎
若01 東急百貨店本店～淡島～若林折返所 東急 日中のみ
渋51 渋谷駅～淡島～若林折返所 東急 ◎ ☆
渋52 渋谷駅～淡島～若林～世田谷区民会館 東急
渋54 渋谷駅～淡島～梅ヶ丘駅～経堂駅 小田急
渋54 渋谷駅～淡島～梅ヶ丘駅 小田急 ☆
渋55 渋谷駅～東大裏～東北沢～幡が谷 東急
渋60 渋谷駅→東大裏→富ヶ谷→代々木上原駅→大原１ 京王東 夜のみ
渋61 渋谷駅～東大裏～富ヶ谷～初台駅 京王東
渋63 渋谷駅～渋谷区役所～富ヶ谷～幡ヶ谷～中野車庫～中野駅 京王東 ◎ ☆
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渋64 渋谷駅～渋谷区役所～富ヶ谷～弥生町１～中野坂上駅～中野駅 京王東 ◎
渋64 渋谷駅～渋谷区役所～富ヶ谷～弥生町１～中野車庫 京王東 ★ 出入庫
渋66 渋谷駅～富ヶ谷～幡ヶ谷～代田橋～方南八幡通～堀ノ内～阿佐ヶ谷駅 京王東
渋66 渋谷駅～富ヶ谷～幡ヶ谷～代田橋～方南八幡通～堀ノ内～阿佐ヶ谷駅 都営
渋68 渋谷駅←渋谷区役所←富ヶ谷←代々木上原駅←大原１←永福町 京王東 出庫
渋69 渋谷駅～渋谷区役所～富ヶ谷～代々木上原駅～{笹塚駅→大原１} 京王東
渋71 渋谷駅東口～代官山駅入口～祐天寺～清水庚申～洗足駅 東急
渋72 渋谷駅東口～えびす駅～大鳥神社～目黒不動尊～五反田駅 東急 不動尊縁日は変更
渋82 渋谷駅～三軒茶屋～駒沢大学駅～深沢不動～等々力 東急
渋88 渋谷駅～南青山５～西麻布～六本木駅～神谷町駅～新橋駅 都営
渋88 渋谷駅～北参道～西参道～新宿車庫 都営 出入庫
恵32 えびす駅～五本木～駒沢公園～深沢不動～中町５～用賀駅 東急
恵32 えびす駅→五本木→駒沢公園→深沢不動→中町５ 東急 ★
代官山循環 渋谷駅→伊太利屋本社→代官山町→猿楽町→渋谷駅 トランセ 朝のみ
ＮＨＫ 渋谷駅～ＮＨＫスタジオパーク 京王東
ハチ公バス 区役所→渋谷駅東口→青学西門→恵比寿GP→恵比寿公園→代官山駅→区役所 東急 GP＝ガーデンプレイス
ハチ公バス 渋谷駅→東大裏→代々木上原駅→上原２南→神山→渋谷駅 京王東
ハチ公バス 渋谷駅～明治神宮～神宮前３～千駄ヶ谷駅～代々木駅(循環) フジ
SS01 渋谷駅ハチ公口→渋谷ガーデンタワー→青葉台タワー→渋谷駅ハチ公口(循環) フジ 平日の日中のみ
SS02 渋谷駅ハチ公口～渋谷ガーデンタワー フジ 平日の朝夕のみ
SS03 渋谷駅(経済大前)→青葉台タワー→渋谷駅(経済大前) フジ 平日の朝のみ
SS04 渋谷駅ハチ公口～文化総合センター大和田 フジ 日中のみ
SS05 渋谷駅ハチ公口→渋谷ガーデンタワー→青葉台タワー→渋谷駅ハチ公口(経済大前不停車) フジ 平日の夕のみ
中01 中野駅→大場通→野方駅→宮坂醸造→中野駅 関東 ◎ 野方駅で系統変更あり
中10 中野駅～中野５～新井薬師前駅～哲学堂～丸山営業所 関東
中12 中野駅～中野５～新井薬師前駅～哲学堂～江原中野通～江古田駅 関東
中13 中野駅→中野５→新井薬師前駅→北野神社→中野駅 関東 平日の朝のみ
中20 中野駅～北野神社～下田橋～丸山営業所 関東  出入庫
中24 中野駅～北野神社～下田橋～江古田住宅～徳田～南蔵院～中村橋駅 関東 平日の朝のみ
中25 中野駅～北野神社～下田橋～江古田住宅～学田橋～南蔵院～練馬駅 関東
中27 中野駅～北野神社～下田橋～江古田住宅～江古田の森 関東
中28 中野駅～北野神社～下田橋～江古田住宅～江古田の森～江古田駅 関東
中30 中野駅←区立体育館←中野５←新井薬師前駅←哲学堂←丸山営業所 関東 池11の出庫
中35 中野駅～東高円寺駅～松の木～五日市街道営業所 関東 ◎ ☆
中36 中野駅～東高円寺駅～松の木～五日市街道営業所～松庵～吉祥寺駅 関東
中41 中野駅～北野神社～新井薬師前駅～哲学堂～丸山営業所～江古田駅 関東 ☆
中43 中野駅←北野神社←下田橋←丸山営業所←豊玉北←江古田駅 関東 ★
中45 中野駅→北野神社→新井薬師前駅→哲学堂→丸山営業所 関東 ★
なかのん 中野駅～大場通～野方駅入口～鷺宮４～八成小学校 関東
中71 中野駅～鍋屋横丁～佼成会聖堂～方南町駅～永福町 京王東
中81 中野駅→中野車庫→笹塚３→代田橋→笹塚駅→中野車庫 京王東 ☆
中83 中野駅～鍋屋横丁～川島通～多田小学校～南部高齢者会館(循環) 京王東
中91 中野駅～(→新井小学校)～新井４ 京王東
中92 中野駅～(→下田橋、←沼袋駅)～豊玉中２～南蔵院～練馬駅 京王東 ◎
中92 中野駅～(→下田橋、←沼袋駅)～豊玉中２～南蔵院 京王東 ★
大03 高円寺駅～東京警察病院正門前～野方駅 関東 土休日は運休
高10 高円寺駅～野方駅北口～豊玉こうしん通り～練馬駅 関東
高43 高円寺駅南口～松の木～五日市街道営業所 関東
高45 高円寺駅南口～新高円寺～松ノ木住宅～永福町 関東
高45 高円寺駅南口～新高円寺～松ノ木住宅～永福町 京王東
高46 高円寺駅南口～新高円寺～堀の内～佼成病院 京王東
高60 高円寺駅～野方駅北口～豊玉中～(桜台駅←)～練馬駅 関東
高70 高円寺駅～野方駅北口～丸山営業所 関東
新02 新高円寺～松ノ木住宅～永福町 関東 日中は運行なし
新02 新高円寺～松ノ木住宅～永福町 京王東 日中は運行なし
阿01 阿佐ヶ谷駅～白鷺１～鷺ノ宮駅～中村橋駅 関東 ◎ ☆
阿02 白鷺１→阿佐ヶ谷駅→荻窪駅→日大二高→白鷺１ 関東 AMのみ
阿03 阿佐ヶ谷駅→下井草駅→八成橋→中村橋駅→鷺ノ宮駅→白鷺１→阿佐ヶ谷駅 関東 1回のみ
阿04 阿佐ヶ谷駅～白鷺１ 関東 夕方のみ
阿05 荻窪駅～杉並区役所～阿佐ヶ谷駅～白鷺１ 関東 12～17時のみ
阿45 阿佐ヶ谷駅～お伊勢の森～中野四季の森公園～中野駅 関東
阿50 阿佐ヶ谷駅～阿佐谷営業所～下井草駅～八成橋～石神井公園駅 関東
阿51 阿佐ヶ谷駅～阿佐谷営業所～下井草駅 関東 ☆
すぎ丸 阿佐ヶ谷駅～阿佐ヶ谷住宅～成田西子供園～浜田山駅 京王東
すぎ丸 浜田山駅南～塚山公園～下高井戸駅入口 京王東
すぎ丸 西荻窪駅～西荻南1～西高校正門前～久我山駅(循環) 関東
荻04 荻窪駅～日大二高～阿佐谷営業所 関東 出入庫
荻05 荻窪駅～日大二高～白鷺１ 関東
荻06 荻窪駅～日大二高～白鷺１～中村橋駅 関東 ◎
荻07 荻窪駅～日大二高～白鷺１～鷺ノ宮駅～中村橋駅～練馬駅 関東
荻10 荻窪駅～清水２～下井草１～下井草駅 関東 ☆
荻11 荻窪駅～清水２～八成橋～石神井公園駅 関東
荻11 荻窪駅～清水２～八成橋～石神井公園駅 西武
荻12 荻窪駅～清水２～井荻駅 関東
荻12 荻窪駅～清水２～井荻駅 西武
荻13 荻窪駅～荻窪警察～上井草駅 西武 出入庫
荻14 荻窪駅～荻窪警察～上井草駅～石神井公園駅 西武 ◎
荻15 阿佐ヶ谷駅～荻窪駅～仲通り～上井草駅～大泉学園駅南口～長久保 西武
荻17 荻窪駅～清水２～八成橋～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(循環) 西武
荻30 荻窪駅～荻窪警察～青梅街道営業所 関東 ◎ ☆
荻31 荻窪駅～荻窪警察～プロムナード荻窪 関東
荻32 荻窪駅～荻窪警察～青梅街道営業所～武蔵関駅(循環) 関東
荻34 荻窪駅～荻窪警察～青梅街道営業所～北裏 関東
荻35 荻窪駅～荻窪警察～青梅街道営業所～北裏～武蔵野大学 関東 平日の通学時のみ
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荻36 荻窪駅～荻窪警察～南善福寺 関東
荻40 荻窪駅～荻窪警察～西荻窪駅～松庵２～立教女学院 関東
荻41 荻窪駅～荻窪警察～西荻窪駅 関東
荻51 荻窪駅～シャレール荻窪(循環) 関東
荻53 荻窪駅～柳窪～五日市街道営業所 関東 ☆　出入庫
荻54 荻窪駅～柳窪～高井戸駅～芦花公園駅 関東 ◎
荻56 荻窪駅～柳窪～日本年金機構入口 関東
荻58 荻窪駅～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→南荻窪１→宮前公園→春日神社→宮前３→南荻窪１→荻窪駅(循環) 関東 ◎
西01 (西02.03.10→)荻窪中学→西荻窪駅→一番街→八幡橋→青梅街道営業所 関東 入庫
西01 青梅街道営業所→八幡橋→荻窪中学→西荻窪駅→(西02.03.10) 関東 出庫
西02 上石神井駅～青梅街道営業所～八幡橋～西荻窪駅(循環) 関東 ◎ ☆
西03 大泉学園駅南口～上石神井駅～青梅街道営業所～八幡橋～西荻窪駅(循環) 関東
西03 大泉学園駅南口～上石神井駅～青梅街道営業所～八幡橋～西荻窪駅(循環) 西武
西10 吉祥寺駅～東京女子大前～(→荻窪中学、←一番街)～西荻窪駅(循環) 関東
西50 西荻窪駅～今川３～井荻駅 関東
西51 西荻窪駅～今川３～清水２～荻窪駅 関東 土休日は運休
永70 永福町～方南町駅～佼成会聖堂 京王東 出入庫
永72 永福町～方南町駅～佼成病院 京王東
池01 池袋駅西口→(直通)→日大病院 国際 平日の朝のみ
池02 池袋駅西口→熊野町→幸町→要小学校→池袋駅西口(熊野町循環) 国際 ☆
池03 池袋駅西口→要小学校→幸町→南町→池袋駅西口(要町循環) 国際
池04 池袋駅西口→熊野町→高松小学校→要小学校→池袋駅西口(中丸町循環) 国際 土休日は運休
池05 池袋駅西口～要小学校～千川駅～大谷口２～日大病院 国際 ◎
池07 サンシャインシティ南～池袋駅西口～要小学校～千川駅～江古田二又 国際 日中のみ
池11 池袋駅西口～池袋車庫～目白５～哲学堂～新井薬師前駅～中野駅 関東
池11 池袋駅西口～池袋車庫～目白５～哲学堂～新井薬師前駅～中野駅 国際
池20 池袋駅西口～熊野町～大和町～志村三丁目駅～西台駅～高島平操車場 国際
池21 池袋駅西口～熊野町～大和町～舟渡町～徳丸橋～高島平駅 国際
池55 池袋駅東口～熊野町～大山～かみのね橋～小茂根５ 国際
池65 池袋駅東口～目白駅～目白５～哲学堂～江古田２ 都営
池80 池袋駅東口～池袋車庫 国際 出入庫
池82 池袋駅西口→熊野町→幸町→要小学校→池袋車庫 国際 ☆ 入庫
池83 池袋駅西口→要小学校→幸町→南町→池袋車庫 国際 入庫1回
池84 池袋駅西口→熊野町→南町→高松小学校→要小学校→池袋車庫 国際 入庫平日1回
池85 池袋車庫～要小学校～千川駅～大谷口２～日大病院 国際 出入庫
池86 池袋駅東口～高田馬場２～新宿伊勢丹～北参道～渋谷駅 都営
白61 新宿駅西口～曙橋～牛込柳町駅～江戸川橋～目白駅～江古田二又～練馬駅 都営
白61折返 ホテル椿山荘東京～目白駅 都営
常01 ときわ台駅～常盤台４～若木３～志村三丁目駅 国際
練95 練馬北町車庫～錦団地～平和台駅～練馬春日町駅～豊島園～練馬駅 国際 出入庫
東練01 東武練馬駅～(→不動通、←宮の下)～徳丸6～高島平駅～舟渡町～浮間舟渡駅 国際 土休日の日中はなし
東練03 徳丸６中央→不動通り→東武練馬駅→徳丸５→徳丸６中央(循環) 国際
東練05 東武練馬駅～(→宮の下、←不動通)～西台１～西台駅～浮間舟渡駅 国際
東練80 東武練馬駅←不動通←西台１ 国際 早朝のみ
下赤03 高島平操車場→高島平駅→四葉町→下赤塚駅→おいせ坂上→高島平駅→高島平操車場 国際 14時以降
下赤03 高島平操車場→高島平駅→おいせ坂上→下赤塚駅→四葉町→高島平駅→高島平操車場 国際 14時まで
りんりんGO 板橋市場～赤塚庁舎入口～下赤塚駅～おいせ坂上～四葉２～板橋市場(循環) 国際 →～15時、←15時～
増07 成増駅北口～瑞光橋～宮本～吹上観音下～南市場～瑞光橋～成増駅北口 東武ウ →14時～、←～14時
増09 成増駅北口～瑞光橋～南市場～吹上観音下～長島～和光市駅北口 東武ウ
増14 成増駅北口～吹上新道～笹目橋～下笹目 国際
増16 成増駅南口～牛房～土支田１～比丘尼橋 国際
増16-2 成増駅南口→牛房→土支田１→比丘尼橋→三軒家 国際 ★
増17 成増駅北口～成増４～区立美術館～高島平駅～高島平操車場 国際
増19 成増駅北口→成増４→吹上新道→下新倉 国際
増32 成増駅南口～新東埼橋～埼玉病院～諏訪原～南大和 東武ウ
増72 成増町～牛房～白子折返場 西武
高01 高島平操車場～高島平駅～下新倉～吹上新道～成増４～成増駅北口 国際
高02 高島平駅～舟渡町～浮間舟渡駅 国際
練40 南田中車庫～高野台１～光が丘南入口～牛房～成増町 西武 出入庫
練41 練馬駅～高松２～谷原２～高野台１～南田中車庫 西武 出入庫
練42 練馬駅～高松２～谷原２～光が丘南入口～牛房～成増町 西武
練43 練馬駅～中村橋駅～富士見台駅～南田中車庫 西武  出入庫
練47 練馬駅～豊島園～田柄３～下赤塚駅～成増駅 西武
練48 練馬駅～練馬区役所～高松２～谷原２～下屋敷～大泉学園駅 西武
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
石02 石神井公園駅北口～(←三軒寺、下屋敷→)比丘尼橋～土支田八幡～成増駅 国際 ◎ ☆
石02 石神井公園駅北口～(←三軒寺、下屋敷→)比丘尼橋～土支田八幡～成増駅 西武 ◎
石03 石神井公園駅北口～(←三軒寺、下屋敷→)比丘尼橋～成増駅～練馬北町車庫 国際
石04 石神井公園駅北口～(←三軒寺、下屋敷→)比丘尼橋～土支田１ 西武 出入庫
石11 西武車庫～石神井公園駅北口～谷原３～牛房～成増町 西武 出入庫
石12 西武車庫～石神井公園駅北口 西武 出入庫
石21 石神井公園駅～八成橋～南田中車庫 西武 出入庫
石22 石神井公園駅～禅定院～上井草駅入口 西武 出入庫
泉30-2 大泉学園駅～片山小学校～新座営業所 西武 出入庫
泉31 大泉学園駅→都民農園セコニック 西武 ★
泉31-1 大泉学園駅～都民農園セコニック～新座栄 西武
泉32 大泉学園駅～都民農園セコニック～朝霞警察署～朝霞駅 西武
泉33 大泉学園駅～都民農園～長久保～南大和～成増駅南口 西武
泉34 長久保～南大和～成増駅南口 西武
泉35-1 上石神井駅～大泉学園駅南口～都民農園～長久保 西武
泉37 大泉学園駅～都民農園～長久保 西武
泉38 大泉学園駅～大泉桜高校～長久保 西武
泉39 大泉学園駅～東映撮影所～司法研修所～丸山台～和光市駅南口 西武
和40 長久保～司法研修所～丸山台～和光市駅南口 西武
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練高01 成増駅南口～光が丘高校～光が丘駅～練馬高野台駅 西武
練高02 成増駅南口～光が丘高校～光が丘駅～練馬高野台駅～南田中車庫 西武 ☆
練高03 光が丘駅～光が丘７～練馬高野台駅 西武
光01 光が丘駅～光が丘３～田柄町～平和台駅～練馬北町車庫 国際 ←☆
光02 光が丘駅～光が丘３～田柄町～平和台駅～練馬北町車庫～大山～池袋駅東口 国際
光04 光が丘駅～田柄５～平和台駅～錦団地～練馬北町車庫 国際
光202 光が丘駅→練馬光が丘病院→土支田１→高松６→光が丘駅 国際
光202 光が丘駅→練馬光が丘病院→土支田１→高松６→光が丘駅 西武
光30 光が丘駅～別荘橋～司法研修所～丸山台～和光市駅南口 西武
光31 成増駅南口～光が丘高校～光が丘駅 西武
みどりバス 光が丘駅～土支田１～長久保～都民農園～西大泉３～保谷駅 西武
みどりバス 光が丘駅→田柄交番→練馬北町車庫→東武練馬駅入口→田柄交番→光が丘駅 国際
みどりバス 光が丘駅→田柄交番→北町小学校→東武練馬駅入口→田柄交番→光が丘駅 国際
みどりバス 練馬光が丘病院～春日町３～練馬駅～氷川台駅～北町小学校～練馬北町車庫(循環) 国際
みどりバス 練馬光が丘病院～春日町３～氷川台駅～北町小学校～練馬北町車庫(循環) 国際
みどりバス 練馬駅～氷川台駅～北町小学校～練馬北町車庫(循環) 国際
みどりバス 北町小学校→練馬北町車庫(循環) 国際
みどりバス 大泉学園駅～丸山西橋～大泉学園町５(循環) 西武
みどりバス 関町福祉園～石神井台７～上石神井駅～石神井公園～順天堂練馬病院 西武
みどりバス 保谷駅入口～南大泉１～武蔵関駅～関町福祉園 西武
端44 駒込病院～田端駅～熊野前～千住桜木～北千住駅 都営
王22 王子駅～区境～帝京大学病院～板橋４～板橋駅 国際
