
2021年11月1日
10:00現在の情報です

＊運行便については、お客様のご利用を心よりお待ちしております。

予約� ←ご予約はここをクリックしてください。"ハイウェイバスドットコム"に移動します。
★：最近更新の新着情報です。以下は主なトピックです

･新宿・渋⾕〜神⼾・姫路線 年末年始運⾏（12/23〜1/9）
・新宿～伊那飯田線(飯田線)　一部運行再開（11/12～）

・新宿～松本線　一部運行再開（11/16～）

・新宿～塩尻・木曽福島線　運行再開（10/16～）

＊運行中または運行再開とした便も、諸事情により運行計画を変更する場合がございます。 ＊日付は始発地基準です。
【順不同】

通常運行（予定）の路線

新宿～塩尻・木曽福島線

・全便で運休としていましたが、10月16日より全便で運⾏を再開しました。[9/30掲載]

新宿・渋谷～仙台・石巻線
・全便で運休としていましたが、6月25日より全便で運⾏を再開しました。[6/18掲載]

渋谷・二子玉川・たまプラーザ～軽井沢・草津線
・3月8日より全便で運⾏を再開しています。[2/17掲載]

次ページにつづく
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一部便で運行している路線

★ 新宿～松本線
・以下の通り、一部便で運⾏再開いたします。[10/18掲載]

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 バスタ新宿 6:05 5991 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 7:05 5901 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 7:55 5903 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 8:55 5905 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 9:55 5907 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 10:55 5909 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 11:55 5911 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 12:55 5913 松本バスターミナル

11月16日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 13:55 5915 松本バスターミナル
11月16日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 14:55 5917 松本バスターミナル

運休中 バスタ新宿 15:25 5919 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 15:55 5921 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 16:25 5923 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 16:55 5925 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 17:25 5927 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 17:55 5929 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 18:25 5931 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 18:55 5933 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 19:25 5935 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 19:55 5937 松本バスターミナル

11月16日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 20:25 5939 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 21:05 5941 松本バスターミナル
運⾏中 バスタ新宿 21:45 5971 松本バスターミナル
運休中 バスタ新宿 22:25 5993 松本バスターミナル

◆上り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 松本バスターミナル 4:20 5992 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 4:50 5972 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 5:20 5902 バスタ新宿

11月16日 〜 運⾏再開 松本バスターミナル 6:20 5904 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 6:50 5906 バスタ新宿

11月16日 〜 運⾏再開 松本バスターミナル 7:20 5908 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 7:50 5910 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 8:20 5912 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 8:50 5914 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 9:20 5916 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 9:50 5918 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 10:20 5920 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 11:20 5922 バスタ新宿

11月16日 〜 運⾏再開 松本バスターミナル 12:20 5924 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 13:20 5926 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 14:20 5928 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 15:20 5930 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 16:20 5932 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 17:20 5934 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 18:20 5936 バスタ新宿
運⾏中 松本バスターミナル 19:00 5938 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 19:50 5940 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 20:20 5942 バスタ新宿
運休中 松本バスターミナル 21:00 5994 バスタ新宿

新宿～名古屋線

・以下の通り、全便運⾏再開いたします。[3/22掲載]

◆名古屋方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 6:30 9001 名鉄バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 16:10 9003 名鉄バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 22:45 9071 名鉄バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 23:45 9073 名鉄バスセンター

◆新宿方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 名鉄バスセンター 7:10 9002 バスタ新宿
運⾏中 名鉄バスセンター 16:30 9004 バスタ新宿
運⾏中 名鉄バスセンター 22:30 9072 バスタ新宿
運⾏中 名鉄バスセンター 23:10 9074 バスタ新宿

次ページにつづく
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★ 新宿・池袋～長野線
・以下の通り、一部便で運休いたします。[9/7掲載]

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 6:45 6001 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運休中 池袋駅東口 7:30 6101 ⻑野駅
運⾏中 バスタ新宿 7:55 6003 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１

9月13日 〜 運休中 バスタ新宿 8:55 6005 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運⾏中 バスタ新宿 9:55 6007 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運休中 バスタ新宿 10:55 6009 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運⾏中 バスタ新宿 12:45 6011 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運休中 バスタ新宿 14:15 6013 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運休中 池袋駅東口 15:30 6103 ⻑野駅・権堂・柳原・須坂
運⾏中 バスタ新宿 15:45 6015 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運休中 バスタ新宿 16:45 6017 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１
運⾏中 池袋駅東口 17:00 6105 ⻑野駅・権堂・柳原・須坂
運⾏中 バスタ新宿 17:45 6019 ⻑野駅
運⾏中 池袋駅東口 18:30 6107 ⻑野駅・権堂・柳原・須坂
運休中 バスタ新宿 18:45 6021 ⻑野駅
運休中 バスタ新宿 19:45 6023 ⻑野駅
運休中 バスタ新宿 20:45 6025 ⻑野駅
運休中 池袋駅東口 21:40 6109 ⻑野駅
運⾏中 バスタ新宿 21:45 6027 ⻑野駅
運休中 バスタ新宿 23:35 6051 ⻑野駅・善光寺⼤門・ホテル国際２１

