
　【ご注意】運行日・運行時刻は営業所によって異なりますので、お間違えの無いようお気をつけください。

起点バス停 発車時刻 終点バス停 到着時刻

中野車庫 10:00 → 渋谷駅 10:27

渋谷駅 10:49 → 中野駅 11:26

中野駅 11:39 → 新宿駅西口 12:10

新宿駅西口 12:27 → 中野車庫 12:46

中野車庫 13:56 → 新宿駅西口 14:19

新宿駅西口 14:33 → 中野駅 15:07

中野駅 15:25 → 渋谷駅 16:13

渋谷駅 16:27 → 中野車庫 16:57

起点バス停 発車時刻 終点バス停 到着時刻

永福町 8:07 → 新宿駅西口 8:42

新宿駅西口 8:55 → 永福町 9:23

永福町 9:34 → 新宿駅西口 10:09

新宿駅西口 10:22 → 永福町 10:50

永福町 11:07 → 新宿駅西口 11:42

新宿駅西口 11:55 → 永福町 12:23

永福町 13:17 → 新宿駅西口 13:52

新宿駅西口 14:05 → 永福町 14:38

永福町 14:55 → 新宿駅西口 15:30

新宿駅西口 15:43 → 永福町 16:16

永福町 16:25 → 新宿駅西口 17:10

新宿駅西口 17:22 → 永福町 17:56

■中野営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・20日（日）・23日（水祝）

■永福町営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

系統（経由）
運行路線

系統（経由）
運行路線

渋63
（幡ヶ谷駅）

宿45・宿41
（笹塚中学）

宿33
（方南町駅）

渋63
（幡ヶ谷駅）



起点バス停 発車時刻 終点バス停 到着時刻

調34（西原） 調布駅北口 10:00 → 深大寺 10:19

深大寺 10:40 → つつじヶ丘駅北口 10:55

つつじヶ丘駅北口 11:00 → 深大寺 11:16

深大寺 11:40 → 調布駅北口 11:52

調布駅北口 12:00 → 深大寺 12:19

深大寺 13:20 → つつじヶ丘駅北口 13:35

つつじヶ丘駅北口 13:40 → 深大寺 13:56

深大寺 14:20 → 調布駅北口 14:32

調布駅北口 14:40 → 深大寺 14:59

深大寺 15:20 → つつじヶ丘駅北口 15:35

つつじヶ丘駅北口 15:40 → 深大寺 15:56

調34（西原） 深大寺 16:20 → 調布駅北口 16:32

起点バス停 発車時刻 終点バス停 到着時刻

府中駅 9:44 → 東芝前 10:00

東芝前 10:23 → 府中駅 10:40

府中駅 11:04 → 東芝前 11:20

府中駅 12:04 → 東芝前 12:20

東芝前 13:03 → 府中駅 13:20

府中駅 13:44 → 東芝前 14:00

■調布営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

系統（経由）

系統（経由）

運行路線

運行路線

丘21（西原）

調34（西原）

丘21（西原）

調34（西原）

丘21（西原）

府02
（新町文化
センター）

■府中営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）



起点バス停 発車時刻 終点バス停 到着時刻

武蔵小金井駅北口 10:20 → 武蔵小金井駅北口 10:38

武蔵小金井駅北口 10:44 → 武蔵小金井駅北口 11:02

武蔵小金井駅北口 11:08 → 武蔵小金井駅北口 11:26

武蔵小金井駅北口 11:32 → 武蔵小金井駅北口 11:50

武蔵小金井駅北口 11:58 → 武蔵小金井駅北口 12:16

武蔵小金井駅北口 12:36 → 武蔵小金井駅北口 12:54

武蔵小金井駅北口 14:12 → 武蔵小金井駅北口 14:30

武蔵小金井駅北口 14:44 → 武蔵小金井駅北口 15:02

武蔵小金井駅北口 15:16 → 武蔵小金井駅北口 15:34

起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

武蔵小金井駅北口 10:08 → 武蔵小金井駅北口 10:29

武蔵小金井駅北口 10:36 → 武蔵小金井駅北口 10:57

武蔵小金井駅北口 11:04 → 武蔵小金井駅北口 11:25

武蔵小金井駅北口 11:35 → 武蔵小金井駅北口 11:56

武蔵小金井駅北口 12:42 → 武蔵小金井駅北口 13:06

武蔵小金井駅北口 13:12 → 武蔵小金井駅北口 13:31

武蔵小金井駅北口 14:18 → 武蔵小金井駅北口 14:36

武蔵小金井駅北口 14:48 → 武蔵小金井駅北口 15:06

武蔵小金井駅北口 16:36 → 武蔵小金井駅北口 16:54

武蔵小金井駅北口 17:06 → 武蔵小金井駅北口 17:24

武31
（中大附属高
校）

運行路線
系統（経由）

■小金井営業所　クリスマスバス時刻表　12月19日（土）

系統（経由）
運行路線

武31
（中大附属高
校）

■小金井営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・20日（日）・23日（水祝）