王23 王子駅～十条駅～姥ヶ橋～赤羽車庫 国際 出入庫
王30 王子駅～北区神谷町～鹿浜橋～西新井大師～加平橋～亀有駅北口 東武セ
王40 池袋駅東口～西巣鴨～王子駅～豊島５団地～荒川土手～西新井大師～西新井駅 都営 ◎
深夜02 池袋駅東口→西巣鴨→王子駅→豊島５団地 都営 ★
王40 池袋駅東口～西巣鴨～王子駅～北区神谷町～北車庫 都営 出入庫
王40丙 王子駅→豊島５団地→江南中学→宮城都営住宅→豊島５団地→王子駅 都営
王41 王子駅～新田橋～新田１ 都営
王45 王子駅～新田橋～ハートアイランド南～千住桜木～北千住駅 都営
王49 王子駅～北区神谷町～鹿浜橋～西新井大師～梅島駅～千住車庫 都営
王49 王子駅～北区神谷町～鹿浜橋～西新井大師～足立区役所 都営
王49 王子駅～ハートアイランド南～鹿浜橋～西新井大師～足立区役所 都営 土休日は運休
王54 王子駅～北区神谷町～大和町～ときわ台駅～上板橋駅 国際
王55 池袋駅東口～王子駅～トンボ鉛筆～ハートアイランド東～新田１ 都営
深夜11 王子駅→トンボ鉛筆→ハートアイランド東→新田２ 都営 ★
王55 王子駅～トンボ鉛筆～ハートアイランド(循環) 都営 平日の朝夕のみ
王57 赤羽駅東口～岩渕町～北車庫～北区神谷町～王子駅～豊島５団地 都営
深夜02 王子駅～豊島５団地 都営 ★
王78 王子駅～北区神谷町～大和町～豊玉北～野方駅南口～鍋屋横丁～新宿駅西口 都営
赤01 赤羽駅西口～区境～志村三丁目駅～(環八)～平和台駅～豊島園～練馬駅 国際
赤02 赤羽駅西口～区境～志村三丁目駅～大東文化大学～四葉町～成増駅北口 国際 ◎
赤11 赤羽駅東口→川口駅東口→蕨駅東口→南浦和駅西口 国際 ★25:10発のみ
赤12 赤羽駅東口→川口駅東口→上青木交番→地蔵橋→伊刈消防署→東浦和駅 国際 ★25:10発のみ
赤13 赤羽駅東口→朝日町１→新郷支所→峯八幡宮→戸塚安行駅→東川口駅北口 国際 ★25:10発のみ
赤20 赤羽駅東口～樋の爪～変電所～桜町２～新井宿駅～川口市立医療センター 国際
赤21 赤羽駅東口～樋の爪～変電所～桜町２～鳩ヶ谷公団住宅 国際 ☆
赤23 赤羽駅東口～領家～鹿浜～西新井大師西駅～西新井３～西新井駅 国際
赤23-3 赤羽駅東口→領家→鹿浜→西新井大師西駅 国際 ★
赤25 赤羽駅東口→ハートアイランド西→ハートアイランド東→赤羽駅東口 国際
赤26 赤羽駅東口～(環七)～鹿浜橋～加賀団地～入谷東～舎人団地 国際
赤27 赤羽駅東口～(環七)～鹿浜橋～西新井大師～西新井駅 国際 ☆
赤31 赤羽駅東口～(環七)～大和町～豊玉北～野方駅北口～高円寺駅 関東
赤31 赤羽駅東口～(環七)～大和町～豊玉北～野方駅北口～高円寺駅 国際
赤50 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台３→赤羽郷→)姥ヶ橋～十条駅～王子駅 国際
赤51 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台３→赤羽郷→)本蓮沼駅～大山～池袋駅東口 国際
赤52-2 本蓮沼駅→弁天坂下→赤羽駅西口 国際 朝のみ
赤53 赤羽駅西口～(←弁天坂下)～赤羽郷～志村１～ときわ台駅 国際 ◎
赤54 赤羽駅西口→桐ヶ丘高校→志村二中→赤羽郷→赤羽駅西口 国際
赤54-1 赤羽駅西口～体育館～志村二中～赤羽郷～赤羽駅西口 国際 →17時～、←朝のみ
赤54-2 赤羽駅西口→桐ヶ丘高校→体育館→赤羽駅西口 国際 17時まで
赤56 赤羽駅西口～赤羽郷～志村坂上～中台３～西台駅～高島平操車場 国際
赤57 赤羽駅西口～赤羽郷～本蓮沼駅～大山～日大病院 国際
赤58 赤羽駅西口～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→浮間舟渡駅 国際 ★24:45発のみ
赤72 赤羽駅西口→北赤羽駅入口→浮間団地→浮間舟渡駅→戸田公園駅 国際 ★25:10発のみ
赤73 赤羽駅西口→志村坂上→蓮根駅→高島平駅→西高島平駅 国際 ★25:10発のみ
赤80 赤羽駅西口(一部は駅前通り)←弁天坂下←赤羽車庫 国際 出庫
赤80-2 赤羽駅西口→赤羽郷→赤羽車庫 国際  入庫
赤83 赤羽駅西口～区境～志村三丁目駅 国際 出入庫
赤84 赤羽駅西口～区境～志村三丁目駅～大東文化大学 国際 平日の午後のみ
赤93 赤羽車庫～赤羽郷～志村１～ときわ台駅 国際 ←☆ 出入庫
赤95 赤羽駅東口～(環七)～赤羽車庫 国際 出入庫
赤96 赤羽駅西口～体育館～志村二中～赤羽郷～赤羽車庫 国際  出入庫
赤97 赤羽車庫～本蓮沼駅～大和町～大山～池袋駅東口 国際 出入庫
浮舟80 浮間舟渡駅←舟渡町←西台中学校 国際 出庫
Ｋバス JR王子駅～(中央図書館→)～一里塚～JR駒込駅 日立
Ｋバス JR駒込駅→田端３→JR田端駅→女子聖学院→JR駒込駅(循環) 日立
里22 日暮里駅～荒川区役所～泪橋～東向島広小路～中居堀～亀戸駅 都営
里48 日暮里駅～扇大橋北詰～江北６団地～足立流通センター～見沼代親水公園駅 都営
里48 日暮里駅～扇大橋北詰～江北６団地～加賀団地(→加賀) 都営
南千01 南千住駅西口→アクロシティ→町屋駅→荒川区役所前→南千住駅西口 京成
南千02 南千住駅西口←アクロシティ←町屋駅←荒川区役所前←南千住駅西口 京成
南千03 南千住駅西口～南千住３～フロンティアシティ～南千住駅東口 京成
町屋04 新三河島駅→尾久橋→尾竹橋→町屋駅→新三河島駅(循環) 京成
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町屋05 尾久橋(循環)～尾竹橋～町屋駅～子ども家庭支援センター 京成
北千01 北千住駅～京成関屋～柳原病院・東京電機大学 京成 休日は運休
北千02 北千住駅～京成関屋～フロンティアシティ～南千住駅東口 京成
北01 北千住駅～千住桜木～本木新道～西新井大師 東武セ ◎ ☆
北02 北千住駅←千住桜木←本木２←西新井大師 東武セ 平日朝のみ
北03 北千住駅～千住桜木～本木２～西新井駅～西新井大師 東武セ
北04 北千住駅～千住桜木～本木２～西新井駅 東武セ
北05 北千住駅～千住桜木～扇大橋駅～江北駅 東武セ
北11 北千住駅～末広町～加平町～六町駅～花畑車庫 東武セ
深夜13 北千住駅→足立区役所→一ツ家３→花畑団地 東武セ ★
北12 北千住駅～末広町～加平町～六町駅 東武セ
北47 北千住駅～千住車庫～足立区役所～六月町～竹の塚駅 都営 ◎
北47 北千住駅～千住車庫～足立区役所～六月町～竹の塚駅～北保木間～足立清掃工場 都営
千01 北千住駅→千住関屋町→千住大橋駅→駅前通り→千住柳町→北千住駅 新日観 平日の日中
鹿02 北千住駅～千住庁舎入口～千住桜木～扇大橋駅～東京北部病院～鹿浜５団地 新日観
宮03 北千住駅～(中居町→ ←学びピア)～足立小台駅～小台・宮城循環 新日観
椿04 北千住駅～(中居町→ ←学びピア)～扇大橋駅～堀之内・椿循環 新日観
綾01 綾瀬駅～東堀切３～亀有社会教育館～亀有駅 京成 土休日の1回のみ
綾01 綾瀬駅～登記所～東堀切３～亀有社会教育館～亀有駅 京成タ
綾20 青井６～西六町～第五都営住宅～竹の塚駅東口 東武セ ←☆
綾21 綾瀬駅～東綾瀬公園～六ツ木団地～六ツ木都住 東武セ
綾22 綾瀬駅～青井６～西六町～第五都営住宅 東武セ ★
綾23 綾瀬駅～団地東通り～葛飾車庫 東武セ
綾24 綾瀬駅～青井６～六町駅～第五都営住宅～竹の塚駅東口 東武セ
綾31 東和保健総合センター→東和保健総合センター東→東綾瀬小学校→綾瀬駅 東武セ
綾31 綾瀬駅→東綾瀬小学校→東和保健総合センター 東武セ
綾33 綾瀬駅→東綾瀬小学校→東和保健総合センター→東和保健総合センター東 東武セ 夜のみ
綾34 綾瀬駅→東綾瀬小学校→東和保健総合センター東→足立東高校→大谷田１ 東武セ
綾35 大谷田→足立東高校→東和保健総合センター北１→東綾瀬小学校→綾瀬駅 東武セ
綾37 綾瀬駅～団地東通り～水元総合スポーツセンター 東武セ
綾40 綾瀬駅～青井６～一ツ家１～花畑団地 東武セ
綾61 綾瀬駅～北加平～氷川神社前～関屋～八潮車庫～八潮駅北口 東武セ
綾64 氷川神社前～関屋～八潮車庫～八潮駅北口 東武セ
綾62 綾瀬駅～北加平～氷川神社前～関屋～八潮市役所 東武セ 土休日は運休
綾63 綾瀬駅→北加平→氷川神社前→関屋→八潮車庫 東武セ ★
はるかぜ 東綾瀬区民事務所～綾瀬駅～青井駅～足立区役所～西新井駅 日立
はるかぜ 綾瀬駅～東綾瀬団地～北綾瀬駅入口～六ツ木都住～八潮駅北口 朝日
はるかぜ 青井駅～綾瀬駅東口～綾瀬６～東和５～東和病院～亀有駅 日立
はるかぜ 西新井駅～足立区役所～綾瀬駅東口～綾瀬６～東和５～東和病院～亀有駅 日立
五28 五反野駅～加平町～六町駅～花畑車庫 東武セ 朝のみ
西01 西新井駅→江北６団地→皿沼不動→鹿浜４→上沼田団地→西新井駅 東武セ
西02 西新井駅～栗原４～竹の塚駅入口～竹の塚車庫 東武セ
西03 西新井駅～第二団地西通り～伊興住区センター～中入谷～足立流通センター 東武セ
西05 足立区役所～西新井駅東口～西新井中学校～鹿浜都市農業公園 東武セ はるかぜ
西06 西新井駅東口～西新井中学校～鹿浜都市農業公園 東武セ はるかぜ
西07 西新井駅～第三団地入口～谷在家～鹿浜中学校～鹿浜都市農業公園 東武セ
西11 西新井駅～伊興３～舎人公園駅～入谷８～団地南～見沼代親水公園駅 国際 はるかぜ
西21 西新井駅東口～平野住区センター～六町駅～六ツ木都住 東武セ
西22 西新井駅東口～平野住区センター～六町駅～六ツ木都住～八潮駅北口 東武セ
はるかぜ 西新井駅～興本扇学園～高野駅 日立
はるかぜ 西新井駅～第七中学校～興本扇学園～高野駅 日立
竹01 竹の塚駅西口～聖一之橋～舎人町～中郷～中入谷～竹の塚駅西口 東武セ
竹02 竹の塚駅西口～聖一之橋～舎人町～舎人団地南～中入谷～竹の塚駅西口 東武セ
竹03 竹の塚駅西口～聖一之橋～舎人町～見沼代親水公園駅 東武セ ☆
竹04 竹の塚駅西口～柳島～新堀～草加駅西口 東武セ
竹05 竹の塚駅西口～柳島～新堀～横道～安行原久保(循環) 東武セ →14時～、←～14時
竹06 竹の塚駅西口～聖一之橋～新里～柳島～竹の塚車庫～竹の塚駅西口 東武セ
竹07 竹の塚駅西口～聖一之橋～舎人町～見沼代親水公園駅～江戸袋１(循環) 東武セ 朝夕のみ
竹08 竹の塚駅西口～聖一之橋～舎人町～放射１１号舎人～竹の塚駅西口 東武セ 土休日に1回のみ
竹09 竹の塚駅西口～竹の塚車庫 東武セ
竹10 竹の塚駅西口～聖一之橋～新里～柳島～竹の塚車庫 東武セ
竹13 西新井駅東口～竹の塚駅東口～仲保木間～足立清掃工場(循環) 東武セ
竹14 西新井駅東口～竹の塚駅東口～大曲～谷塚駅～谷塚斎場～花畑桑袋団地 東武セ
竹15 竹の塚駅東口～旧道交差点～北保木間～花畑団地 東武セ ☆
竹16 竹の塚駅東口～竹の塚７～林松寺～花畑団地 東武セ
竹17 竹の塚駅東口～増田橋～足立総合スポーツセンター～六町駅 東武セ
竹51 西新井駅東口～島根３～竹の塚駅東口 東武セ
竹52 足立区役所～島根３～竹の塚駅東口 東武セ
六18 六町駅～花畑交番～花畑４～花畑桑袋団地 東武セ
六19 六町駅～花畑交番～花畑団地(循環) 東武セ
六20 六町駅→花畑交番→花畑６→あいぐみ公園 東武セ 夜
見21 見沼代親水公園駅～遊馬町中～西町南～草加駅西口 東武セ
見22 見沼代親水公園駅～島忠ホームズ～遊馬町中～西町南～草加駅西口 東武セ
有01 亀有駅～堀切菖蒲園駅～白髭橋～東京スカイツリータウン～浅草寿町 京成タ
有25 亀有駅北口～大谷田１～葛飾車庫 東武セ
有36 亀有駅北口～大谷田１～水元総合スポーツセンター 東武セ
有26 亀有駅北口→大谷田１→水元神社→西水元２→葛飾車庫 東武セ ☆
有27 亀有駅北口→大谷田１→水元神社→西水元２→大谷田１→亀有駅北口 東武セ
有28 亀有駅北口～東和２～六ツ木団地～六ツ木都住 東武セ
有29 亀有駅北口→大谷田３→六ツ木団地→六ツ木都住 東武セ ★
足35 亀有駅北口～(環七)～足立区役所 東武セ
有51 亀有駅北口～水元猿町～戸ヶ崎～西谷口～三郷中央駅 東武セ 土休日1回
有57 亀有駅～上千葉小学校～お花茶屋駅～葛飾区役所 京成タ
有64 亀有駅北口～郷土博物館～古新田～八潮駅南口 東武セ
有65 亀有駅北口～郷土博物館～六ツ木都住～八潮駅南口 東武セ 朝夕のみ
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有70 金町駅～葛飾図書館～亀有駅～お花茶屋駅～ウェルピアかつしか 京成タ
有71 金町駅→東建金町M→葛飾図書館→亀有駅→お花茶屋駅→ウェルピアかつしか 日立 M…マンション
有72 金町駅←東建金町M←葛飾図書館←亀有駅←お花茶屋駅←ウェルピアかつしか 日立 M…マンション
有73 亀有駅～西亀有小学校～綾瀬駅東口 日立
金01 金町駅北口→新宿６→２丁目西→小合保育園→金町駅北口 京成 アイリスループ
金02 金町駅～みさと公園～天王橋南～三郷中央駅～三郷市役所～総合体育館～三郷駅 マイス
M-01 金町駅～みさと公園～天王橋南～三郷中央駅～三郷市役所～総合体育館～三郷駅 京成タ
金50 金町駅～東金町８～高洲東小学校入口(循環) 東武セ
金52 金町駅～久兵衛～八丁堀～三郷中央駅～幸房～三郷駅～三郷団地～新三郷駅 東武セ
金52 金町駅～久兵衛～八丁堀～三郷中央駅～幸房～三郷駅～三郷団地 東武セ ☆
金54 金町駅～(中央通り)～三郷中央駅～市役所～三郷駅～三郷団地～新三郷駅 東武セ
金61 金町駅～水元公園～水元５～戸ヶ崎操車場～八潮駅南口 京成
金61 金町駅北口→水元公園→水元５→戸ヶ崎操車場 京成 ★
金62 金町駅北口～水元公園～幸田小学校～大場川水門 京成 ☆
金63 金町駅→松浦の鐘→水元かわせみの里→水元公園内溜→金町駅 京成 3～11月の土休日
金01出入 金町駅北口～新宿６南～金町営業所 京成 出入庫
金02出入 金町駅北口～にいじゅくみらい公園～金町営業所 京成 出入庫
さくら 綾瀬駅→小菅駅→小菅３→綾瀬駅 日立
新小20 東新小岩３～新小岩駅北口～上一色～(環七)～一之江駅 京成タ
新小20 東新小岩４～新小岩駅北口～上一色～(環七)～一之江駅 都営
新小21 新小岩駅～京葉交差点～船堀駅～棒茅場～西葛西駅 都営 ◎
深夜12 新小岩駅～京葉交差点～船堀駅 都営 ★
新小22 新小岩駅～京葉交差点～松江～一之江駅～今井～江戸川６～葛西駅 都営
新小29 東新小岩４～新小岩駅北口～同潤会～松江～一之江駅～葛西駅 都営
新小29 東新小岩４～新小岩駅北口～同潤会～松江～一之江駅～葛西駅～東京臨海病院 都営 日中のみ
新小29 一之江駅～松江６～東小松川車庫 都営 土休日は運休
新小51 新小岩駅～平和橋～渋江公園～堀切菖蒲園駅～登記所～綾瀬駅 京成タ
新小52 新小岩駅東北広場～四ツ木駅～タウンバス車庫～小岩駅北口～市川駅 京成タ
新小52乙 新小岩駅東北広場～四ツ木駅～渋江公園～葛飾区役所～青砥駅入口～亀有駅 京成タ 土休日は運休
新小53 新小岩駅東北広場～森永乳業～奥戸車庫～青砥駅入口～亀有駅 京成
新小58 新小岩駅～東新小岩６～スポーツセンター～(環七)～亀有駅 京成タ
新小59 新小岩駅東北広場～東京スカイツリータウン～浅草寿町 京成
新小59 新小岩駅東北広場～東京スカイツリータウン～浅草寿町 京成タ
新小71 新小岩駅～菅原橋～鹿骨～篠崎駅～内沼～江戸川１～瑞江駅 京成 ☆
新小71 新小岩駅～菅原橋～鹿骨～篠崎駅～内沼～江戸川スポーツランド 京成 ☆
新金01 新小岩駅～東新小岩６～スポーツセンター～新柴又駅～帝釈天～金町駅 京成 土休日のみ
新金01 新小岩駅～東新小岩６～スポーツセンター～新柴又駅～帝釈天～金町駅 京成タ 土休日のみ
小54 京成小岩駅～小岩駅北口～細田踏切～高砂駅～金町車庫～新宿郵便局～亀有駅 京成タ
小55 小岩駅～京成小岩駅入口～柴又帝釈天～金町駅 京成 ◎ ☆
小72 江戸川スポーツランド～上鎌田～今井～一之江駅 京成 出入庫
小72 小岩駅～江戸川病院～篠崎駅～内沼～上鎌田～今井～一之江駅 京成