◆上り ※⼤門：善光寺⼤門
運 行 状 況 発地(発時刻)➔⻑野駅乗場 ⻑野駅発 便番号 行先・備考等

運休中 ⻑野駅⑨番 4:00 6102 練馬駅・池袋駅東口
運⾏中 ⻑野駅⑦番 4:30 6002 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⻑野駅⑦番 5:30 6004 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⻑野駅⑦番 6:30 6006 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 ⻑野駅⑦番 7:00 6008 練馬駅・バスタ新宿
運休中 柳原(6:25)➔⻑野駅⑨番 7:30 6104 練馬駅・池袋駅東口
運休中 ⻑野駅⑦番 8:00 6010 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 柳原(6:55)➔⻑野駅⑨番 8:30 6106 練馬駅・池袋駅東口
運⾏中 ⻑野駅⑦番 9:00 6012 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⻑野駅⑦番 10:00 6014 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 柳原(9:25)➔⻑野駅⑨番 11:00 6108 練馬駅・池袋駅東口
運休中 ⻑野駅⑦番 12:00 6016 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⻑野駅⑦番 13:00 6018 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 ⼤門(13:40)➔⻑野駅⑦番 14:00 6020 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 ⼤門(14:46)➔⻑野駅⑦番 15:00 6022 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⻑野駅⑨番 15:30 6110 練馬駅・池袋駅東口

9月13日 〜 運休中 ⼤門(15:46)➔⻑野駅⑦番 16:00 6024 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 ⼤門(16:56)➔⻑野駅⑦番 17:10 6026 練馬駅・バスタ新宿
運休中 ⼤門(17:46)➔⻑野駅⑦番 18:00 6028 練馬駅・バスタ新宿
運⾏中 ⼤門(19:16)➔⻑野駅⑦番 19:30 6030 練馬駅・バスタ新宿

新宿～安曇野・白馬線
・以下の通り、4月1日から春ダイヤでの運⾏となります。

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 6:35 5501 信濃⼤町・白馬八方BT ＊特定日運⾏
運⾏中 バスタ新宿 7:35 5503 信濃⼤町・白馬八方BT
運休中 バスタ新宿 9:35 5505 信濃⼤町・白馬八方BT
運⾏中 バスタ新宿 15:05 5509 信濃⼤町・白馬八方BT
運休中 バスタ新宿 18:15 5513 信濃⼤町・白馬八方BT
運⾏中 バスタ新宿 23:05 5551 信濃⼤町・白馬八方BT・栂池高原 ＊特定日運⾏
運⾏中 新宿⻄口(26番乗り場) 23:15 5571 ⼤町温泉郷・扇沢 ＊特定日運⾏

◆上り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 白馬八方BT 7:00 5502 バスタ新宿
運休中 白馬八方BT 9:15 5506 バスタ新宿
運⾏中 白馬八方BT 14:15 5512 バスタ新宿 ＊特定日運⾏
運⾏中 白馬八方BT 15:15 5516 バスタ新宿
運⾏中 扇沢 16:10 5572 バスタ新宿 ＊特定日運⾏
運⾏中 栂池高原 16:10 5552 バスタ新宿 ＊特定日運⾏
運休中 白馬八方BT 17:15 5520 バスタ新宿

次ページにつづく
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新宿～諏訪岡谷線
・以下の通り、一部便で運⾏再開いたします。[3/22掲載]

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 バスタ新宿 7:25 3801 岡谷駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 8:25 3803 岡谷駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 9:25 3805 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 10:25 3851 上諏訪駅  (今井・岡⾕駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 11:25 3807 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 12:25 3809 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 13:25 3853 上諏訪駅  (今井・岡谷駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 14:25 3811 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 15:25 3813 岡谷駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 16:25 3815 岡谷駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 17:15 3817 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 17:45 3861 茅野駅   (諏訪IC前経由)
運⾏中 バスタ新宿 18:25 3819 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 19:05 3855 上諏訪駅  (今井・岡谷駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 19:35 3821 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運休中 バスタ新宿 20:15 3863 茅野駅   (諏訪IC前経由)
運⾏中 バスタ新宿 20:55 3823 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)
運⾏中 バスタ新宿 22:05 3825 岡⾕駅   (諏訪IC前・上諏訪駅経由)