起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

聖蹟桜ヶ丘駅 10:05 → 多摩センター駅 10:25

多摩センター駅 10:45 → 聖蹟桜ヶ丘駅 11:08

聖蹟桜ヶ丘駅 11:30 → 多摩センター駅 11:51

多摩センター駅 12:10 → 聖蹟桜ヶ丘駅 12:33

聖蹟桜ヶ丘駅 13:43 → 国立駅 14:13

国立駅 14:23 → 聖蹟桜ヶ丘駅 14:56

聖蹟桜ヶ丘駅 15:23 → 国立駅 15:56

国立駅 16:06 → 聖蹟桜ヶ丘駅 16:39

起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

聖蹟桜ヶ丘駅 10:10 → 国立駅 10:40

国立駅 10:55 → 聖蹟桜ヶ丘駅 11:28

聖蹟桜ヶ丘駅 11:43 → 国立駅 12:13

国立駅 12:23 → 聖蹟桜ヶ丘駅 12:56

聖蹟桜ヶ丘駅 14:30 → 多摩センター駅 14:53

多摩センター駅 15:10 → 聖蹟桜ヶ丘駅 15:33

聖蹟桜ヶ丘駅 15:50 → 多摩センター駅 16:13

多摩センター駅 16:25 → 聖蹟桜ヶ丘駅 16:48

■桜ヶ丘営業所　クリスマスバス時刻表 No.1　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

系統（経由）
運行路線

国18
（府中西
高校入口）

桜72
（一の宮）

桜72
（一の宮）

国18
（府中西
高校入口）

■桜ヶ丘営業所　クリスマスバス時刻表 No.2　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

系統（経由）
運行路線



起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

多摩センター駅 10:20 → 聖蹟桜ヶ丘駅 10:42

聖蹟桜ヶ丘駅 11:14 → 多摩センター駅 11:36

多摩センター駅 12:20 → 聖蹟桜ヶ丘駅 12:42

聖蹟桜ヶ丘駅 13:14 → 多摩センター駅 13:36

多摩センター駅 15:00 → 聖蹟桜ヶ丘駅 15:22

聖蹟桜ヶ丘駅 15:55 → 多摩センター駅 16:18

起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

南60（だいり
谷戸公園）

南大沢駅 10:35 → 南大沢駅 10:50

京王堀之内駅 11:20 → 京王堀之内駅 11:35

京王堀之内駅 12:00 → 京王堀之内駅 12:15

南大沢駅 14:06 → 南大沢駅 14:21

南大沢駅 14:46 → 南大沢駅 15:01

南大沢駅 15:26 → 南大沢駅 15:41

南大沢駅 16:06 → 南大沢駅 16:21

起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

八王子みなみ野駅 9:58 → 八王子みなみ野駅 10:14

八王子みなみ野駅 10:38 → 八王子みなみ野駅 10:54

八王子みなみ野駅 11:08 → 八王子みなみ野駅 11:24

八王子みなみ野駅 11:40 → 八王子みなみ野駅 11:56

八王子みなみ野駅 13:40 → 八王子みなみ野駅 13:56

八王子みなみ野駅 14:15 → 八王子みなみ野駅 14:31

八王子みなみ野駅 14:50 → 八王子みなみ野駅 15:06

八王子みなみ野駅 15:32 → 八王子みなみ野駅 15:48

八王子みなみ野駅 16:02 → 八王子みなみ野駅 16:18

■南大沢営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

路線（経由）
運行路線

■多摩営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）

み04
（七国）

堀01
（見附ヶ丘）

南60（だいり
谷戸公園）

路線（経由）
運行路線

■八王子営業所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

桜62
（多摩市役所）

路線（経由）
運行路線



起点バス停 発車時刻 経由地 終点バス停 到着時刻

めじろ台駅 9:10 → 八王子駅南口 9:36

八王子駅南口 9:57 → めじろ台駅 10:23

めじろ台駅 10:40 → ゆりのき台 10:52

ゆりのき台 11:03 → めじろ台駅 11:15

ゆりのき台 12:33 → めじろ台駅 12:45

めじろ台駅 12:50 → 八王子駅南口 13:16

八王子駅南口 13:39 → めじろ台駅 14:05

めじろ台駅 14:25 → 八王子駅南口 14:51

八王子駅南口 15:15 → めじろ台駅 15:41

めじろ台駅 15:50 → 八王子駅南口 16:16

八王子駅南口 16:30 → めじろ台駅 16:56

八81
（片倉城址）

八81
（片倉城址）

め82
（和田）

■寺田支所　クリスマスバス時刻表　12月13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水祝）

路線（経由）
運行路線