江戸川スポーツランド～上鎌田～瑞江駅 京成 出入庫
小72 小岩駅～江戸川病院～篠崎駅～内沼～上鎌田～瑞江駅 京成 ☆

瑞江駅～江戸川清掃工場 京成 出入庫
小72 小岩駅～江戸川病院～内沼～江戸川スポーツランド 京成
小73 小岩駅～南小岩２～鹿骨２～瑞江駅～江戸川清掃工場 京成
小74 小岩駅～菅原橋～江戸川区役所～小松川警察署 京成タ
小76 小岩駅～鹿骨区民館～名主屋敷～一之江駅～葛西駅 京成
小76 小岩駅～鹿骨区民館～名主屋敷～瑞江駅～上鎌田～江戸川スポーツランド 京成 出入庫

小岩駅～二枚橋～タウンバス車庫 京成タ 出入庫
平23 平井駅～京葉交差点～松江～三角～葛西駅 都営
平28 東大島駅→小松川３→平井駅→中川新橋→東大島駅 都営
船28 船堀駅～松江６～松江四中通り～春江団地～篠崎駅 都営
瑞75 江戸川スポーツランド～今井～南行徳駅～ハイタウン塩浜～新浦安駅 京成
篠01 江戸川スポーツランド～篠崎駅～新堀２～江戸川区役所～新小岩駅東北広場 京成
西葛20 西葛西駅～新田住宅～堀江団地～なぎさニュータウン 都営
西葛20 西葛西駅～新田住宅～中左近橋～葛西臨海公園駅 都営
深夜03 西葛西駅～新田住宅～堀江団地～なぎさニュータウン～コーシャハイム南葛西 都営 ★
西葛26 船堀駅～行船公園～西葛西駅～臨海町２団地～なぎさニュータウン～葛西臨海公園駅 都営 日中のみ
西葛27 西葛西駅～清新町１～臨海町２団地 都営
深夜10 西葛西駅→清新町１→臨海町２団地→新田住宅→西葛西駅 都営 ☆

江戸川スポーツランド～瑞江駅～一之江駅西口～葛西駅～東京臨海病院 京成 第1/3/5土と休日は運休
瑞江駅～一之江駅西口～葛西駅～東京臨海病院 京成 第1/3/5土と休日は運休

環07 小岩駅～(環七)～一之江駅～葛西駅～葛西臨海公園駅～東京ディズニーシー 京成 急行
特急 新小岩駅東北広場～(環七)～一之江駅～葛西駅～東京ディズニーシー 京成 特急
環08 亀有駅～(環七)～一之江駅～葛西駅～葛西臨海公園駅～東京ディズニーシー 京成 急行
葛西21 葛西駅～東葛西９～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～雷～浦安橋～今井～一之江駅 都営

葛西駅～富士公園～コーシャハイム南葛西 都営 平日の日中のみ
葛西24 船堀駅～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 船堀駅～区立自然植物園～西葛西駅～新田住宅～中左近橋～臨海車庫 都営 出入庫
臨海28 葛西臨海公園駅～葛西駅～一之江駅～一之江橋西詰 都営 朝夕のみ
臨海28 臨海車庫～葛西駅～一之江駅 都営 出入庫

葛西臨海公園駅～臨海車庫 都営 出入庫
ムーバス 吉祥寺駅→美大通り→松庵３→南町３→吉祥寺駅 関東 吉祥寺東循環
ムーバス 吉祥寺駅→北コミセン→ねむの木通り→けやき並木→大正通り→吉祥寺駅 関東 吉祥寺北西循環
ムーバス 武蔵境駅南口→境南町４→武蔵境営業所→武蔵野赤十字病院→武蔵境駅南口 小田急 境南循環
ムーバス 武蔵境駅南口→武蔵野赤十字病院→塚→聖徳学園→かえで通り→武蔵境駅南口 小田急 境南循環
ムーバス 三鷹駅→西久保コミセン→関前コミセン→五小通り→西久保３→三鷹駅 関東 三鷹北西循環
ムーバス 武蔵境駅北口→境５南→亜細亜大学南門→武蔵境駅北口 小田急 境西循環
ムーバス 武蔵境駅北口～亜細亜大学南門～東小金井駅北口 小田急 境・東小金井線
ムーバス 三鷹駅北口→文化園西→吉祥寺駅北口→本町３→かたらいの道→三鷹駅北口 関東 三鷹・吉祥寺循環
ムーバス 武蔵境駅北口→堀合遊歩道→三鷹駅北口→本村公園北→武蔵境駅北口 小田急 境・三鷹循環

吉祥寺駅～吉祥寺営業所 小田急 出入庫
吉01 吉祥寺駅～新川～三鷹市役所～野崎～大沢～西野～武蔵境駅南口 小田急
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吉01 吉祥寺駅～新川～三鷹市役所～野崎～大沢 小田急 ★ 夜のみ
吉02 吉祥寺駅～新川～下本宿～千歳烏山駅北口 小田急 ☆
吉02 吉祥寺駅→新川→下本宿 小田急 ★
吉03 吉祥寺駅～新川～杏林大学病院前～新川団地中央～仙川 小田急
吉04 吉祥寺駅～新川～杏林大学病院入口～野ヶ谷～深大寺 小田急
吉04 吉祥寺駅～新川～杏林大学病院入口～野ヶ谷 小田急 ★
吉05 吉祥寺駅～新川～杏林大学病院前～野ヶ谷～神代植物公園～調布駅北口 小田急
吉06 吉祥寺駅～新川～三鷹市役所～野崎～神代植物公園～調布駅北口 小田急
吉11 吉祥寺駅～明星学園 小田急
吉12 吉祥寺駅～三鷹台団地～下本宿～北野 小田急
吉13 吉祥寺駅～牟礼団地～杏林大学井の頭キャンパス 小田急
吉14 吉祥寺駅～下連雀７～三鷹市役所～航研前～西原～八雲台～調布駅北口 京王東 ☆
吉14 吉祥寺駅～下連雀７～三鷹市役所～航研前～西原～八雲台～調布駅北口 小田急
吉15 吉祥寺駅→下連雀７→三鷹農協前→新川→吉祥寺駅 小田急 平日の朝のみ
吉50 吉祥寺駅～成蹊学園 関東 休日は運休
吉51 吉祥寺駅～成蹊学園～市民文化会館(→武蔵野営業所) 関東 ☆ 出入庫
吉52 吉祥寺駅～成蹊学園～武蔵野営業所～緑町２～電通裏 関東 朝1回
吉53 吉祥寺駅～成蹊学園～武蔵野営業所～緑町２～伏見通り～柳沢駅 関東 ◎ ☆
吉54 吉祥寺駅～成蹊学園～緑町１～武蔵野市役所 関東
吉55 吉祥寺駅～成蹊学園～緑町１～武蔵野市役所～北裏～柳沢駅 関東
吉60 吉祥寺駅～水道端～上石神井駅～石神井公園駅北口～谷原３～牛房～成増町 西武
吉61-1 吉祥寺駅～武蔵関駅入口～西武車庫～大泉学園駅南口～新座栄 西武 ◎
吉62-1 吉祥寺駅～武蔵関駅入口～西武車庫～大泉学園駅南口 西武 ☆
吉63 吉祥寺駅～北裏～柳沢駅通り～保谷庁舎～保谷駅南口 西武
吉64 吉祥寺駅～北裏～田無駅入口～花小金井駅 西武
吉66 吉祥寺駅～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～武蔵野営業所～武蔵野大学～桜堤団地(循環) 関東
吉73 吉祥寺駅～成蹊学園～武蔵野営業所～武蔵野大学～向台町５(循環) 関東 ◎
吉74 吉祥寺駅～成蹊学園～武蔵野営業所～武蔵野大学～関前西公園 関東
吉75 吉祥寺駅～成蹊学園～武蔵野営業所～武蔵野大学～ヴィーガーデン西東京 関東
吉80 吉祥寺駅～東京女子大前～青梅街道営業所 関東 出入庫
吉81 吉祥寺駅～東京女子大前～青梅街道営業所～上石神井駅 関東 土休日のみ
鷹01 三鷹駅～緑町１～武蔵野市役所～北裏 関東 ◎ ☆
鷹02 三鷹駅～緑町１～武蔵野市役所～北裏～武蔵関駅 関東
鷹03 三鷹駅～緑町１～武蔵野市役所～北裏～田無駅入口～田無橋場 関東
鷹10 三鷹駅～市民文化会館入口(→武蔵野営業所) 関東 ☆ 出入庫
鷹11 三鷹駅→武蔵野営業所→第五小→関前３→緑町２→武蔵野営業所→三鷹駅 関東 朝のみ
鷹13 三鷹駅～武蔵野営業所～緑町２～伏見通り～柳沢駅 関東 ◎
鷹15 三鷹駅～武蔵野営業所～緑町２～伏見通り～富士町～東伏見駅北口 関東
鷹21 三鷹駅～武蔵野営業所～関前３～伏見通り～中町６～保谷駅～天神山 関東
鷹21 三鷹駅～武蔵野営業所～関前３～伏見通り～中町６～保谷駅～天神山 西武
鷹22 三鷹駅～武蔵野営業所～関前３～伏見通り～小谷戸～都営住宅～ひばりが丘駅 西武
鷹25 三鷹駅～浄水場東～関前３～電通裏 関東
鷹30 三鷹駅～武蔵野営業所～武蔵野大学～武蔵境駅 関東
鷹36 三鷹駅～武蔵野営業所～武蔵野大学～関前西公園 関東
鷹37 三鷹駅～武蔵野営業所～武蔵野大学 関東
鷹33 三鷹駅～武蔵野営業所～武蔵野大学～小金井公園～武蔵小金井駅 関東
鷹34 三鷹駅～(直行)～武蔵野大学 関東 休日は運休
鷹35 三鷹駅～武蔵野営業所～武蔵野大学～ヴィーガーデン西東京 関東
鷹40 三鷹駅～[急行]～NTT武蔵野研究開発センター 関東
鷹40 三鷹駅～緑町１～武蔵野市役所～緑町いちょう並木～武蔵野営業所～三鷹駅 関東 平日の日中のみ
鷹51 三鷹駅～山中～西野～大沢～試験場正門～武蔵小金井駅北口 小田急 7～18時の運行
鷹51 三鷹駅～山中～西野～大沢～天文台前～大沢４～調布駅北口 小田急
鷹51 三鷹駅～山中～西野～国際基督教大学 小田急
鷹51 三鷹駅～山中～西野～大沢 小田急 ★
鷹52 三鷹駅～三鷹警察署～野崎～大沢～多磨駅～朝日町～榊原記念病院 小田急
鷹52 三鷹駅～三鷹警察署～野崎～大沢～多磨駅 小田急
鷹52 三鷹駅～三鷹警察署～野崎～大沢～多磨駅～朝日町～車返団地 小田急
鷹53 三鷹駅～塚～武蔵境営業所～新小金井駅 小田急

三鷹駅～塚～武蔵境営業所 小田急 ☆ 出入庫
鷹54 三鷹駅～三鷹警察署～三鷹市役所～杏林大学病院前～新川団地中央～仙川 小田急
鷹54 三鷹駅～三鷹警察署～三鷹市役所～杏林大学病院前～新川団地中央 小田急
鷹54 三鷹駅～三鷹警察署～三鷹市役所～杏林大学病院前～晃華学園東 小田急
鷹54 三鷹駅～南浦～杏林大学病院前～新川団地中央～仙川 小田急 ☆ 22時以降のみ
鷹54 三鷹駅～三鷹警察署～三鷹市役所～杏林大学病院前～中原３～仙川 小田急 土休日1回のみ
鷹55 三鷹駅～南浦～杏林大学病院入口～野ヶ谷 小田急
鷹56 三鷹駅～塚～山中～野崎～神代植物公園～調布駅北口 小田急
鷹57 三鷹駅～新道北～武蔵境駅南口 小田急
鷹58 三鷹駅～南浦～海上技研～野崎八幡～調布飛行場 小田急
鷹59 三鷹駅→南浦→下連雀７→三鷹市役所→三鷹警察署→三鷹駅(循環) 小田急 平日の朝夕のみ
鷹63 三鷹駅～南浦～牟礼団地～杏林大学井の頭キャンパス 小田急
鷹64 三鷹駅～南浦～真福寺～三鷹台団地～久我山駅 京王東 ◎ ☆
鷹64 久我山駅～高井戸駅入口～永福町 京王東 出入庫
鷹65 三鷹駅～三鷹警察署～航研前～西原～深大寺 小田急
みたかシティバス 三鷹駅～塚～野崎～三鷹市役所～北野(循環) 小田急
みたかシティバス 三鷹駅～ジブリの森～明星学園 小田急
みたかシティバス 三鷹駅→ジブリの森→南浦→三鷹駅 小田急
みたかシティバス 三鷹台駅～杏林大学病院～三鷹市役所～大沢～調布飛行場(循環) 小田急
みたかシティバス 杏林大学病院～新川団地中央～中原４～つつじヶ丘駅 小田急
みたかシティバス 杏林大学病院～新川団地中央～中原４～つつじヶ丘駅 京王東
境03 武蔵境駅～柳橋～(南町3←)～田無駅～小谷戸～谷戸～ひばりが丘駅 西武 ◎
境04 武蔵境駅～柳橋～田無駅～六角地蔵尊～団地西口～ひばりが丘駅 西武
境05 武蔵境駅→柳橋→田無駅→小谷戸→都営住宅→ひばりが丘駅 西武 ☆ 夜のみ
境07 武蔵境駅～柳橋～田無駅～文華女子中高～南沢５～ひばりヶ丘駅 西武
境07 武蔵境駅→柳橋→田無駅→文華女子中高→南沢５ 西武 ★
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境12 武蔵境駅～境橋～向台町５(循環) 関東
境16 武蔵境駅～境橋～向台町５～花小金井駅南口 関東
境17 武蔵境駅～境橋～ヴィーガーデン西東京 関東
境21 武蔵境駅～桜堤団地入口～団地上水端 小田急 ◎ ☆
境81 武蔵境駅南口～井口～新小金井駅～武蔵小金井駅南口 京王中
境91 武蔵境駅南口～井口～大沢～上石原～調布駅北口～国領～狛江駅 小田急
境91 調布駅北口～国領駅～狛江営業所 小田急 ☆