◆上り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 上諏訪駅 4:20 3852 バスタ新宿 (岡谷駅・今井経由)
運⾏中 岡⾕駅 5:30 3802 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 6:20 3804 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 岡⾕駅 7:00 3806 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 茅野駅 7:55 3862 バスタ新宿 (諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 8:10 3808 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 8:40 3872 新宿⻄口  (特急便・上諏訪駅経由)
運休中 茅野駅 9:05 3864 バスタ新宿 (諏訪IC前経由)
運⾏中 岡⾕駅 9:10 3810 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 10:20 3812 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 上諏訪駅 11:40 3854 バスタ新宿 (岡⾕駅・今井経由)
運⾏中 岡⾕駅 13:00 3814 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 13:50 3816 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運休中 岡谷駅 14:30 3818 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 岡⾕駅 15:30 3820 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 上諏訪駅 16:50 3856 バスタ新宿 (岡⾕駅・今井経由)
運⾏中 岡⾕駅 18:00 3822 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)
運⾏中 岡⾕駅 19:00 3824 バスタ新宿 (上諏訪駅・諏訪IC前経由)

新宿～身延線／新宿～中央市・南アルプス市八田線
・以下の通り、一部便を運休いたします。[1/25掲載]

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 7:45 1771 身延(中央市経由)
運⾏中 バスタ新宿 9:45 1701 身延
運⾏中 バスタ新宿 16:25 1703 身延
運⾏中 バスタ新宿 17:45 1705 身延
運休中 バスタ新宿 18:25 1751 南アルプス市・八田
運休中 バスタ新宿 19:15 1707 身延
運休中 バスタ新宿 20:55 1709 身延

◆上り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 身延 5:40 1702 バスタ新宿
運休中 南アルプス市・八田 7:00 1752 バスタ新宿
運⾏中 身延 7:20 1704 バスタ新宿
運休中 身延 9:00 1706 バスタ新宿
運休中 身延 13:00 1708 バスタ新宿
運⾏中 身延 15:00 1772 バスタ新宿(中央市経由)
運⾏中 身延 17:00 1710 バスタ新宿

次ページにつづく
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新宿・渋谷～浜松線

◆下り 浜松方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

バスタ新宿 7:25 4291/101号 浜松駅 ＊特定日運⾏
運⾏中 バスタ新宿 8:45 4201/1号 浜松駅
運⾏中 バスタ新宿 15:25 4203/3号 浜松駅
運⾏中 バスタ新宿 16:45 4205/5号 浜松駅
運⾏中 バスタ新宿 18:05 4207/7号 浜松駅

◆上り 渋⾕・新宿方面
運 行 状 況 発地(発時刻) 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 浜松駅 7:00 4202/2号 渋⾕マークシティ・バスタ新宿
運⾏中 浜松駅 8:00 4204/4号 渋⾕マークシティ・バスタ新宿
運⾏中 浜松駅 10:00 4206/6号 渋⾕マークシティ・バスタ新宿

浜松駅 14:30 4292/102号 渋⾕マークシティ・バスタ新宿 ＊特定日運⾏
運⾏中 浜松駅 16:30 4208/8号 渋⾕マークシティ・バスタ新宿

新宿・渋谷～清水・静岡線
 [3/31掲載]

◆下り 清水・静岡方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 7:15 4301/1号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 バスタ新宿 8:25 4303/3号 静岡駅    (静岡IC系統)
運⾏中 バスタ新宿 9:25 4305/5号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 バスタ新宿 10:25 4307/7号 静岡駅    (南幹線系統、清水駅前経由)
運休中 バスタ新宿 11:25 4309/9号 静岡駅    (静岡IC系統)
運休中 バスタ新宿 13:25 4311/11号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 14:25 4313/13号 静岡駅    (南幹線系統、清水駅前経由)
運⾏中 バスタ新宿 15:25 4315/15号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 15:55 4317/17号 静岡駅    (静岡IC系統)
運⾏中 バスタ新宿 16:25 4319/19号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 バスタ新宿 16:55 4321/21号 静岡駅    (静岡IC系統)
運休中 バスタ新宿 17:25 4323/23号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 17:55 4325/25号 静岡駅    (南幹線系統、清水駅前経由)
運休中 バスタ新宿 18:15 4391/101号 静岡駅    (久能山SIC系統) ＊特定日運行
運休中 バスタ新宿 18:25 4327/27号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 バスタ新宿 19:05 4329/29号 静岡駅    (静岡IC系統)
運休中 バスタ新宿 19:25 4331/31号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 20:05 4333/33号 静岡駅    (静岡IC系統)
運休中 バスタ新宿 20:25 4393/103号 新静岡・静岡駅(久能山SIC系統) ＊特定日運行
運休中 バスタ新宿 21:25 4335/35号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 22:25 4337/37号 新静岡・静岡駅(北街道系統、永楽町経由)
運休中 バスタ新宿 22:55 4339/39号 静岡駅    (南幹線系統、清水駅前経由)

◆上り 渋⾕・新宿方面
運 行 状 況 発地(発時刻) 静岡駅発 便番号 行先・備考等

運休中 新静岡 （6:00） 6:05 4302/2号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運休中 静岡駅 6:35 4304/4号 渋谷・バスタ新宿(南幹線系統、清水駅前経由)
運休中 新静岡 （7:00） 7:05 4306/6号 渋谷・バスタ新宿(静岡IC系統)
運休中 新静岡 （7:30） 7:35 4308/8号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運休中 新静岡 （7:40） 7:45 4392/102号 渋谷・バスタ新宿(久能山SIC系統)＊特定日運行
運⾏中 新静岡 （8:00） 8:05 4310/10号 渋⾕・バスタ新宿(静岡IC系統)
運⾏中 新静岡 （8:20） 8:25 4312/12号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運休中 静岡駅 8:45 4314/14号 渋谷・バスタ新宿(南幹線系統、清水駅前経由)
運⾏中 新静岡 （9:00） 9:05 4316/16号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 新静岡 （9:30） 9:35 4318/18号 渋⾕・バスタ新宿(静岡IC系統)
運休中 新静岡 （10:00） 10:05 4320/20号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運休中 新静岡 （11:00） 11:05 4322/22号 渋谷・バスタ新宿(静岡IC系統)
運休中 新静岡 （11:30） 11:35 4394/104号 バスタ新宿   (久能山SIC系統)＊特定日運行
運休中 新静岡 （12:00） 12:05 4324/24号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 新静岡 （13:00） 13:05 4326/26号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運休中 新静岡 （13:40） 13:45 4328/28号 渋谷・バスタ新宿(静岡IC系統)
運休中 新静岡 （14:30） 14:35 4330/30号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 新静岡 （15:50） 15:55 4332/32号 渋⾕・バスタ新宿(静岡IC系統)
運⾏中 新静岡 （17:00） 17:05 4334/34号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)
運⾏中 静岡駅 18:05 4336/36号 渋⾕・バスタ新宿(南幹線系統、清水駅前経由)
運休中 新静岡 （19:00） 19:05 4338/38号 渋谷・バスタ新宿(静岡IC系統)
運休中 新静岡 （20:00） 20:05 4340/40号 バスタ新宿   (北街道系統、永楽町経由)

新宿・渋谷～三島・沼津線

・以下の通りといたします。[2021/9/7掲載]
◆下り 三島・沼津方面

運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等
9月13日 〜 運休中 バスタ新宿 8:35 4101 沼津駅・富士急沼津営業所(南一色、沼津港経由)

運休中 バスタ新宿 13:45 4103 沼津駅・富士急沼津営業所(南一色経由)
運休中 バスタ新宿 15:45 4151 三島駅・沼津駅・富士急沼津営業所(⻨塚経由)
運休中 バスタ新宿 17:15 4153 三島駅・富士急沼津営業所(南一色経由)＊特定日運行
運休中 バスタ新宿 17:45 4105 沼津駅・富士急沼津営業所(南一色経由)
運休中 バスタ新宿 18:45 4155 三島駅・沼津駅・富士急沼津営業所(⻨塚経由)
運休中 バスタ新宿 19:45 4109 沼津駅・富士急沼津営業所(南一色経由)＊特定日運行
運休中 バスタ新宿 20:45 4111 沼津駅・富士急沼津営業所(南一色経由)

◆上り 渋⾕・新宿方面 ※渋谷：渋谷マークシティ
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 富士急沼津営業所 5:45 4102 渋谷・バスタ新宿(南一色経由) ＊特定日運行
運休中 三島駅南口 7:20 4152 渋谷・バスタ新宿(⻨塚経由)
運休中 沼津駅北口 7:40 4104 渋谷・バスタ新宿(東名裾野経由)
運休中 三島駅南口 8:20 4154 渋谷・バスタ新宿(⻨塚経由)
運休中 三島駅南口 9:20 4156 渋谷・バスタ新宿(南一色経由) ＊特定日運行
運休中 富士急沼津営業所 9:30 4106 渋谷・バスタ新宿(南一色経由)
運休中 富士急沼津営業所 14:15 4110 渋谷・バスタ新宿(沼津港、南一色経由)

9月13日 〜 運休中 富士急沼津営業所 16:30 4112 渋谷・バスタ新宿(南一色経由)

次ページにつづく

7/29~8/29（特定日）運⾏

7/29~8/29（特定日）運⾏

5/10ページ



新宿～甲府線
・以下の通り、一部便を運休いたします。[1/25掲載]