武蔵境駅南口～井口～新小金井駅 小田急 早朝2回
境92 武蔵境駅南口→吉野南→野崎→山中→武蔵境駅南口 小田急 日中は運行なし
境92 武蔵境駅南口～吉野南～野崎～三鷹市役所～下連雀７～吉祥寺駅 小田急
境93 武蔵境駅南口～西野～国際基督教大学 小田急
仙01 仙川駅～おらほ橋～第五中学校～北野公園～牟礼７～三鷹台駅 小田急

仙川駅～緑ヶ丘(循環) 小田急
丘19 つつじヶ丘駅南口～明照院～狛江ハイタウン折返場 京王東
丘21 つつじヶ丘駅北口～晃華学園～深大寺(循環) 京王東 ◎ ☆
丘22 つつじヶ丘駅北口～千歳烏山駅～塚戸小学校～千歳船橋駅 京王東 出入庫
丘31 つつじヶ丘駅南口～明照院～狛江駅北口～調布車庫～調布駅南口 京王東
調01 調布駅南口～調布車庫～多摩川住宅中央(循環) 京王東
調01 調布駅南口～調布車庫～多摩川住宅中央(循環) 小田急
調21 調布駅南口～矢野口駅～稲城団地～稲城中央病院 京王東 1回のみ
調31 調布駅北口→神代植物公園→天文台前→大沢４→調布駅北口 小田急 ☆ 夜のみ
調32 調布駅北口→神代植物公園→天文台前→調布飛行場→大沢→武蔵境営業所 小田急 ★ 1回のみ
調33 調布駅北口～飛田給駅～調布福祉園～榊原記念病院～多磨駅 京王東
調34 調布駅北口～八雲台～深大寺(循環) 京王東 一部は丘21と連続運行
調35 調布駅北口～八雲台～西原～晃華学園東～杏林大学病院 京王東
調35 調布駅北口～八雲台～西原～晃華学園東～杏林大学病院 小田急
調36 調布駅北口～武蔵野市場～佐須公園～上ノ原小学校(循環) 京王東
調37 調布駅北口～武蔵野市場～佐須公園～上ノ原小学校～都営深大寺住宅(循環) 京王東
調39 調布駅北口～布田～調布車庫 京王東 出入庫
調40 調布駅北口～調布飛行場 小田急
調41 調布駅南口～電通大グランド～染地公園～多摩川住宅西 京王東 ☆
調45 調布駅南口→染地通り→多摩川住宅西→染地公園→調布駅南口 京王東
調46 調布駅南口→染地公園→多摩川住宅西→染地通り→調布駅南口 京王東
調43 調布駅南口～京王多摩川駅～上石原３～飛田給駅南口 京王東
調51 調布駅南口～下石原２～多摩川通り～車返団地折返場 京王東 朝のみ
飛01 飛田給駅北口→東京外大東→多磨駅→榊原記念病院→飛田給駅北口 京王東 朝夕のみ
飛02 飛田給駅北口～調布福祉園～榊原記念病院～多磨駅 京王東
狛01 慈恵医大第三病院～狛江営業所～狛江駅北口～南和泉～多摩川住宅中央(循環) 小田急
狛01 狛江駅北口～南和泉～多摩川住宅中央(循環) 小田急 ★
狛02 国領駅～狛江営業所～狛江駅北口 小田急
狛11 狛江駅南口～和泉多摩川駅～猪方～喜多見住宅 小田急
狛12 狛江駅南口～狛江第二中学校～宇奈根 小田急

狛江営業所～前原公園～岩戸北１～狛江駅北口 小田急 出入庫
こまバス 狛江駅北口→中和泉４→慈恵医大第三病院→野川緑地公園→狛江駅北口(循環) 小田急
こまバス 狛江駅北口→猪方４→こまえ苑→喜多見駅→狛江駅北口(循環) 小田急
はなバス 保谷駅北口→北町５→青嵐台→下保谷２住宅西→保谷駅北口 西武
はなバス 保谷駅南口～保谷庁舎～天神山～東伏見駅北口 西武
はなバス 東伏見駅～武蔵野大学～境橋～向台グランド～田無駅 西武
はなバス 田無駅～向台グランド～鈴木街道(循環) 西武
はなバス 田無駅～芝久保運動場～西武住宅北～多摩六都科学館 関東
はなバス 田無駅～芝久保運動場 関東
はなバス ひばりヶ丘駅→横山道→保谷庁舎→如意輪寺→ひばりヶ丘駅 西武
はなバス 保谷庁舎～如意輪寺～ひばりヶ丘駅 西武
田41 田無駅～平松～保谷駅南口～天神山 西武
田42 田無駅～小谷戸～谷戸～ひばりが丘駅 西武
田42 田無駅←小谷戸←都営住宅←ひばりが丘駅 西武 ←★
田43 田無駅～六角地蔵尊～団地西口～ひばりが丘駅 西武
田44 田無駅～文華女子中高前～南沢５～ひばりヶ丘駅 西武
田44 文華女子中高前←南沢５←ひばりヶ丘駅 西武 ←☆　出入庫
保01 保谷駅南口～天神山 西武 出入庫
保02 保谷駅南口～天神山～東伏見駅北口～西武車庫 西武 出入庫
保03 保谷駅南口～保谷庁舎～東伏見団地～西武車庫 西武 出入庫
ひばり71 ひばりが丘駅北口～片山小学校～新座高校～榎木～朝霞台駅 西武 ◎ ☆
ひばり73 ひばりが丘駅北口～片山小学校～新座市役所～第二中学校～志木駅南口 西武
ひばり77 ひばりが丘駅北口～片山小学校～新座営業所 西武 ☆ 出入庫
ひばり81 ひばりが丘駅～南沢５～前沢十字路～滝山営業所 西武  出入庫
ひばり83 ひばりが丘駅←谷戸←ひばりが丘団地中央 西武 平日の朝のみ
イオンシャトルバス イオンモール東久留米～前沢１～滝山団地～久留米西団地 西武
イオンシャトルバス イオンモール東久留米→前沢宿→東久留米駅西口→笠松坂→イオンモール(循環) 西武
久留21 東久留米駅東口～東久留米団地 西武 ◎ ☆
久留21-1 東久留米駅東口～東久留米団地～新座営業所 西武 ☆ 出入庫
久留21-1 東久留米駅東口～東久留米団地～新座営業所 西武 ★
久留22 東久留米駅東口～東久留米団地～新座営業所～新座市役所～朝霞台駅 西武
久留23 東久留米駅東口～東久留米団地～新座営業所～新座市役所～新座駅南口 西武
久留24 東久留米駅東口～東久留米団地～小山入口 西武
久留31 東久留米駅西口～都大橋～滝山団地～昭和病院(循環) 西武 土休日は運休

滝山営業所～滝山団地～昭和病院(循環) 西武 土休日は運休
久留52 東久留米駅西口～前沢宿～滝山３～滝山営業所 西武
清02 清瀬駅南口～下里団地 西武
清02-1 清瀬駅南口～東京病院玄関前～下里団地 西武
清03 清瀬駅南口～下里団地～久留米西団地～滝山３～花小金井駅 西武
清03-1 清瀬駅南口～東京病院玄関前～下里団地～久留米西団地～滝山３～花小金井駅 西武
清11 清瀬駅南口～前沢宿～滝山３～滝山団地 西武  出入庫
清61 清瀬駅北口～中清戸東～菅沢中央～新座駅南口～立教前～志木駅南口 西武
清61-1 清瀬駅北口～中清戸東～菅沢中央～新座営業所 西武 出入庫
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清61-2 清瀬駅北口～中清戸東 西武 土休日は運休
清62 清瀬駅北口～清瀬市役所～台田～旭が丘５～新座駅南口～立教前～志木駅南口 西武
清63 清瀬駅北口～清瀬市役所～旭が丘通り～旭が丘団地 西武
清63-1 清瀬駅北口～清瀬市役所～旭が丘通り～旭が丘団地～新座営業所 西武 出入庫
清64 清瀬駅北口～水天宮～清瀬市役所～台田団地 西武
清64-2 清瀬駅北口～中里～台田団地 西武

清瀬駅北口→中里→台田団地→旭が丘団地 西武 ★
清瀬駅北口→中里→台田団地→旭が丘団地→新座営業所 西武 ★

清66 清瀬駅北口～中里～西武グリーンヒル～安松～所沢駅東口 西武
きよバス 清瀬駅北口～野塩団地～秋津駅北口～中央公園～清瀬駅南口 西武
きよバス 清瀬駅北口～野塩団地～秋津駅北口～ベトへレム～社会事業大学～清瀬駅南口 西武
花01 花小金井駅～滝山３～久留米西団地 西武 ☆
花02 花小金井駅～滝山３～滝山営業所 西武
花12 花小金井駅南口～共済住宅～回田町～日立国際電気～武蔵小金井駅 西武
にじバス 小平駅南口→東町→津田公民館・図書館→学園東小学校→小平駅南口 西武
にじバス 小平駅南口→東町→津田公民館・図書館→学園野鳥公園北→小平駅南口 西武 朝のみ

小平駅南口～新小平駅～小平営業所 西武 出入庫
小平駅南口～小平団地西～中央大学附属中学・高等学校～国分寺駅入口 銀河
小平駅南口→(直通)→中央大学附属中学・高等学校 銀河 平日の朝のみ

乗合タクシーぶるべー 小平駅入口→小平霊園南→昭和病院→高橋農園→多摩の台通り→小平駅入口 トーショー 土休日は運休
乗合タクシーぶるべー 小川駅入口→野火止通り→野火止公園→栄町３→小川駅入口 小平交通 土休日は運休
乗合タクシーぶるべー 花小金井駅南口→小平健成苑→氷川通り→天神グランド前→花小金井駅南口 トーショー 土休日は運休
久11 久米川駅～向台～全生園～上宮～清瀬駅南口 西武
久11-1 久米川駅～向台～全生園～新秋津駅～柳瀬橋～所沢駅東口 西武  出入庫
久11-2 久米川駅～向台～全生園～新秋津駅 西武
久84 久米川駅～八坂駅～東京街道団地～新堀～東大和市駅 西武
グリーンバス 東村山駅東口～東村山市役所～恩田町４～多摩北部医療センター～新秋津駅 西武 平日日中のみ
グリーンバス 東村山駅東口～東村山市役所～恩田町４～多摩北部医療センター 西武 平日日中のみ
グリーンバス 東村山駅東口～恩田町４～多摩北部医療センター～新秋津駅 西武 土休日のみ
グリーンバス 東村山駅東口～恩田町４～多摩北部医療センター 西武
グリーンバス 東村山駅東口→久米川４→野行通り入口→野際神社→東村山駅東口 西武
グリーンバス 東村山駅西口→新山手病院→北山緑道入口→東村山駅西口 西武
グリーンバス 東村山駅西口→新山手病院→北山緑道入口→東村山駅西口 西武

東村山駅東口→スポーツセンター北→下里４→万年橋→東村山駅東口 銀河
スポーツセンター北→下里４→万年橋→東村山駅東口 銀河

CoCoバス 武蔵小金井駅→地蔵通り→東小金井駅→関野橋→緑町４→武蔵小金井駅 京王中 北東部循環
CoCoバス 東小金井駅南口→富士見通り東→新小金井駅→東小金井駅南口 京王中 東町循環
CoCoバス 新小金井駅→中山谷→武蔵小金井駅南口→農工大前→新小金井駅 京王中 中町循環
CoCoバス 武蔵小金井駅南口～前原小学校～新町１東(循環) 京王中 貫井前原循環
CoCoバス 武蔵小金井駅南口→天神橋→はけの森美術館→武蔵小金井駅南口 つくば 野川・七軒家循環
東01 東小金井駅～法政大学～関野橋～梶野橋～東小金井駅 京王中 AM→、←PM
武02 本町５～武蔵小金井駅～関野橋～梶野橋～東小金井駅 京王中
武12 武蔵小金井駅～花小金井駅入口～前沢宿～東久留米駅西口 西武
武13 武蔵小金井駅～花小金井駅入口～前沢宿～清瀬駅南口 西武
武14 武蔵小金井駅←花小金井駅入口←滝山３←久留米西団地 西武 7時までと22時以降のみ
武14 武蔵小金井駅→花小金井駅→滝山３→久留米西団地 西武 ★
武15 武蔵小金井駅～花小金井駅入口～滝山３～滝山営業所 西武
武17 武蔵小金井駅～日立国際電気～花小金井駅南口～昭和病院～小平駅南口 西武
武19 武蔵小金井駅～日立国際電気～回田町～一橋学園駅～小平営業所 西武 出入庫
武20-1 武蔵小金井駅～日立国際電気 西武 平日朝1回のみ
武20 武蔵小金井駅～日立国際電気～回田町～熊の宮～小平駅南口 西武
武20-2 武蔵小金井駅～日立国際電気～小平団地中央 西武
武21 武蔵小金井駅～花小金井駅入口～小西～久留米西団地～都大橋～東久留米駅西口 西武