◆下り
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 7:05 1501 甲府駅（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 7:55 1503 甲府駅（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 8:35 1551 甲府駅（甲府南経由）
運⾏中 バスタ新宿 9:25 1505 甲府駅（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 10:05 1507 甲府駅（石和経由）
運休中 バスタ新宿 10:45 1509 甲府駅（石和経由）
運休中 バスタ新宿 11:35 1553 甲府駅（甲府南経由）
運⾏中 バスタ新宿 12:05 1511 甲府駅（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 12:35 1513 甲府駅（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 13:05 1515 甲府駅（石和経由）
運休中 バスタ新宿 13:35 1517 甲府駅（石和経由）
運休中 バスタ新宿 14:05 1555 甲府駅・湯村温泉（甲府南経由）
運休中 バスタ新宿 14:35 1519 甲府駅・湯村温泉（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 15:05 1521 甲府駅・上阿原車庫（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 15:35 1523 甲府駅・湯村温泉（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 16:05 1557 甲府駅（甲府南経由）
運休中 バスタ新宿 16:35 1525 甲府駅・上阿原車庫（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 17:05 1527 甲府駅・⻯王（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 17:35 1529 甲府駅・⻯王（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 18:05 1559 甲府駅・上阿原車庫（甲府南経由）
運⾏中 バスタ新宿 18:35 1531 甲府駅・⻯王（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 19:05 1533 甲府駅・⻯王（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 19:35 1535 甲府駅・上阿原車庫（石和経由）
運⾏中 バスタ新宿 20:05 1561 甲府駅・⻯王（甲府南経由）
運休中 バスタ新宿 20:35 1537 甲府駅・⻯王（石和経由）
運休中 バスタ新宿 21:25 1539 甲府駅・上阿原車庫（石和経由）
運休中 バスタ新宿 22:05 1541 甲府駅（石和経由）

◆上り
運 行 状 況 発地(発時刻) 甲府駅発 便番号 行先・備考等

運休中 上阿原車庫 (4:35) 5:00 1502 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 ⻯王    (5:45) 6:00 1504 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運休中 ⻯王    (6:30) 6:45 1506 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 ⻯王    (7:10) 7:30 1552 バスタ新宿（甲府駅・甲府南IC経由）
運⾏中 上阿原車庫 (7:35) 8:00 1508 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 ⻯王    (8:10) 8:30 1510 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 湯村温泉  (8:45) 9:00 1512 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運休中 湯村温泉  (9:15) 9:30 1554 バスタ新宿（甲府駅・甲府南IC経由）
運⾏中 上阿原車庫 (9:35) 10:00 1514 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 湯村温泉  (10:15) 10:30 1516 バスタ新宿（甲府駅・石和経由）
運⾏中 甲府駅 11:00 1518 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 11:45 1556 バスタ新宿（甲府南IC経由）
運⾏中 甲府駅 12:30 1520 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 13:15 1522 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 14:00 1524 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 14:30 1558 バスタ新宿（甲府南IC経由）
運休中 甲府駅 15:00 1526 バスタ新宿（石和経由）
運休中 甲府駅 15:30 1528 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 16:00 1530 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 16:30 1560 バスタ新宿（甲府南IC経由）
運⾏中 甲府駅 17:00 1532 バスタ新宿（石和経由）
運休中 甲府駅 17:45 1534 バスタ新宿（石和経由）
運休中 甲府駅 18:30 1536 バスタ新宿（石和経由）
運⾏中 甲府駅 19:00 1538 バスタ新宿（石和経由）
運休中 甲府駅 19:30 1562 バスタ新宿（甲府南IC経由）
運⾏中 甲府駅 20:00 1540 バスタ新宿（石和経由）
運休中 甲府駅 20:30 1542 バスタ新宿（石和経由）

次ページにつづく
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★ 新宿～富士五湖線
・以下の通りといたします。9/12〜一部便を運休いたします。[9/7掲載]

＊富士山五合目系統は、9/12より河口湖までの運⾏となります。

◆富士急ハイランド・河口湖・山中湖方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 バスタ新宿 6:05 1371 河口湖駅 ※特急便
運⾏中 バスタ新宿 6:45 1401 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）9/12〜
運⾏中 バスタ新宿 7:15 1101 山中湖 旭日丘
運⾏中 バスタ新宿 7:35 1251 河口湖駅
運⾏中 バスタ新宿 7:45 1121 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 7:55 1403 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）9/12〜
運⾏中 バスタ新宿 8:15 1131 山中湖 旭日丘(忍野八海経由)
運⾏中 バスタ新宿 8:25 1153 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 8:45 1351 河口湖駅 ・本栖湖 9/1〜
運⾏中 バスタ新宿 8:55 1155 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 9:05 1405 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）9/12〜
運⾏中 バスタ新宿 9:15 1103 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 9:25 1157 河口湖駅 ・本栖湖 9/1〜

10月1日 〜 運休 バスタ新宿 9:35 1407 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）
運⾏中 バスタ新宿 9:45 1301 河口湖駅
運休中 バスタ新宿 9:55 1159 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 10:15 1133 山中湖 旭日丘(忍野八海経由)

9月13日 〜 運休中 バスタ新宿 10:35 1409 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）
運⾏中 バスタ新宿 10:45 1123 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 11:15 1105 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 11:45 1353 河口湖駅・富士山駅 ※特急便
運⾏中 バスタ新宿 12:15 1107 山中湖 旭日丘
運休中 バスタ新宿 12:35 1411 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）