滝山営業所～久留米西団地～都大橋～東久留米駅西口 西武 ← 出入庫
武31 武蔵小金井駅→プール前→中大附属高校→本町住宅→本町２→武蔵小金井駅 京王小 ◎ AMのみ
武31 武蔵小金井駅→プール前→本町住宅→中大附属高校→プール前→武蔵小金井駅 京王小 ◎ ☆　PMのみ
武41 武蔵小金井駅～学芸大正門～小平団地 京王小 ◎ ☆
武51 武蔵小金井駅南口→前原町→貫井南町１→経大前→武蔵小金井駅南口 京王中
武56 武蔵小金井駅南口→貫井坂下→貫井南町１→多磨霊園裏門→武蔵小金井駅南口 京王中 ☆　夜のみ
武66 武蔵小金井駅南口→前原町→学園通郵便局→府中営業所 京王中 ★
武71 武蔵小金井駅南口～前原町～一本木～府中駅 京王中
武73 武蔵小金井駅南口～前原町～学園通郵便局～府中駅 京王中 ◎ ☆
武73 武蔵小金井駅南口～前原町～学園通郵便局～府中駅 京王中 ★
武84 武蔵小金井駅南口～貫井トンネル～多磨町 京王小
武85 武蔵小金井駅南口～貫井トンネル～多磨町～霊園表門～多磨霊園駅 京王小
武91 武蔵小金井駅南口～前原町～多磨町～大沢十字路～天文台～調布駅北口 京王中
武93 武蔵小金井駅南口～貫井トンネル～多磨町～大沢十字路～天文台～調布駅北口 京王中
武94 武蔵小金井駅南口～前原町～多磨町 京王小
武95 武蔵小金井駅南口～前原町～多磨町～霊園表門～多磨霊園駅 京王小
ぶんバス 国分寺駅北口→本多５→本多３→もくれん公園→国分寺駅北口 京王中 本多ルート
ぶんバス 国分寺駅南口→東元町１→長谷戸橋→国分寺駅南口 京王中 東元町ルート
寺50 国分寺駅北口←喜平橋←二ツ塚←砂川九番←上水営業所 立川 出庫
寺51 国分寺駅北口～喜平橋～小平団地中央～花小金井駅(←南口→北口）～昭和病院 立川 ☆
寺52 国分寺駅北口→喜平橋→小平団地中央→回田本通り入口→喜平橋→国分寺駅北口 立川 平日朝のみ
寺53 国分寺駅北口～喜平橋→回田本通り入口→小平団地中央→喜平橋→国分寺駅北口 立川 土曜休日1回のみ
寺54 国分寺駅北口～喜平橋～小平団地中央～回田本通り入口 立川 ★
寺55 国分寺駅北口←喜平橋←小平団地中央←花小金井駅南口 立川 ★
寺56 国分寺駅北口～喜平橋～小平団地中央～花小金井駅～昭和病院～大沼団地 立川
寺57 国分寺駅北口～喜平橋～小平団地中央～鈴木街道北～大沼団地 立川
寺61 国分寺駅北入口～ルネサス武蔵～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～一橋学園駅～新小平駅～小平駅南口 西武
寺63 国分寺駅北入口～ルネサス武蔵 西武 朝のみ
寺64 国分寺駅北入口～ルネサス武蔵～一橋学園駅～新小平駅(循環) 西武
寺64-1 国分寺駅北入口←ルネサス武蔵←一橋学園駅←新小平駅 西武 朝のみ
寺71 国分寺駅北入口～二ツ塚～鷹の台～武蔵野美術大学 西武
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寺71 国分寺駅北入口～二ツ塚～鷹の台～武蔵野美術大学～小平営業所 西武 出入庫
寺83 国分寺駅南口～泉町交差点～東芝前(→府中営業所) 京王中 出入庫
寺85 総合医療センター～泉町交差点～国分寺駅南口～小平団地 京王中
寺86 国分寺駅南口～小平団地 京王中
急行 国分寺駅南口～(急行)～明星学苑 京王中 平日の登下校時
急行 明星学苑～(急行)～府中駅 京王中 平日の登下校時
寺91 国分寺駅南口～藤塚～明星学苑～府中駅 京王中 ◎ ☆
寺92 国分寺駅南口～藤塚～新町１～学園通郵便局～府中駅 京王中
西国01 西国分寺駅～総合医療センター 京王中 ◎
西府01 西国分寺駅～総合医療センター～第七小入口～富士見通り～西府駅 京王中
ぶんバス 西国分寺駅→日吉町３→国分寺市役所→泉町１→西国分寺駅 京王中 日吉町ルート
ぶんバス 国立駅北口→光町２→光公民館→西町２→上谷保→都営住宅→国立駅北口 立川 西町ルート
ぶんバス 国立駅北口→光町２→西町２→上谷保→都営住宅→国立駅北口 立川 西町ルート
ぶんバス 国分寺市役所→北町公園→北町地域センター→国分寺市役所 立川 北町ルート
国01 国立駅～泉３～東芝前(→府中営業所) 京王中 出入庫
国02 国立駅～泉３～東芝前～府中営業所～府中駅 京王中 早朝と夜のみ
国03 国立駅～総合医療センター～泉３～東芝前～府中営業所～府中駅 京王中
国04 国立駅南口～東区～五商入口～矢川駅 立川 早朝と夜のみ
国10 国立駅南口～一橋大学～国立市役所入口～矢川駅～国立操車場 立川
国10-2 国立駅南口～一橋大学～国立市役所入口～矢川駅～国立泉団地～国立操車場 立川
国11 国立駅南口～一橋大学～国立市役所入口～矢川駅 立川 ☆
国12 国立駅南口～一橋大学～谷保駅 立川 平土の朝のみ
国13 国立駅南口→音高→五商入口→東区→国立駅南口 立川 平土の朝のみ
国13-2 国立駅南口→一橋大学→東区→国立駅南口 立川 平日の朝1回
国14 国立駅南口→東区→五商入口→音高→国立駅南口 立川 土休の夕のみ
国14-2 国立駅南口→一橋大学→五商入口→音高→国立駅南口 立川 平日の朝1回
国15 国立駅南口～音高～東羽衣町～立川駅北口 立川 土休日1回のみ
国15-1 国立駅南口～音高～東羽衣町～錦町２～立川駅南口 立川
国15-2 国立駅南口～東区～五商入口～錦町２～立川駅南口 立川
国16 国立駅南口～音高～矢川駅～国立操車場 立川
国16-2 国立駅南口～音高～矢川駅 立川
国16-3 国立駅南口～音高～矢川駅～国立泉団地～国立操車場 立川
国17 国立駅南口～一橋大学～谷保～本宿町２～府中駅 京王中
国18 国立駅～一橋大学～谷保～日新町２～府中四谷橋北～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電
国20-2 国立駅南口～音高～郵政循環 立川
国20-3 国立駅南口～音高～富士見台４ 立川
国20-4 国立駅南口～音高～東羽衣町 立川
国20-5 国立駅南口←音高←東羽衣町←たましんRISURUホール 立川 平土の早朝のみ
国21 国立駅北口～稲荷神社～高木町～けやき台団地 立川 ☆
桜22 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～永山駅～諏訪４(循環) 京王南
国22 国立駅北口→恋ヶ窪駅→二ッ塚→万福寺→稲荷神社→国立駅北口 立川
国23 国立駅北口→稲荷神社→万福寺→二ッ塚→恋ヶ窪駅→国立駅北口 立川
国24-2 国立駅北口～稲荷神社～花街道～並木町～東京創価小学校(循環) 立川
国24-3 国立駅北口～稲荷神社～花街道～並木町～東京創価小学校 立川
国24-4 国立駅北口→稲荷神社→花街道→並木町→東京創価小学校→並木町２ 立川 入庫
国25 国立駅北口～恋ヶ窪駅～二ッ塚～砂川九番～上水営業所 立川 出入庫
国26 国立駅北口～稲荷神社～万福寺～砂川九番～上水営業所 立川 出入庫
国27 国立駅北口←稲荷神社←下弁天←弁天通り折返場←上水営業所 立川
国29 国立駅北口～稲荷神社～下弁天～弁天通り折返場 立川 ☆
国29-2 国立駅北口～稲荷神社～下弁天～弁天通り折返場～玉川上水駅南口 立川
国41 国立駅南口～一橋大学～国立市役所入口～矢川駅～国立泉団地 立川 平日日中のみ
国42 国立駅南口～音高～第二中学校～矢川駅～国立泉団地 立川
くにっこ 国立駅北口～北第一公園西～国立駅南口～さくら通り西～国立市役所 立川
くにっこ 国立駅北口～北第一公園西 立川 朝のみ
くにっこミニ 国立市役所～矢川駅～青柳福祉センター～｛武蔵野の路→緑川｝ 銀星 日曜は運休
くにっこミニ 矢川駅～青柳福祉センター～｛武蔵野の路→緑川｝ 銀星 日曜は運休
磨01 多磨霊園駅～霊園表門～多磨町 京王小
府02 府中駅～学園通郵便局～栄町２～東芝前(→府中営業所) 京王中 日中のみ
府21 府中駅～市民球場～府中営業所～東芝前～総合医療センター 京王中
府22 府中駅～市民球場～府中営業所 京王中 出入庫
府41 府中駅→本宿町２→西原町１→第七小入口→本宿町２→府中駅 京王中
府41 府中駅→本宿町２→西原町１→第七小入口→富士見公園 京王中 ★
府42 府中駅→府中IPJタワー→第七小入口→本宿町２→府中駅 京王中 朝のみ
府45 府中駅→本宿町２→西原町１→第七小入口→府中IPJタワー→府中駅 京王中 夕のみ
府46 府中駅→府中IPJタワー→西原町１→第七小入口→府中IPJタワー→府中駅 京王中
府52 府中駅～府中市役所～分倍河原駅～中央道下～健康センター 京王中 土休日のみ
分52 分倍河原駅～中央道下～健康センター 京王中
府61 府中駅～是政～南多摩駅～稲城市立病院 京王中 土休日は運休
府75 東府中駅～浅間町３～貫井トンネル下～武蔵小金井駅南口 京王小
府75 東府中駅←浅間町３←貫井トンネル下 京王小
府75 浅間町３→貫井トンネル下→武蔵小金井駅南口 京王小
北山町循環 府中駅～分倍河原駅～西原町～北山町(循環) 京王中 ちゅうバス
北山町循環 府中駅→分倍河原駅→西原町→武蔵台文化センター西 京王中 ちゅうバス
多磨町ルート 府中駅～府中市美術館～東府中駅～霊園表門～多磨町 京王中 ちゅうバス
是政循環 府中駅～競馬場東門～是政駅(循環) 京王中 ちゅうバス
南町・四谷循環 府中駅～分倍河原駅～郷土の森西～中河原駅～よつや苑西(循環) 京王中 ちゅうバス
南町・四谷循環 府中駅～分倍河原駅～郷土の森西～中河原駅 京王中 ちゅうバス
南町・四谷循環 中河原駅～よつや苑西(循環) 京王中 ちゅうバス
四谷六丁目ルート 中河原駅→四谷６→三屋通り中→中河原駅 京王中 ちゅうバス
押立町ルート 府中駅～競馬場東門～競艇場前駅南口～押立神社～武蔵野台駅南口 京王中 ちゅうバス
朝日町ルート 府中駅～東府中駅～武蔵野台駅南口～多磨駅 京王中 ちゅうバス
分53 分倍河原駅←ＮＥＣ正門←都営泉２←上田←日野駅 京王電 平日の朝1回
分54 分倍河原駅←ＮＥＣ正門←都営泉２ 京王電 土休日の朝1回
中02 中河原駅～稲荷神社～三屋通り南～都営泉２ 京王中
中03 中河原駅～ＮＥＣ正門～都営泉２ 京王中 平日の朝夕のみ
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中03 中河原駅～[急行]～ＮＥＣ正門 京王中 平日朝夕のみ
立10-1 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～三ツ藤～箱根ヶ崎～瑞穂営業所 立川
立10-2 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～箱根ヶ崎～瑞穂営業所 立川 ☆
立11-1 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～三ツ藤(→三ツ藤住宅) 立川
立11-2 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市民会館 立川
立12 立川駅北口←砂川七番←大南←武蔵村山市役所←箱根ヶ崎駅 立川 土曜休日1回のみ
立12-1 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～箱根ヶ崎駅 立川
立12-2 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～三ツ藤～箱根ヶ崎駅 立川
立13 立川駅北口～立川市役所～大南～武蔵村山市役所～イオンモール 立川
立14 立川駅北口～砂川七番～天王橋～松中団地折返場 立川
立14-2 立川駅北口～緑町～立川市役所～天王橋～松中団地折返場 立川
立14-3 立川駅北口～柏町２～天王橋～松中団地折返場 立川
立15-2 立川駅北口←緑町←立川市役所←天王橋←松中団地←拝島駅北入口 立川
立15-3 立川駅北口～柏町２～天王橋～松中団地～拝島駅北入口 立川
立15-5 立川駅北口～柏町２～天王橋～松中団地～堀向～拝島駅 立川
立15-4 立川駅北口←緑町←立川市役所←天王橋←松中団地←堀向←拝島駅 立川
立16 立川駅北口～緑町～立川市役所～大山団地東～東中神駅北(循環) 立川
立16-2 立川駅北口～緑町～立川市役所～大山団地東～東中神駅北口 立川
立16-3 立川駅北口～緑町～立川市役所～大山団地東～大山団地折返場 立川 ☆
立17 立川駅北口～緑町～モノレール本社～大山団地東～東中神駅北(循環) 立川
立17-1 大山団地東→大山団地西→東中神駅北 立川
立17-2 立川駅北口～緑町～モノレール本社～大山団地東～東中神駅北口 立川
立17-3 立川駅北口～緑町～モノレール本社～大山団地東～大山団地折返場 立川 ☆
東中01 東中神駅北口～西武蔵野 立川
立18 立川駅北口→緑町→柏町青柳住宅→立飛本社→立川駅北口 立川 平日土曜の夜のみ
立18-1 立川駅北口～緑町～柏町青柳住宅～玉川上水駅南口 立川
立20-1 立川駅北口～砂川七番～玉川上水駅南口 立川 ☆
立21 立川駅北口～熊野神社～砂川七番～玉川上水駅南口 立川 土曜休日1回のみ
立21-2 立川駅北口～立飛東門～砂川七番～玉川上水駅南口 立川
立22 立川駅北口～砂川七番～桜街道～村山団地(循環) 立川 平日土曜の朝のみ
立23 立川駅北口～砂川七番～玉川上水駅～桜街道～村山団地(循環) 立川
立26 立川駅北口～立飛東門～新立川航空～立川駅北口 立川 AM→、←PM
立27 立川駅北口～新立川航空～立飛東門→立飛構内循環 立川 平日の朝夕のみ
立28 立川駅北口→立飛本社→柏町青柳住宅→緑町→立川駅北口 立川 AMのみ
立31 立川駅北口～砂川九番～若葉町団地 立川 ☆
立31-2 立川駅北口～砂川九番～若葉町交差点～若葉町団地 立川 日中のみ
立32 立川駅北口～公社住宅～第八小学校～幸町団地 西武

立川駅北口～砂川九番～小平営業所 西武 出入庫
立川駅北口～砂川九番～東大和市駅 西武 ☆
立川駅北口←砂川九番←都立薬用植物園前 西武

立34 立川駅北口～砂川九番～東大和市駅～東京街道団地～八坂駅～久米川駅 西武
立35 立川駅北口～砂川九番～東大和市駅～奈良橋～武蔵大和～東村山駅 西武
東大和35 東大和市駅～奈良橋～武蔵大和～東村山駅 西武
立37 立川駅北口～砂川九番～東大和市駅～奈良橋～武蔵村山市役所～イオンモール 西武
東大和37 東大和市駅～奈良橋～武蔵村山市役所～イオンモール 西武
立39 立川駅北口～砂川九番～東大和市駅～南街入口～南街 西武 ☆
立40 立川駅北口～砂川九番～幸町団地 西武
立45 立川駅北口～砂川九番～東大和市駅～南街入口～芝中団地 西武
立51 立川駅北口～上弁天～けやき台団地 西武
立51 立川駅北口～上弁天～けやき台団地 立川
立53 立川駅北口～自衛隊正門～北町 立川
立65 立川駅北口～錦町３～薬王寺～日野駅～薬王寺～下田～高幡橋～高幡不動駅 京王電
立70 立川駅南口～(直通)～三井アウトレットパーク 西武 土休日のみ
立70 立川駅南口～(直通)～三井アウトレットパーク 立川 土休日のみ
立71 立川駅南口～柴崎町３～富士見町団地～新道福島 西武
立71 立川駅南口～柴崎町３～富士見町操車場 立川 ☆
立72 立川駅南口～柴崎町３～農業試験場～西立川～立川駅北口 西武
立80 立川駅北口～西立川～宮沢～拝島大師～拝島営業所 立川 ☆
立80 立川駅北口～西立川～宮沢～拝島大師～拝島営業所 立川 ★
立81 立川駅北口～西立川～宮沢～昭島駅南口 立川
立82 立川駅北口→西立川→宮沢→拝島大師→拝島駅 立川
立82-2 立川駅北口←西立川←宮沢←拝島大師←内出東←拝島駅 立川
立85 立川駅北口～西立川～東中神駅 立川 土休日1回のみ
立86 立川駅南口～中央公民館～宮沢～拝島大師～拝島営業所 立川
立90 立川駅北口～立川市役所～柏町４～玉川上水駅南口 立川 土曜1回のみ
立93 立川駅北口→泉町→立川市役所→柏町１→立川駅北口(すずかけ循環) 立川 土曜1回のみ
急行 立川駅北口→拝島駅→福生駅→羽村駅東口→河辺駅 西東京 ★
錦ルート 立川駅南口～柴崎体育館～錦町６東～立川病院(循環) 立川
錦ルート 立川駅南口→柴崎体育館→錦町６東→立川病院→立川駅南口 立川 平日の朝のみ
曙ルート 女性総合センター～立川駅北口～{二小南→緑川商店会} 立川 土休日は運休
西砂ルート 昭島駅北口～西武立川駅西～西砂町４～松中団地操車場 立川
一番ルート 西武立川駅北口→松中団地操車場→エステート立川中央→西武立川駅北口 立川 土休日は運休
砂川ルート 玉川上水駅→柏町４→武蔵砂川駅南口→東航通り→玉川上水駅 立川 土休日は運休
ちょこバス 東大和市役所～仲原４～清水６～武蔵大和駅入口～湖畔～上北台駅～東大和市役所 西武 循環ルート
ちょこバス 東大和市役所～仲原４～清水６～武蔵大和駅入口～湖畔～上北台駅 西武 循環ルート
ちょこバス 清水６～武蔵大和駅入口～湖畔～上北台駅～東大和市役所 西武 循環ルート
ちょこバス 玉川上水駅～南街～東大和市役所～ハミングホール～東大和市駅 西武 往復ルート
玉10 玉川上水駅～桜街道～村山団地(循環) 立川 一部は立22.23と連続
玉12-1 玉川上水駅～団地中央～武蔵村山病院～イオンモール 立川
玉12-2 玉川上水駅～団地中央～村山医療センター入口～武蔵村山病院 立川 朝のみ
玉13 玉川上水駅～桜街道～上北台駅～芋窪 立川 平日の朝のみ
玉17 玉川上水駅南口～砂川七番～若葉町団地 立川
MMシャトル 上北台駅→市役所→三ツ木地区会館→かたくりの湯→市役所→上北台駅 立川 17時以降
MMシャトル 上北台駅→市役所→三ツ木地区会館→市役所→上北台駅 立川 9時まで
MMシャトル 上北台駅→市役所→三ツ木地区会館 立川 17時以降
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MMシャトル 富士見通り→三ツ木地区会館→市役所→上北台駅 立川 日中は運行なし
MMシャトル 上北台駅～学園～市役所～かたくりの湯～総合体育館 立川 日中のみ
MMシャトル 玉川上水駅～大南３～村山団地～村山医療センター～武蔵村山市役所 立川 日中のみ
MMシャトル 玉川上水駅～大南３～武蔵村山市役所 立川 朝夕のみ
MMシャトル 武蔵砂川駅～伊奈平２～イオンモール～三ツ藤～春名塚 立川 日中は運行なし
MMシャトル 武蔵砂川駅←伊奈平２←三ツ藤←春名塚 立川 朝のみ
MMシャトル 村山医療センター～イオンモール～三ツ藤～総合体育館 立川 日中のみ
Aバス 昭島駅南口→中神駅北口→昭島病院→うしお病院→中神駅北口→昭島駅南口 立川 日中のみ
Aバス 昭島駅南口～中神駅北口 立川 朝夕のみ
Aバス 中神駅北口→昭島病院→中神駅北口 立川
Aバス 昭島駅南口→拝島駅東→下林→昭島市役所→保健福祉センター→昭島駅南口 立川
Aバス 昭島駅南口→拝島駅東→下林→保健福祉センター→昭島駅南口 立川
Aバス 昭島駅南口→中神駅→新道福島→東中神駅→昭島駅南口→堀向→昭島駅南口 立川
Aバス 昭島駅南口→中神駅→新道福島→東中神駅→昭島駅南口→昭島〒→昭島駅南口 立川
Aバス 昭島駅南口→中神駅→新道福島→東中神駅 立川
昭11 昭島駅南口←堀向←拝島駅北入口←拝島駅 立川 朝1回のみ
昭12 昭島駅南口～拝島駅～福生団地中央 立川 土休日1回のみ
昭13 昭島駅南口～堀向～中里～西砂川～松中団地操車場 立川
昭15 昭島駅南口→堀向→五日市街道→西砂川→堀向→昭島駅南口 立川
昭16 五日市街道→西砂川→堀向→昭島駅南口 立川 出庫
昭17 昭島駅南口→堀向→五日市街道→西砂川 立川 入庫
昭21 昭島駅北口～つつじが丘～松中～伊奈平公園～グリーンタウン武蔵村山 立川 ☆
昭21-2 昭島駅北口←立川七中←伊奈平公園←グリーンタウン武蔵村山 立川 平日朝のみ
昭22 昭島駅北口～つつじが丘～松中～伊奈平公園～GT武蔵村山～ＩＨＩ 立川 GT:グリーンタウン
昭22-2 昭島駅北口～立川七中～伊奈平公園～GT武蔵村山～ＩＨＩ 立川
昭23 昭島駅北口～つつじが丘～松中～三ツ藤～イオンモール 立川
昭24 昭島駅北口～つつじが丘～松中～三ツ藤住宅～岸～箱根ヶ崎駅 立川
昭26 昭島駅北口～つつじが丘～松中～伊奈平公園～GT武蔵村山～春名塚 立川
昭26-2 昭島駅北口～立川七中～伊奈平公園～GT武蔵村山～春名塚 立川
イオン01 イオンモール～三ツ藤住宅～岸～箱根ヶ崎～箱根ヶ崎駅西口 立川
IHI01 IHI～箱根ヶ崎駅西口 立川 平日の朝夕のみ
昭30 昭島駅南口～昭島市役所～田中町団地(循環) 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
昭31 田中町団地西→田中町団地→昭島市役所→昭島駅 立川
拝11 拝島駅→緑町４→上宿→７号棟→熊川団地→拝島駅 立川
拝12 拝島駅→上宿→拝島営業所 立川 入庫
拝12 拝島営業所→熊川団地→拝島駅 立川 出庫
拝12-2 拝島駅→緑町４→上宿→７号棟→拝島営業所 立川 入庫
拝12-2 拝島営業所→７号棟→熊川団地→拝島駅 立川 出庫
拝12-3 拝島駅→内出東→拝島営業所 立川 入庫
拝16 拝島駅～福生団地中央 立川シ
拝16-1 拝島駅→多摩工入口→福生団地中央 立川シ 土休日1回のみ
拝17 拝島駅～福生団地中央～福生市民体育館～福生駅西口 立川シ 日中のみ
五40 拝島駅←睦橋←二の宮←秋川駅←伊奈←武蔵五日市駅 西東京 早朝

拝島駅→睦橋→二の宮→秋川駅→伊奈→武蔵五日市駅 西東京 ★
拝01 拝島駅～睦橋～東雨間～秋川駅～イオンモール日の出～阿伎留医療センター 西東京
直通 拝島駅～(直通)～菅生高校 西東京
菅21 拝島駅～睦橋～東雨間～秋川駅～菅生高校 西東京
菅22 拝島駅～睦橋～東雨間～秋川駅～学びの城～菅生高校 西東京
高月01 拝島駅～睦橋～滝山城趾下～純心女子学園～宮下～戸吹 西東京
高月02 拝島駅～睦橋～滝山城趾下～純心女子学園 西東京
高月03 拝島駅～睦橋～滝山城趾下～純心女子学園～工学院大学 西東京
福12 福生駅東口～加美平団地中央～瑞穂都営住宅(循環) 立川
福13 福生駅東口～加美平団地中央～瑞穂都営住宅～箱根ヶ崎駅 立川
福14 福生駅東口→加美平団地中央→武蔵野台→羽村駅東口 立川 平日朝1回のみ
福20 福生駅～二の宮～秋川駅～引田～武蔵五日市駅～五日市 西東京 日中のみ
福21 福生駅～二の宮～秋川駅 西東京 日中のみ
福22 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール～阿伎留医療センター～日の出折返場 西東京
福23 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール～阿伎留医療センター 西東京
福24 福生駅～二の宮～滝山城趾下～純心女子学園 西東京
福25 福生駅～二の宮～滝山城趾下～純心女子学園～創価大東京富士美術館 西東京
福26 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール～日の出折返場 西東京
福27 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール～阿伎留医療(セ)～日の出折返場～武蔵五日市駅 西東京
福28 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール～日の出折返場～武蔵五日市駅 西東京
福29 福生駅～草花～秋川駅～イオンモール日の出 西東京
福30 福生駅～羽村駅西～羽加美４～小作駅西口 西東京
羽12-1 羽村駅東口～羽村団地～松原中央公園～長岡～箱根ヶ崎駅西口 立川
羽13 羽村駅東口←日野自動車正門←羽村高校←箱根ヶ崎駅西口 立川 平日の夕1回
羽14 羽村駅東口→神明台３→羽村高校→箱根ヶ崎駅 立川 平日の朝2回
羽17 羽村駅東口～羽村団地～長岡(循環) 立川
羽30 羽村駅東口←西東京バス青梅営業所 西東京
羽31 羽村駅東口→羽村市役所→ジェイテクト→住友前→羽村市役所→羽村駅東口 西東京 AM
羽32 羽村駅東口←羽村市役所←ジェイテクト←住友前←羽村市役所←羽村駅東口 西東京 PM
羽33 羽村駅東口～羽村市役所～ジェイテクト～住友前～西東京バス青梅営業所 西東京
はむらん 羽村駅→市役所→羽村団地西→羽村駅→双葉町２→福生病院→羽村駅 西東京 土休日は運休
はむらん 羽村駅→市役所→羽村団地西→羽村駅→双葉町２→羽村駅 西東京
はむらん 羽村駅→堂坂下→郷土博物館→羽村駅西口→いこいの里→市役所→羽村駅 西東京
はむらん 小作駅西口→武蔵野公園→羽村駅→市役所→小作坂下→小作駅西口 西東京
はむらん 小作駅西口→小作駅→武蔵野公園→羽村駅→市役所→あげば→小作駅西口 西東京
はむらん 小作駅東口→市役所→羽村駅→福生病院 西東京
はむらん 小作駅東口←市役所 西東京
はむらん 市役所←羽村駅←福生病院 西東京
日01 日野駅～日野本町～エプソン前～高幡不動駅 京王電 朝のみ
日02 日野駅～日野市役所～エプソン前～高幡不動駅 京王電
日03 日野駅～日野市役所東～エプソン前～高幡不動駅 京王電
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日04 日野駅～緑ヶ丘～石川町～日野台～豊田駅北口 京王電
日11 日野駅～日野自動車～泉塚～浄水場～豊田駅北口 京王電
日21 日野駅～小宮町～宇津木台 西東京 ☆
豊32 豊田駅南口～平山３～中央大学～東中野～堰場～多摩センター駅 京王南 日中は運行なし
豊33 豊田駅南口～平山３～中央大学～向山緑地～堰場～多摩センター駅 京王南
日50 日野駅～日野台～コニカミノルタ～大和田坂上～大和田坂下～八王子駅北口 京王電 ◎ ☆
Ｓ 高幡不動駅～万願寺駅～日野駅～日野市役所～市立病院入口～豊田駅北口 京王電
平01 平山城址公園駅～東京薬科大学 京王南 平日の朝のみ
かわせみGo 市立病院～日野市役所～モノレール高幡～明星大学 南観光 土休日は運休
かわせみGo 市立病院～日野市役所～豊田駅南口～平山苑上 南観光 土休日は運休
豊41 豊田駅北口→東芝裏門→平山工業団地→旭が丘中央公園→豊田駅北口 京王電 ☆
豊55 豊田駅北口←日野台←コニカミノルタ前←大和田坂下 京王電 早朝のみ
豊56 豊田駅北口～首都大学東京～大和田坂下～八王子駅北口 京王電
Ａ 豊田駅北口→日野平山台住宅→旭が丘小学校→豊田住宅→豊田駅北口 京王電
Ｈ 豊田駅北口～平山城址公園駅～｛平山２→七曲り公園→都営平山４アパート｝ 京王電
Ｈ 豊田駅北口→平山城址公園駅→平山２→七曲り公園→都営平山４アパート 京王電
Ｈ 平山台健康・市民支援センター→都営平山４アパート→平山城址公園駅→豊田駅北口 京王電
バ01 京王八王子駅～警察署前～バイパス大谷～石川～宇津木台 西東京 ☆
山01 京王八王子駅～追分～御陵前～高尾駅入口～高尾山口駅 京王南
八04 京王八王子駅～追分～御陵前～高尾駅南口～医療センター～館ヶ丘団地 京王南
八04 京王八王子駅～追分～御陵前～高尾駅南口～館ヶ丘団地 京王南
八南01 京王八王子駅～南町～八王子駅南口 京王電 平日1回のみ
八06 京王八王子駅→追分→御陵前→高尾駅南口→駐在所→館ヶ丘団地 京王南 夜のみ
八07 八王子駅北口～追分～御陵前～高尾駅～高尾山口駅～大垂水～相模湖駅 神奈中
元八03 京王八王子駅～追分～四谷～元八２～高尾駅南口 西東京
元八04 京王八王子駅～市役所入口～四谷～元八２～高尾駅南口 西東京
八20 京王八王子駅～中野～神社前～楢原町～川口小学校～今熊～武蔵五日市駅 西東京
秋01 京王八王子駅～中野～神社前～楢原町 西東京
秋02 京王八王子駅～中野～神社前～楢原町～川口小学校 西東京 ☆
秋02急行 京王八王子駅←[急行]←中野←楢原町←川口小学校 西東京 朝のみ
八23　秋03 京王八王子駅～中野～神社前～楢原町～川口小学校～上川霊園 西東京
八24 京王八王子駅～中野～神社前～楢原町～川口小学校～今熊 西東京
市11 京王八王子駅～市役所入口～横川町住宅～泉町住宅～松枝住宅 西東京
市12 京王八王子駅～市役所入口～横川町住宅 西東京
八30 京王八王子駅～中野～楢原町～戸吹～秋川駅～武蔵五日市駅 西東京
直通 京王八王子駅～(直通)～サマーランド 西東京 土休日のみ
秋61 京王八王子駅～中野～楢原町～雨間～秋川駅 西東京 土休日のみ
秋62 京王八王子駅～中野～楢原町～雨間～秋川駅～イオンモール日の出 西東京 土休日のみ
秋11 京王八王子駅～中野～楢原町～戸吹～サマーランド 西東京
八33 京王八王子駅～中野～楢原町～戸吹～秋川駅 西東京
16号11 京王八王子駅～大横町～みつい台 西東京
16号06 京王八王子駅～大横町～創価大学(循環) 西東京
16号01 京王八王子駅←大横町←創価大正門東京富士美術館 西東京
16号04 京王八王子駅→大横町→みつい台→創価大正門→純心女子学園→宮下→戸吹 西東京 ☆　夜のみ
16号04 京王八王子駅←大横町←創価大正門←純心女子学園←宮下←戸吹 西東京 ★
暁21 京王八王子駅～警察署前～暁橋～中野団地 西東京 ☆
急行 京王八王子駅～[急行]～創価大正門東京富士美術館 西東京 休校日運休
急行 京王八王子駅～[急行]～純心女子学園 西東京 休校日運休
大05 八王子駅北口←大和田坂下←大和田団地 西東京 平日の朝のみ
い11 京王八王子駅～いちょうホール～大横町～みつい台 西東京
八57 八王子駅北口→大和田坂下→コニカミノルタ前→日野台 京王電 ★
八58 八王子駅北口～大和田坂下～八王子工業団地～日野台～日野駅 京王電 土休日は運休
八59 八王子駅北口～大和田坂下～八王子工業団地 京王電 土休日は運休

八王子駅北口～八王子車庫 京王電 土休日は運休
八59 八王子駅北口～[急行]～八王子工業団地 京王電 土休日は運休
八60 八王子駅南口～北野駅～野猿峠～殿ヶ谷戸～由木折返場～南大沢駅 京王南 ☆
八61 八王子駅南口～北野駅～野猿峠～下田～南大沢駅 京王南
八63 八王子駅南口～北野駅～野猿峠～下田～由木折返場 京王南
八65 八王子駅南口～北野駅～とりよせ公園～坂上～片倉台 京王南
八69 八王子駅南口～北野駅～公園前～八王子みなみ野駅 京王南
八70 八王子駅南口～(直行)～多摩美術大学 京王南
八77 八王子駅南口～万町～片倉城址～片倉台～御殿峠～鑓水～橋本駅 神奈中
八81 八王子駅南口～下小比企～上小比企～和田～東京高専前～めじろ台駅 京王南 ☆
八62 八王子駅南口～富士森公園～山田駅～上小比企～上大船 京王南
八64 八王子駅南口～富士森公園～山田駅～上小比企～上大船～東京家政学院 京王南
八67 八王子駅南口～富士森公園～めじろ台駅～上大船～東京家政学院 京王南
八67 八王子駅南口～富士森公園～めじろ台駅～上大船 京王南
八91 京王八王子駅～富士森公園～山田駅～上小比企～上大船 京王南 1回のみ
八94 八王子駅南口～富士森公園～西八王子駅南口 京王電 朝のみ
八96 八王子駅南口～富士森公園～西八王子駅南口～めじろ台駅～グリーンヒル寺田 京王電
八97 八王子駅南口～富士森公園～めじろ台駅～榛名神社～法政大学 京王南
八98 八王子駅南口～富士森公園～西八王子駅南口～めじろ台駅～G寺田～法政大学 京王電 G：グリーンヒル
八99 八王子駅南口～南大通り～西八王子駅南口 京王電 日中のみ
大01 八王子駅北口～大和田～田島橋～石川～宇津木台 西東京 ☆
大02 八王子駅北口～大和田～東海大学八王子病院～田島橋～石川～宇津木台 西東京
大04 八王子駅北口～大和田～北八王子駅入口 西東京 平日の朝のみ
大11 八王子駅北口～大和田～東海大学八王子病院～田島橋～小宮町～日野駅 西東京 ☆
大03 八王子駅北口～大和田～東海大学八王子病院 西東京
陣01 京王八王子駅～追分～四谷～宝生寺団地 西東京
陣01 京王八王子駅～追分～四谷～宝生寺団地～団地東～宝生寺団地 西東京 日中のみ
陣01 京王八王子駅←[急行]←四谷←宝生寺団地 西東京 朝のみ
市01 西八王子駅～水無瀬橋～泉町住宅～松枝住宅 西東京 ☆
陣05 京王八王子駅～追分～四谷～小田野～大久保 西東京
陣04 京王八王子駅～追分～四谷～小田野～恩方ターミナル 西東京
陣02 京王八王子駅～追分～四谷～宝生寺団地～小田野～恩方車庫 西東京 ☆ 早朝と深夜
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工01 京王八王子駅～中野～中野～工学院大学西～楢原町 西東京
直通 八王子駅北口～[直通]～工学院大学 西東京 休校日運休
工02 京王八王子駅～中野～中野～工学院大学 西東京 休日は運休
左03 京王八王子駅～大横町～左入～純心女子学園～宮下～戸吹 西東京
左01 京王八王子駅～大横町～左入～純心女子学園 西東京
ひ01 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～純心女子学園～宮下～戸吹 西東京
ひ02 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～創価大正門東京富士美術館 西東京
ひ03 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～純心女子学園～宮下～戸吹←サマーランド 西東京 平日土曜の朝1回
ひ04 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～創価大学循環 西東京 朝夕のみ
ひ05 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～純心女子学園 西東京 朝夕のみ
ひ06 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～左入～拝島大師～拝島駅 西東京 ☆　朝と夜のみ
ひ07 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～純心女子学園～宮下～戸吹～秋川駅 西東京 朝と夜のみ
ひ08 京王八王子駅～(ひよどり山TN)～純心女子学園～宮下～戸吹スポーツ公園入口 西東京
はちバス 東海大学八王子病院～左入橋～西八王子駅～松枝住宅～楢原町～北の根東 西東京
はちバス ＪＲ片倉駅～片倉台～北野駅～都営長沼住宅～日生団地(循環) 西東京
はちバス 高尾駅南口～浅川原～松子舞団地(循環) 西東京
め05 めじろ台駅～グリーンヒル寺田 京王電 ☆
市02 西八王子駅～八王子市役所～楢原町 西東京
市03 西八王子駅～八王子市役所～楢原町～川口小学校 西東京 平日の朝夕のみ
陣20 西八王子駅←横川←四谷 西東京 平日の朝のみ
うえ01 西八王子駅～横川～四谷～小田野～元木～恩方ターミナル 西東京 ☆
うえ02 西八王子駅←中央道バス停下←四谷←小田野←元木←恩方ターミナル 西東京 平日の朝のみ
元八16 西八王子駅～中央道バス停下～ホーメストタウン～元八２～高尾駅北口 西東京
元八21 西八王子駅～中央道バス停下～のぼり川～グリーンタウン高尾 西東京
元八22 西八王子駅→中央道バス停下→元八事務所 西東京 平日の朝のみ
西55 西八王子駅南口～めじろ台駅～グリーンヒル寺田 京王電 ☆
西56 西八王子駅南口～めじろ台駅～グリーンヒル寺田～法政大学 京王電
西62 西八王子駅南口～陵南中学校～高尾駅南口 京王電
長81 京王八王子駅～本郷横丁～富士森高校～長房団地～城山手 京王電
長81 京王八王子駅→本郷横丁→西八王子駅→富士森高校→長房団地→城山手 京王電 夜のみ
長83 西八王子駅～富士森高校～長房団地 西東京
長84 西八王子駅～富士森高校～長房団地～城山手 西東京 ☆
長85 西八王子駅～富士森高校～長房団地～城山手～高尾駅北口 西東京