10月1日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 12:45 1321 河口湖⾃然⽣活館 10/1〜⾏先変更
運⾏中 バスタ新宿 13:15 1109 山中湖 平野
運休中 バスタ新宿 13:45 1413 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）（土休日のみ）
運⾏中 バスタ新宿 14:15 1111 山中湖 平野

9月12日 〜 運休中 バスタ新宿 14:45 1415 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）
運⾏中 バスタ新宿 15:15 1113 山中湖 平野
運休中 バスタ新宿 15:45 1417 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）（土休日のみ）
運⾏中 バスタ新宿 16:15 1115 山中湖 平野
運休中 バスタ新宿 16:45 1419 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）
運⾏中 バスタ新宿 17:15 1135 山中湖 旭日丘(忍野八海経由)
運休中 バスタ新宿 17:55 1421 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）（土休日のみ）
運⾏中 バスタ新宿 18:15 1117 山中湖 平野
運⾏中 バスタ新宿 19:15 1137 山中湖 旭日丘(忍野八海経由)
運休中 バスタ新宿 19:25 1423 河口湖駅 ・富士山五合目 （◆）
運⾏中 バスタ新宿 20:15 1119 山中湖 旭日丘
運休中 バスタ新宿 20:15 1395 河口湖駅・富士山駅
運休中 バスタ新宿 22:25 1391 富士山駅・河口湖駅 ※特急便
運休中 バスタ新宿 23:25 1393 富士山駅・河口湖駅 ※特急便

◆新宿方面
運 行 状 況 発地(発時刻) 河口湖駅発 便番号 行先・備考等

運⾏中 山中湖 旭日丘(6:25) 7:00 1102 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 旭日丘(7:25) 8:10 1132 バスタ新宿(忍野八海経由)
運⾏中 山中湖 平野 (8:25) 9:10 1104 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 旭日丘(9:25) 10:10 1134 バスタ新宿(忍野八海経由)

9月12日 〜 運休中  富士山五合目(10:00)・河口湖駅 10:50 1402 バスタ新宿       （◆）
運⾏中 山中湖 平野 (10:25) 11:10 1106 バスタ新宿
運休中  富士山五合目(11:00)・河口湖駅 11:50 1404 バスタ新宿       （◆）
運⾏中 山中湖 平野 (11:25) 12:10 1108 バスタ新宿
運休中  富士山五合目(12:00)・河口湖駅 12:50 1406 バスタ新宿       （◆）（土休日のみ）
運⾏中 山中湖 平野 (12:25) 13:10 1110 バスタ新宿
運⾏中  富士山五合目(12:30)・河口湖駅 13:20 1408 バスタ新宿       （◆）9/12〜
運⾏中 山中湖 旭日丘(13:05) 13:40 1122 バスタ新宿
運休中 13:50 1410 バスタ新宿       （◆）
運⾏中 山中湖 平野 (13:25) 14:10 1112 バスタ新宿
運休中 河口湖駅 14:20 1412 バスタ新宿       （◆）
運⾏中  本栖湖(13:40)・河口湖駅 14:40 1352 バスタ新宿 9/1〜
運⾏中  富士山五合目(14:00)・河口湖駅 14:50 1414 バスタ新宿       （◆）9/12〜
運休中 河口湖駅 14:55 1254 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 平野 (14:25) 15:10 1114 バスタ新宿
運⾏中 富士山駅   (15:29) 15:40 1302 バスタ新宿
運休中  富士山五合目(15:00)・河口湖駅 15:50 1416 バスタ新宿       （◆）
運⾏中 河口湖⾃然⽣活館 (15:35) 15:55 1322 バスタ新宿 10/1〜始発バス停変更
運⾏中 山中湖 平野 (15:25) 16:10 1116 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 旭日丘(16:05) 16:40 1124 バスタ新宿

9月13日 〜 運休中  富士山五合目(16:00)・河口湖駅 16:50 1418 バスタ新宿       （◆）
運⾏中  本栖湖(16:17)・河口湖駅 16:55 1156 バスタ新宿 9/1〜
運⾏中 山中湖 旭日丘(16:25) 17:10 1136 バスタ新宿(忍野八海経由)
運⾏中 山中湖 平野 (16:40) 17:25 1158 バスタ新宿
運⾏中 富士山駅   (17:29) 17:40 1354 バスタ新宿 ※特急便
運⾏中  富士山五合目(17:00)・河口湖駅 17:50 1420 バスタ新宿       （◆）9/12〜
運⾏中 富士山駅   (17:59) 18:10 1118 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 平野 (17:40) 18:25 1160 バスタ新宿
運⾏中 富士山駅   (18:29) 18:40 1304 バスタ新宿
運⾏中 山中湖 旭日丘(18:25) 19:10 1138 バスタ新宿(忍野八海経由)
運⾏中 山中湖 旭日丘(19:40) 20:15 1120 バスタ新宿