西八王子駅→富士森高校→城山手→ホーメストタウン→恩方車庫 西東京 ★
高01 高尾駅北口～蛇滝口～小仏 京王南
山03 高尾山口駅←蛇滝口←小仏 京王南 土休日のみ
め06 めじろ台駅～グリーンヒル寺田～法政大学 京王電
西56 西八王子駅南口～[急行]～めじろ台駅～[急行]～法政大学 京王電 休校日運休
西56 西八王子駅南口→[急行]→めじろ台駅→[急行]→法政大学体育館 京王電 休校日運休
め06 めじろ台駅→[急行]→法政大学 京王電 休校日運休
め23 めじろ台駅～上大船～東京家政学院 京王南
め83 めじろ台駅→椚田北→ゆりのき台 京王南 平日の朝のみ
め82 めじろ台駅～和田～ゆりのき台 京王南
桜01 聖蹟桜ヶ丘駅←春日神社←連光寺 京王電 早朝のみ
高02 高尾駅南口～高尾駅入口～高尾山口駅 京王電 1回のみ
高28 高尾駅南口～狭間駅～椚田～グリーンヒル寺田 京王南
城01 高尾駅北口～霊園前～八王子城跡 西東京 土休日のみ
霊園21 高尾駅北口～霊園前～恩方ターミナル 西東京
住02 高尾駅北口→高尾台住宅→霊園前→グリーンタウン高尾 西東京 ☆ 21時以降のみ
元八11 高尾駅北口～元八２～ホーメストタウン(循環) 西東京
医01 医療センター～高尾駅北口～霊園前～小田野～宝生寺団地(団地内循環) 西東京 土休日は運休
霊園11 高尾駅北口～霊園前～小田野～宝生寺団地 西東京
霊園01 高尾駅北口～霊園前～グリーンタウン高尾～高尾の森わくわくビレッジ 西東京 日中のみ
霊園02 高尾駅北口～霊園前～グリーンタウン高尾 西東京 日中は運行なし
住01 高尾駅北口～高尾台住宅 西東京
元八02 高尾駅南口～元八２～四谷～中小田野～恩方営業所 西東京

高尾駅南口←元八２←ホーメストタウン←恩方営業所 西東京 4時台のみ
高22 高尾駅南口～明神橋～館事務所 京王南 土休日は運休
高23 高尾駅南口～(直行)～拓殖大学 京王南
高24 高尾駅南口～(急行)～穎明館構内 京王南 学休日は運休
高24 高尾駅南口～医療センター～館ヶ丘団地 京王南
高24 高尾駅南口～館ヶ丘団地 京王南
高25 高尾駅南口～医療センター 京王南
高26 高尾駅南口→駐在所→館ヶ丘団地 京王南 ☆　夜のみ
霊園31 高尾駅北口～霊園前～大久保 西東京
元八13 高尾駅北口→元八２→ホーメストタウン→大久保 西東京 ☆　21時以降のみ
元八14 高尾駅北口→元八２→ホーメストタウン→恩方営業所→馬込松木→美山町 西東京 ☆　21時以降のみ
元八15 高尾駅北口→元八２→ホーメストタウン→恩方営業所→馬込松木 西東京 ★

高尾駅北口←元八２←ホーメストタウン←恩方営業所 西東京 早朝のみ
霊園32 高尾駅北口～霊園前～大久保～夕焼小焼～陣馬高原下 西東京
霊園22 高尾駅北口～霊園前～恩方ターミナル～馬込松木～美山町 西東京
館01 館ヶ丘団地～明神橋～館出張所 京王南 休日は運休
寺01 医療センター～ゆりのき台～グリーンヒル寺田～寺田東 京王南 平日1回
桜06 聖蹟桜ヶ丘駅～春日神社～聖ヶ丘団地～聖ヶ丘２～永山駅 京王電
桜07 聖蹟桜ヶ丘駅～春日神社～連光寺～多摩東公園～永山駅 京王電 1回のみ
桜08 聖蹟桜ヶ丘駅←中河原駅←稲荷神社←三屋通り南←都営泉２ 京王中 土休日1回のみ
桜18 都営泉２～日新町２～府中四谷橋北～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電
桜19 都営泉２～デュオヒルズ～府中四谷橋北～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電
桜22 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～永山駅～諏訪４(循環) 神奈中
桜23 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～永山駅～永山５ 神奈中 ☆
桜24 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～永山駅～永山５～京王多摩車庫～大蔵～鶴川駅 神奈中
桜25 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～永山駅～永山５～京王多摩車庫 京王南 ☆
桜27 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～多摩東公園 京王南 土休日は運休
桜28 聖蹟桜ヶ丘駅～諏訪下橋～多摩東公園～若葉台駅 京王南 土曜休日のみ
桜46 聖蹟桜ヶ丘駅～多摩市役所～大橋～貝取神社～豊ヶ丘４～多摩センター駅 京王南
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桜47 聖蹟桜ヶ丘駅～多摩市役所～大橋～貝取～京王多摩車庫 京王南
桜62 聖蹟桜ヶ丘駅～多摩市役所～愛宕東公園～多摩センター駅 京王南 ☆
桜63 聖蹟桜ヶ丘駅～多摩市役所～愛宕東公園～多摩センター駅～鶴牧団地(循環) 京王南 9～19時の運行
桜64 聖蹟桜ヶ丘駅～多摩市役所～永山駅 京王南 日中のみ
桜65 聖蹟桜ヶ丘駅～新大栗橋～聖ヶ丘病院～永山駅 京王電
桜72 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～愛宕東～鹿島～多摩センター駅 京王電 ☆　日中は運行なし
桜72 愛宕東～鹿島～多摩センター駅 京王電 →朝、←夜
桜73 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～愛宕東～鹿島～多摩センター駅～多摩南部地域病院 京王電
桜80 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～由木折返場～南大沢駅 京王南 ☆
桜81 聖蹟桜ヶ丘駅～(急行)～東電学園 京王電 →平日朝、←平日夕
桜81 聖蹟桜ヶ丘駅→一の宮→東電学園 京王電 平日の夕のみ
桜83 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～由木折返場 京王南 ☆
桜84 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～板橋～南大沢駅～坂上～相模原駅北口 京王南
桜84 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～板橋～南大沢駅～坂上～相模原駅北口 神奈中
桜85 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～松が谷～多摩センター駅 京王南
桜87 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～帝京大学構内 京王電
桜87 聖蹟桜ヶ丘駅～(直行)～帝京大学構内 京王電
桜87 聖蹟桜ヶ丘駅～(直行)～帝京大学小学校 京王電
桜88 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～京王堀之内駅 京王南 　日中は運行なし
桜88 聖蹟桜ヶ丘駅～一の宮～堰場～芝原～フェアヒルズ入口～京王堀之内駅 京王南 平日は日中のみ
桜91 聖蹟桜ヶ丘駅～浄水場～桜ヶ丘２ 京王南 ☆　日中は運行なし
桜92 聖蹟桜ヶ丘駅～浄水場～桜ヶ丘２～永山駅 京王南
桜93 聖蹟桜ヶ丘駅→浄水場→桜ヶ丘２→東寺方３ 京王南 ★
桜99 聖蹟桜ヶ丘駅←一の宮←桜ヶ丘車庫 京王電 早朝のみ
Ｄ 高幡不動駅～鹿島台～北野街道口～日野市役所～市立病院入口～豊田駅北口 京王電
Ｄ 高幡不動駅～鹿島台～北野街道口 京王電
Ｋ 高幡不動駅～川辺堀之内～豊田駅南口 京王電
高11 高幡不動駅～多摩動物公園駅 京王電 土曜1回のみ
Ｗ 高幡不動駅～三沢台～百草園住宅～一の宮～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電
Ｗ 高幡不動駅～三沢台～百草園住宅(→百草園住宅中央) 京王電
高21 高幡不動駅～百草団地 京王電 ◎ ☆
高22 高幡不動駅～百草団地～一の宮～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電 日中のみ
高23 高幡不動駅～百草団地～帝京大学構内 京王電
高23 高幡不動駅～(直通)～帝京大学構内 京王電
高23 高幡不動駅～(直通)～帝京大学小学校 京王電
高25 高幡不動駅→百草団地→三沢台下 京王電 ☆
高27 高幡不動駅～百草団地入口～一の宮～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電 朝夕のみ
高31 高幡不動駅～百草園駅～桜ヶ丘車庫 京王電 1回のみ
高32 モノレール北～日野高校～税務署前～消防署前～日野駅 京王電 土曜1回のみ
Ｏ 高幡不動駅～落川通り西～桜ヶ丘車庫～一の宮～聖蹟桜ヶ丘駅 京王電
Ｓ 高幡不動駅～万願寺駅～日野駅～日野市役所～市立病院入口～豊田駅北口 京王電
平02 平山城址公園駅～東京薬科大学～京王堀之内駅 京王南
北02 北野駅南口←野猿峠←殿ヶ谷戸←由木折返場 京王南 平日の朝のみ
平03 平山城址公園駅～東京薬科大学～野猿峠～(新道)～北野駅北口 京王南
平03 平山城址公園駅～東京薬科大学～野猿峠～(新道)～北野駅南口 京王南 平日の朝のみ
平04 平山城址公園駅～東京薬科大学～殿ヶ谷戸～由木折返場 京王南
北03 北野駅北口～野猿峠～殿ヶ谷戸～由木折返場～南大沢駅 京王南
北04 北野駅南口～野猿峠～下田～南大沢駅 京王南 平日の朝のみ
み04 八王子みなみ野駅～宇津貫緑地入口～七国～八王子みなみ野駅 京王電 →AM、←PM☆
み04 八王子みなみ野駅→宇津貫工団→宇津貫緑地入口→七国→八王子みなみ野駅 京王電 平日の朝のみ
北05 北野駅北口～公園前～片倉台 京王南 ☆
北06 北野駅北口～公園前～八王子みなみ野駅 京王南 ←☆
北09 北野駅南口→(新道)→野猿峠→殿ヶ谷戸→フェアヒルズ入口→京王堀之内駅 京王南 平日の朝1回
北09 北野駅北口←(新道)←野猿峠←殿ヶ谷戸←フェアヒルズ入口←京王堀之内駅 京王南 平日の夕1回
北10 北野駅北口～(新道)～わかば公園～片倉台 京王南
稲02 新百合ヶ丘駅～下平尾～平尾団地～坂浜～駒沢学園～稲城駅 小田急
み03 八王子みなみ野駅～兵衛２～東京工科大学 京王南
み05 八王子みなみ野駅～宇津貫公園～大船～グリーンヒル寺田 京王電
稲02 新百合ヶ丘駅～下平尾～平尾団地～坂浜～稲城駅 小田急 朝と夜のみ
稲03 稲城駅～駒沢学園 小田急
稲11 稲城駅～向陽台１～向陽台～長峰 京王南 ☆　夜のみ
稲11 稲城駅～向陽台１～向陽台～長峰 小田急 ☆　日中は運行なし
稲12 稲城駅～向陽台１～向陽台～長峰～若葉台駅 京王南
稲12 稲城駅～向陽台１～向陽台～長峰～若葉台駅 小田急
稲13 稲城駅～向陽台１～向陽台～長峰～長峰小南～向陽台～向陽台１～稲城駅 京王南 →平日夕と、←朝
稲22 稲城駅～向陽台１～稲城市立病院～春日神社～聖蹟桜ヶ丘駅 京王南
ｉバスＡ 平尾団地→若葉台駅→稲城市立病院→矢野口駅→稲城駅→坂浜→平尾団地 小田急
ｉバスＢ 平尾団地→坂浜→稲城駅→矢野口駅→稲城市立病院→若葉台駅→平尾団地 小田急
ｉバスＣ 平尾団地～上平尾～はるひ野駅～若葉台駅～稲城市立病院～南多摩駅 小田急
ｉバスＤ 南多摩駅→稲城長沼駅→稲城駅→よみうりランド→矢野口駅→南多摩駅 小田急
ｉバスＥ 南多摩駅→矢野口駅→よみうりランド→稲城駅→稲城長沼駅→南多摩駅 小田急
若01 若葉台駅→ビューコート若葉台→若葉台４→若葉台駅 京王南
若01 若葉台駅→ビューコート若葉台→若葉台４→若葉台駅 小田急
若01 若葉台駅→ビューコート若葉台→若葉台４ 京王南
若02 南多摩駅～向陽台～長峰～若葉台駅 京王南
若02 南多摩駅～向陽台～長峰～若葉台駅 小田急
若11 若葉台駅～黒川 小田急 →夜、←朝
永12 永山駅～諏訪４(循環) 京王南 一部は桜22と連続運行
多01 多摩センター駅～落合３～豊ヶ丘４～京王多摩車庫 京王南
永12 永山駅～諏訪４ 神奈中 一部は桜22と連続運行
永13 永山駅～永山５ 神奈中
永14 永山駅～永山５～京王多摩車庫 京王南 ☆
永34 永山駅～聖ヶ丘２～聖ヶ丘団地 京王電 ☆
永52 永山駅→諏訪３→豊ヶ丘４→唐木田駅→多摩センター駅→豊ヶ丘２東→永山駅 京王南
永53 永山駅→豊ヶ丘２東→多摩センター駅→唐木田駅→豊ヶ丘４→諏訪３→永山駅 京王南
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永65 永山駅～貝取神社～豊ヶ丘４～落合３～多摩センター駅 京王南 ☆
永65 永山駅～貝取神社～豊ヶ丘４～落合３～多摩センター駅 神奈中
永66 永山駅～貝取神社～豊ヶ丘４ 京王南 ☆
永66 永山駅～貝取神社～豊ヶ丘４ 神奈中
永71 永山駅～桜ヶ丘２坂～地蔵堂 京王南
永72 永山駅～水道塔前～ロケット公園～多摩センター駅 京王南
堀01 京王堀之内駅→せせらぎ橋→蓮生寺→京王堀之内駅 京王南 13時まで
多03 多摩センター駅～落合３～豊ヶ丘４ 京王南 ◎ ☆
多03 多摩センター駅～落合３～豊ヶ丘４ 神奈中 ☆
多04 多摩センター駅～落合３～豊ヶ丘４～京王多摩車庫～五反田～鶴川駅 神奈中
多05 多摩センター駅～青木葉公園～京王多摩車庫 京王南
堀05 京王堀之内駅～フェアヒルズ入口～由木中央小学校(循環) 京王南
多11 多摩センター駅→大塚公園→松が谷→多摩センター駅 京王南  日中は運行なし
多13 多摩センター駅←堰場←中央大学 京王南 早朝のみ
多16 多摩センター駅～(直通)～帝京大学構内 京王南 学休日は運休
多16 多摩センター駅～堰場～帝京大学構内 京王南
多16 多摩センター駅～堰場～帝京大学小学校 京王南 休日は運休
多17 多摩センター駅→松が谷高校→松が谷→多摩センター駅 京王南 夕と平日の朝のみ
堀33 京王堀之内駅～東山住宅(循環) 京王南
多18 多摩センター駅～堰場～大塚住宅(循環) 京王南 平日は日中の運行なし
多43 多摩センター駅～中沢～唐木田駅東～下小山田～日大三高 京王南
多44 多摩センター駅～[急行]～日大三高 京王南
多61 多摩センター駅→奈良原公園→鶴牧５→富士見通下→多摩センター駅 京王南 ◎ ☆
多61 多摩センター駅→奈良原公園→鶴牧５→富士見通下→多摩センター駅 神奈中 ◎
NT01 多摩センター駅→京王堀之内駅→南大沢駅→だいり谷戸公園→橋本駅 京王南 ★
堀01 京王堀之内駅→せせらぎ橋→蓮生寺→京王堀之内駅 神奈中 13時まで
堀02 京王堀之内駅→蓮生寺→せせらぎ橋→京王堀之内駅 京王南 13時から
堀02 京王堀之内駅→蓮生寺→せせらぎ橋→京王堀之内駅 神奈中 13時から
堀03 京王堀之内駅～松木中学校～長池公園西～大平公園～南大沢駅 京王南 ☆
堀03 京王堀之内駅～松木中学校～長池公園西～大平公園～南大沢駅 神奈中
堀03 京王堀之内駅～松木中学校～長池公園西～大平公園～南大沢駅 京王南 ☆
堀04 京王堀之内駅～東京薬科大学 京王南
南51 南大沢駅→南大沢団地→南大沢小学校→南大沢駅 京王南 ☆
鶴01 鶴川駅～三輪～鶴川女子短期大学 神奈中
南51 南大沢駅→南大沢団地→南大沢小学校→南大沢駅 神奈中 ☆
南52 南大沢駅→南大沢小学校→南大沢団地→南大沢駅 京王南
南52 南大沢駅→南大沢小学校→南大沢団地→南大沢駅 神奈中
南52 南大沢小学校→南大沢団地→南大沢駅 京王南 早朝のみ
南60 南大沢駅～内裏橋～だいり谷戸公園～南大沢駅 京王南 →13時～、←13時まで
南60 南大沢駅→内裏橋→だいり谷戸公園 京王南 ☆　夜のみ
南61 南大沢駅～内裏橋～鑓水公園～水甫団地入口～多摩美術大学 京王南 →13時まで、←13時～
南62 南大沢駅～だいり谷戸公園～鑓水公園～水甫団地入口～多摩美術大学 京王南 →13時～、←13時まで
南63 南大沢駅～上柚木～多摩美大前～坂下～橋本駅北口 京王南
南64 南大沢駅～こぶし公園～由木折返場～フェアヒルズ入口～京王堀之内駅 京王南
北ルート 玉川学園前駅→玉園台→有楽入口→玉川学園前駅 小田急
北ルート 玉川学園前駅→玉園台→有楽入口 小田急 夜のみ
北ルート 金井小学校→玉川学園前駅 小田急 朝のみ
鶴06 鶴川駅～緑山スタジオ～こどもの国～三菱ケミカル前 小田急 平日朝夕のみ
鶴07 鶴川駅～緑山スタジオ～こどもの国～奈良北団地 小田急 ☆
鶴08 鶴川駅～三輪中央公園～鶴川緑山住宅(循環) 小田急
鶴08 鶴川駅～三輪中央公園～鶴川緑山住宅(循環) 神奈中
鶴09 鶴川駅～ことり橋～奈良北団地 小田急
鶴10 鶴川駅→妙行寺→千都の杜中央→鶴川駅 小田急
鶴10 鶴川駅→妙行寺→千都の杜中央→鶴川駅 神奈中
鶴11 鶴川駅～鶴川２～センター前～広袴～鶴川団地 小田急 ☆
鶴11 鶴川駅～鶴川２～センター前～広袴～鶴川団地 神奈中 ☆
鶴12 鶴川駅～鶴川２～センター前～広袴～鶴川団地～和光学園～鶴川２～鶴川駅 小田急
鶴12 鶴川駅～鶴川２～センター前～広袴～鶴川団地～和光学園～鶴川２～鶴川駅 神奈中
鶴13 鶴川駅～鶴川６～広袴～鶴川団地 小田急
鶴13 鶴川駅～鶴川６～広袴～鶴川団地 神奈中
鶴21 鶴川駅～消防署前～和光学園～黒川～若葉台駅 神奈中
鶴22 鶴川駅～消防署前～和光学園～黒川～若葉台駅～県境～矢野口～調布駅南口 神奈中 休日1回のみ
鶴23 鶴川駅→消防署前→和光学園 神奈中 土曜休日は運休
鶴23 鶴川駅←[急行]←和光学園 神奈中 土曜休日は運休
鶴25 鶴川駅～平和台(循環) 神奈中
鶴26 鶴川駅～広袴中央～真光寺公園 小田急
鶴26 鶴川駅～広袴中央～真光寺公園 神奈中
鶴31 鶴川駅～大蔵～五反田～京王多摩車庫～永山５～永山駅 神奈中
鶴32 鶴川駅～大蔵～五反田～小野路～青木葉公園～多摩センター駅 神奈中
鶴33 鶴川駅～大蔵～袋橋～野津田車庫 神奈中
鶴66 鶴川駅～大蔵～山王ガーデン～袋橋～野津田車庫 神奈中
鶴37 鶴川駅～大蔵～袋橋～野津田車庫～根岸～山王平～淵野辺駅北口 神奈中 平日土曜1回のみ
鶴57 鶴川駅～金井～やくし台センター 神奈中
北ルート 玉川学園前駅→玉園台→さくらんぼホール→有楽入口→玉川学園前駅 小田急
東ルート 玉川学園前駅→鶯谷→昭和薬科大学→東急台南→玉川学園前駅 小田急
東ルート 玉川学園前駅→鶯谷→化石谷公園→昭和薬科大学→東急台南→玉川学園前駅 小田急
町03 町田Ｔ～原町田５～玉川学園前駅 神奈中
かわせみ 成瀬駅南口前→金森図書館前→金森→都立小川高校前→成瀬駅南口前 神奈中
町06 町田BC～グリーンハイツ(循環) 神奈中
町08 町田BC→グリーンハイツC3→柏木公園 神奈中
町09 町田BC～森野６～古淵駅～大沼～国立病院～小田急相模原駅 神奈中
町11 町田BC～森野６～境川団地 神奈中 平日の朝のみ
町12 町田Ｔ～森野６～境川団地～木曽南団地 神奈中
町13 町田BC～[急行]～山崎団地センター 神奈中 ツインライナーも運行
町15 町田Ｔ←森野６←境川団地←山崎団地センター←山崎団地 神奈中
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町15 町田BC→森野６→境川団地→山崎団地センター→山崎団地 神奈中 ★
町16 町田BC～[急行]～横町～図師大橋～日大三高 神奈中
町16 町田BC→[急行]→横町→(日向根トンネル)→日大三高 神奈中 平土の朝のみ
町17 町田BC～森野６～境川団地～木曽南団地～山王～淵野辺駅北口 神奈中
町18 町田BC→原町田５→図書館→市民病院正門→森野１→町田BC 神奈中 土休日は運休
町18 町田BC→原町田５→図書館→市民病院正門→森野１→市役所南口→町田BC 神奈中 土休日は運休
町20 町田BC～森野６～境川団地～山崎団地センター 神奈中 →、←早朝
町21 町田BC←市民病院正門 神奈中 平日の朝のみ
町22 町田BC←市民病院←木曽←上宿 神奈中 平日朝1回のみ
町23 町田BC～市民病院～山崎団地センター 神奈中 ◎
町24 町田Ｔ～市民病院～山崎団地センター～山崎団地 神奈中
町25 町田BC～市民病院～山崎団地センター～薬師池～野津田車庫 神奈中 ☆
町26 町田BC～市民病院～木曽～上宿～図師大橋～野津田車庫 神奈中 ☆
町27 町田Ｔ～市民病院～木曽～上宿～図師大橋～小山田 神奈中
町28 町田T～市民病院～市立室内プール～相原～青少年センター 神奈中 急行　土休日は運休
町29 町田BC～保健所入口～市民病院～木曽～上宿～山王～淵野辺駅北口 神奈中
町30 町田Ｔ～保健所入口～市民病院～木曽～上宿～横土手～橋本駅 神奈中 ☆
町31 町田BC～市民病院～木曽～上宿～図師大橋～多摩丘陵病院 神奈中
町32 町田BC～森野６～境川団地～木曽～忠生公園～桜台入口～小山田桜台 神奈中 ☆
町33 町田BC～森野６～境川団地～木曽南団地～忠生公園～下山崎 神奈中 ☆
町34 町田BC～市民病院～木曽～忠生公園～桜台入口～小山田桜台 神奈中 平日土曜の日中のみ
町35 町田BC～森野６～境川団地～山崎団地センター～薬師池～野津田車庫 神奈中 土休日は運休
町36 町田BC～市民病院～木曽～上宿～図師大橋～ろうわ学校～五反田～鶴川駅 神奈中 休日は運休
町37 町田BC～市民病院～原田向～藤の台団地～やくし台センター 神奈中
町38 町田BC→市民病院→木曽→上宿→市立室内プール 神奈中 平日朝1回のみ
町39 町田BC～市民病院～木曽～上宿～市立室内プール～図師大橋～野津田車庫 神奈中
町41 町田Ｔ～体育館前～市立博物館～藤の台団地 神奈中 ◎
町45 町田BC～市民病院～木曽～上宿～図師大橋～都立野津田高校 神奈中 平日の登下校時のみ
町50 町田BC～体育館前～市立博物館～藤の台団地～金井～鶴川駅～鶴川団地 神奈中
町51 町田駅→体育館前→ストアー前→南大谷都営→町田駅 神奈中
町52 町田BC～体育館前～市立博物館～金井～鶴川駅 神奈中
町53 町田駅～体育館前～市立博物館～ひなた村～薬師池～大蔵～鶴川駅 神奈中
町54 町田BC～体育館前～市立博物館～藤の台団地～金井～鶴川駅 神奈中
町55 町田駅～体育館前～市立博物館～ひなた村～薬師池～野津田車庫 神奈中
町60 町田Ｔ～保健所入口～市民病院～木曽～上宿～横土手～多摩境駅～橋本駅北口 神奈中
町61 町田BC→境川団地→山崎団地センター→藤の台団地→やくし台セ→野津田車庫 神奈中 ★
町62 町田BC～保健所入口～市民病院～木曽～上宿～常盤～横土手～神奈中多摩車庫 神奈中 →休日の夜のみ、←朝
町66 町田BC～市民病院～木曽～忠生公園～下山崎 神奈中 平日の日中のみ
町70 町田BC←成瀬高校←中恩田橋←田奈駅←十日市場駅 神奈中
町77 町田BC～成瀬高校～堀の内～長津田駅北口 神奈中
町73 町田BC～成瀬高校～中恩田橋～田奈駅～青葉台駅 神奈中
町74 町田BC～成瀬高校～成瀬台 神奈中
町75 町田BC～成瀬高校～成瀬駅 神奈中
町76 町田BC～あけぼの病院～南大谷都営～成瀬台 神奈中 ☆
町78 町田BC～森野６～境川団地～木曽南高校～忠生～図師大橋～野津田車庫 神奈中
町82 町田BC←金森←町谷原←つきみ野駅 神奈中
町83 町田BC～金森～小川入口～つくし野駅 神奈中
町84 町田BC～金森～小田急団地～成瀬駅 神奈中
町85 町田BC～金森～町谷原～すずかけ台駅 神奈中
町87 町田BC～金森～町谷原～長津田辻～下鶴間～車庫前～鶴間駅東口 神奈中
町88 町田BC←金森←町谷原←長津田辻←下鶴間←車庫前 神奈中
町88 町田T→BC→金森→町谷原→長津田辻→下鶴間→車庫前 神奈中 ★
町89 町田BC～都営金森アパート～町谷～南町田駅 神奈中
町92 町田BC～高ヶ坂団地 神奈中
町93 町田BC→成瀬高校→昭和薬科大学 神奈中 朝のみ
町94 町田BC←成瀬高校←昭和薬科大学←成瀬台 神奈中
成01 成瀬駅～成瀬台 神奈中
つ01 つくし野駅～成瀬駅～成瀬台 神奈中
成02 成瀬駅～昭和薬科大学～東玉川学園４ 神奈中
成03 成瀬駅～奈良２～こどもの国駅 神奈中
成04 成瀬駅～成瀬台～こどもの国駅 神奈中
成05 成瀬駅～昭和薬科大学～成瀬台 神奈中
南01 南町田駅～東名横浜インター～若葉台中央 神奈中 土休日1回のみ
つ03 つくし野駅～成瀬駅～昭和薬科大学～東玉川学園４ 神奈中
南02 南町田駅～マークスプリングス 神奈中
南03 南町田駅→大ヶ谷戸→マークスプリングス 神奈中 夜のみ
秋01 秋川駅～菅瀬橋～菅生～菅生高校 西東京
原19 相原駅西口～根岸～法政大学 神奈中
原19 相原駅西口→[急行]→法政大学→法政大学体育館 神奈中 学休日は運休
原19 相原駅西口～[急行]～法政大学 神奈中 学休日は運休
原21 相原駅西口～根岸～大戸橋～大戸 神奈中
原23 相原駅西口～真米～東京家政学院 神奈中
原25 相原駅西口～根岸～法政大学～大戸橋～大戸 神奈中
秋01 秋川駅～[急行]～菅生高校 西東京 休校日は運休
秋02 秋川駅～菅瀬橋～菅生～菅生学園学びの城～菅生高校 西東京 休日は運休
るのバス 秋川駅→若宮→草花台→花ノ岡→秋川駅→いきいきセンター→睦橋→秋川駅 西東京 土休日は運休
るのバス 秋川駅→いきいきセンター→睦橋→秋川駅→医療センター→原店→秋川駅 西東京 土休日は運休
るのバス 秋川駅→いきいきセンター→睦橋→秋川駅→(五日市系統へ連続運行) 西東京 土休日は運休
るのバス 秋川駅～医療センター～原店～高尾～武蔵五日市駅 西東京 土休日は運休
五10 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～笛吹入口～数馬 西東京
急行 武蔵五日市駅～(急行)～本宿役場～笛吹入口～数馬～都民の森 西東京 12～2月は運休
連絡バス 数馬～都民の森 西東京 12～2月は運休
五里10 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～やすらぎの里～笛吹入口～数馬 西東京
五滝10 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～払沢の滝入口～笛吹入口～数馬 西東京
五14 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～払沢の滝入口 西東京
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五15 武蔵五日市駅～十里木～曽利郷橋～上養沢 西東京
檜52 武蔵五日市駅～秋川渓谷瀬音の湯～十里木～曽利郷橋～上養沢 西東京
五18 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～払沢の滝入口～小岩～藤倉 西東京
五里18 武蔵五日市駅～十里木～本宿役場～払沢の滝入口～やすらぎの里～小岩～藤倉 西東京
五20 武蔵五日市駅～幸神～細尾～肝要～松尾～つるつる温泉 西東京
五21 武蔵五日市駅～幸神～細尾～肝要～松尾 西東京
五30 福生駅～草花～菅瀬橋～日の出折返場～幸神～武蔵五日市駅 西東京
五30 福生駅～草花～菅瀬橋～日の出折返場～幸神～武蔵五日市駅～五日市 西東京 日中のみ
五32 福生駅～草花～菅瀬橋～日の出折返場 西東京
五33 福生駅→草花→瀬戸岡会館入口→小宮久保橋→草花→福生駅 西東京 平日の朝夕のみ
五34 福生駅～草花～瀬戸岡～秋川駅 西東京
五36 武蔵五日市駅～伊奈～上川霊園 西東京
五37 武蔵五日市駅～伊奈～秋川駅 西東京
小02 小作駅→西東京バス青梅営業所→日立前→三ツ原西→平松→小作駅 西東京
小03 小作駅←西東京バス青梅営業所←日立前←三ツ原西←平松←小作駅 西東京
小05 小作駅西口～友田～長渕４～河辺駅南口 西東京
小06 小作駅西口～友田～菅生～菅生高校～下菅生～菅瀬橋～秋川駅 西東京
河10 河辺駅北口→青梅看護専門学校 西東京 平日の朝1回
小08 小作駅東口→七日市場→塩船観音入口→大門 西東京 ★
小12 西東京バス青梅営業所～友田～菅生～菅生高校 西東京 出入庫
小13 小作駅西口～友田～菅生～菅生高校 西東京
小14 小作駅西口～友田～菅生～菅生学園学びの城～菅生高校 西東京
小15 小作駅西口～友田～菅生～菅生学園学びの城 西東京
急行 小作駅西口～[急行]～菅生高校 西東京
急行 小作駅西口～[急行]～菅生学園学びの城 西東京
梅01 青梅駅～万年橋～梅郷～吉野～御嶽駅・玉堂美術館(循環) 都営 土曜休日のみ
河11 河辺駅北口～塩船観音入口～七日市場～小作駅東口 西東京
河13 河辺駅南口～千ヶ瀬２～明星大学 西東京
河14 河辺駅南口～東青梅駅～千ヶ瀬２～市民斎場 西東京
河15 サマーランド～秋川駅～イオンモール日の出～河辺駅南口 西東京 土休日のみ
河16 秋川駅～イオンモール日の出～河辺駅南口 西東京 土休日のみ
河17 イオンモール日の出～河辺駅南口 西東京 土休日のみ
御10 ケーブル下～御岳駅 西東京
御11 ケーブル下～御岳駅～石神前駅～青梅駅 西東京 平日1回
青20 青梅駅～上長渕～四谷～友田～小作駅西口 西東京 土休日は運休
青21 青梅駅～上長渕～千ヶ瀬２～河辺駅南口 西東京
梅70 青梅車庫～箱根ヶ崎～武蔵村山市役所～大和操車所～東大和市駅～小平駅 都営
梅70 青梅車庫～箱根ヶ崎～武蔵村山市役所～大和操車所～東大和市駅～花小金井駅北口 都営
梅74甲 裏宿町→青梅駅→柳川→成木小→岩井堂→柳川→青梅駅→裏宿町 都営
梅74甲 裏宿町←青梅駅←柳川←成木小←岩井堂←柳川←青梅駅←裏宿町 都営
梅74乙 裏宿町→青梅駅→柳川→成木小→岩井堂→柳川→河辺駅北口 都営
梅74乙 裏宿町←青梅駅←柳川←成木小←岩井堂←柳川←河辺駅北口 都営
梅76甲 裏宿町～青梅駅～柳川～成木市民センター～上成木 都営
梅76甲 裏宿町～青梅駅～柳川～北小曽木～成木市民センター～上成木 都営
梅76丙 青梅駅～万年橋～梅郷～吉野 都営

青梅駅～青梅車庫～裏宿町 都営 出入庫
梅77甲 河辺駅北口～野上～塩船観音入口～妙光院～青梅駅～裏宿町 都営
梅77乙 青梅駅～万年橋～駒木町～青梅駅 都営
梅77丙 東青梅駅～千ヶ瀬５～駒木町～万年橋～青梅駅 都営
梅77丁 青梅駅～東青梅駅～総合病院～河辺駅南口 都営
奥09 奥多摩駅～奥多摩湖～大津久～留浦～鴨沢西 西東京
川30 桜木～川井駅～北川橋～上日向 西東京
川31 桜木～川井駅～北川橋～上日向～清東橋 西東京
奥10 奥多摩駅～奥多摩湖～大津久～留浦～鴨沢西～お祭～丹波 西東京
奥11 奥多摩駅～奥多摩湖～大津久～留浦 西東京
奥14 奥多摩駅～奥多摩湖～下り～峰谷 西東京
奥15 奥多摩駅～奥多摩湖 西東京
奥17 奥多摩駅～奥多摩湖～大津久～留浦～金風呂～小菅の湯 西東京
奥18 奥多摩駅～奥多摩湖～大津久～金風呂～大菩薩峠東口～小菅の湯 西東京
奥20 奥多摩駅～大沢～東日原～鍾乳洞 西東京 土休日は運休
奥21 奥多摩駅～大沢～東日原 西東京
奥30 奥多摩駅～鳩の巣～桜木～川井駅～北川橋～上日向 西東京
奥31 奥多摩駅～鳩の巣～桜木～川井駅～北川橋～上日向～清東橋 西東京

奥多摩駅→神庭→もえぎの湯入口→奥多摩駅 西東京 平日1回

途中折返し系統は一部省略している。　☆は深夜バス運行系統〔★印は深夜バスのみ運行〕
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