次ページにつづく
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★ 新宿～伊那飯田線(飯田線)
・以下の通り、一部便で運⾏再開いたします。[11/1掲載]

◆下り 飯田方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 バスタ新宿 6:55 3701 飯田
運休中 バスタ新宿 8:05 3703 飯田
運⾏中 バスタ新宿 9:05 3705 飯田
運休中 バスタ新宿 10:05 3707 飯田
運⾏中 バスタ新宿 11:05 3709 飯田
運休中 バスタ新宿 12:05 3711 飯田

11月12日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 13:05 3713 飯田
運休中 バスタ新宿 14:05 3715 飯田
運⾏中 バスタ新宿 15:05 3717 飯田
運⾏中 バスタ新宿 16:05 3719 飯田
運⾏中 バスタ新宿 16:45 3721 飯田
運休中 バスタ新宿 17:25 3723 飯田
運⾏中 バスタ新宿 18:05 3725 飯田

11月12日 〜 運⾏再開 バスタ新宿 18:45 3727 飯田
運⾏中 バスタ新宿 19:25 3729 飯田
運休中 バスタ新宿 20:05 3731 飯田
運休中 バスタ新宿 21:05 3733 飯田

◆上り 新宿方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 飯田（飯田商工会館） 4:26 3702 バスタ新宿
11月12日 〜 運⾏再開 飯田（飯田商工会館） 4:54 3704 バスタ新宿

運⾏中 飯田（飯田商工会館） 5:54 3706 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 6:54 3708 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 7:24 3710 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 7:54 3712 バスタ新宿

11月12日 〜 運⾏再開 飯田（飯田商工会館） 8:54 3714 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 9:54 3716 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 10:54 3718 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 11:54 3720 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 12:54 3722 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 13:54 3724 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 14:54 3726 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 15:54 3728 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 16:54 3730 バスタ新宿
運⾏中 飯田（飯田商工会館） 17:54 3732 バスタ新宿
運休中 飯田（飯田商工会館） 18:54 3734 バスタ新宿

新宿～伊那飯田線(伊那線)
・以下の通り、一部便で運休いたします。[1/15掲載]

◆下り 駒ヶ根方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 バスタ新宿 6:45 3601 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 7:35 3603 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 8:35 3605 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 9:35 3607 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 10:35 3609 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 11:35 3611 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 12:35 3613 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 13:35 3615 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 14:35 3617 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 15:35 3619 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 16:35 3621 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 17:35 3623 伊那バス駒ヶ根車庫
運⾏中 バスタ新宿 18:35 3625 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 19:35 3627 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 20:35 3629 伊那バス駒ヶ根車庫
運休中 バスタ新宿 21:35 3631 伊那バス駒ヶ根車庫

◆上り 新宿方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 4:22 3602 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 4:52 3604 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 5:52 3606 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 6:52 3608 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 7:52 3610 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 8:52 3612 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 9:52 3614 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 10:52 3616 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 11:52 3618 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 12:52 3620 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 13:52 3622 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 14:52 3624 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 15:52 3626 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 16:52 3628 バスタ新宿
運休中 伊那バス駒ヶ根車庫 17:52 3630 バスタ新宿
運⾏中 伊那バス駒ヶ根車庫 18:52 3632 バスタ新宿

次ページにつづく
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渋谷～河口湖線
・3/1から一部便で運⾏を再開しています。[2/17掲載]

◆富士急ハイランド・河口湖方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運⾏中 渋⾕駅(マークシティ) 6:45 2001 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 7:00 2035 河口湖駅
運⾏中 渋⾕駅(マークシティ) 7:30 2031 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 8:30 2033 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 10:30 2003 河口湖駅
運⾏中 渋⾕駅(マークシティ) 12:30 2005 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 13:30 2009 河口湖駅
運⾏中 渋⾕駅(マークシティ) 14:20 2011 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 15:00 2007 河口湖駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 16:30 2051 河口湖駅・富士山駅
運休中 渋谷駅(マークシティ) 18:00 2053 河口湖駅・富士山駅
運⾏中 渋⾕駅(マークシティ) 19:15 2055 河口湖駅・富士山駅

◆渋⾕方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 富士山駅 5:49 2052 渋谷駅(マークシティ)
運休中 富士山駅 7:49 2054 渋谷駅(マークシティ)
運⾏中 富士山駅 9:55 2056 渋⾕駅(マークシティ)
運休中 河口湖駅 11:35 2002 渋谷駅(マークシティ)
運休中 河口湖駅 12:15 2008 渋谷駅(マークシティ)
運⾏中 河口湖駅 13:00 2004 渋⾕駅(マークシティ)
運休中 河口湖駅 14:15 2006 渋谷駅(マークシティ)
運休中 河口湖駅 16:00 2032 二子玉川・渋谷駅(マークシティ)
運⾏中 河口湖駅 17:20 2034 二子玉川・渋⾕駅(マークシティ)
運⾏中 河口湖駅 17:50 2038 二子玉川・渋⾕駅(マークシティ)
運⾏中 河口湖駅 18:20 2040 二子玉川・渋⾕駅(マークシティ)
運休中 河口湖駅 19:00 2036 二子玉川・渋谷駅(マークシティ)

★ 新宿～飛驒高山線
・以下の通り、一部便で運休いたします。[5/26掲載]

※古川駅前⾏きの7003便と7009便は、高山濃飛バスセンターまでの運⾏となっております。
◆平湯温泉・飛驒高山・古川方面

運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等
運⾏中 バスタ新宿 7:05 7001 高山濃飛バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 8:15 7003 高山濃飛バスセンター・古川駅前(飛驒古川)
運休中 バスタ新宿 9:15 7005 高山濃飛バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 11:05 7007 高山濃飛バスセンター
運⾏中 バスタ新宿 14:35 7009 高山濃飛バスセンター・古川駅前(飛驒古川)
運休中 バスタ新宿 17:05 7011 高山濃飛バスセンター
運⾏中 新宿駅⻄口 18:15 7021 高山濃飛バスセンター ＊7/22〜8/22
運⾏中 バスタ新宿 22:55 7071 高山濃飛バスセンター ＊4/9〜11/6（予定）

◆新宿方面
運 行 状 況 発地(発時刻) 高山発 便番号 行先・備考等

運⾏中 高山濃飛バスセンター 6:30 7002 バスタ新宿
運⾏中 高山濃飛バスセンター 8:00 7004 バスタ新宿
運休中 高山濃飛バスセンター 10:30 7006 バスタ新宿
運⾏中 高山濃飛バスセンター 13:30 7008 バスタ新宿
運⾏中 高山濃飛バスセンター 15:00 7010 バスタ新宿
運休中 古川駅前(15:25) 16:00 7012 バスタ新宿
運⾏中 高山濃飛バスセンター 17:00 7072 バスタ新宿      ＊4/10〜11/7（予定）
運⾏中 高山濃飛バスセンター 23:00 7020 新宿駅⻄口      ＊7/21〜8/21

調布駅～東京ディズニーリゾート®線

3月23日掲載【運⾏日にご注意ください】

◆下り 東京ディズニーリゾート®方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 調布駅北口 6:10 8401 東京ディズニーランド®・パーク
運休中 調布駅北口 6:55 8403 東京ディズニーランド®・パーク
運⾏中 調布駅北口 7:20 8405※ 東京ディズニーランド®・パーク
運⾏中 調布駅北口 9:00 8407※ 東京ディズニーランド®・パーク
運休中 調布駅北口 15:20 8409 東京ディズニーランド®・パーク

◆上り 調布駅方面
運 行 状 況 発地 発時 便番号 行先・備考等

運休中 東京ディズニーシー®・パーク 16:30 8402 調布駅北口
運⾏中 東京ディズニーシー®・パーク 18:40 8404 調布駅北口 （10/7までは17:30発）
運⾏中 東京ディズニーシー®・パーク 19:20 8410 調布駅北口
運休中 東京ディズニーシー®・パーク 21:40 8408 調布駅北口

次ページにつづく
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渋谷～袖ケ浦・木更津線／渋谷～三井アウトレットパーク木更津線（先着定員制）

・以下の通り、1/18から一部便で運休いたします。[1/12掲載]
◆袖ケ浦・木更津方面 ※ダイヤの" ー "は毎日運行ダイヤを示しています。

運 行 状 況 発地 発時 ダイヤ 行先・備考等
運休中 渋谷駅（マークシティ） 6:10 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 6:40 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 7:20 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 8:35 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 9:15 平日のみ 三井アウトレットパーク⽊更津
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 9:40 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 10:00 ー 三井アウトレットパーク木更津
運休中 渋谷駅（マークシティ） 10:35 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 12:20 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 13:15 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 14:05 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 15:10 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 15:45 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 17:10 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 17:45 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 18:20 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 18:50 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 19:20 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 19:50 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 運休中 20:15 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運⾏中 渋⾕駅（マークシティ） 21:00 ー 袖ケ浦BT・木更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 21:30 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 22:10 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 22:30 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口
運休中 渋谷駅（マークシティ） 23:00 ー 袖ケ浦BT・⽊更津駅⻄口

◆渋⾕方面
運 行 状 況 発地 発時 ダイヤ 行先・備考等

運⾏中 木更津駅⻄口 6:35 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 7:05 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 7:20 平日のみ 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 7:40 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 8:00 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 8:35 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 9:00 土休日のみ 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 9:15 平日のみ 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 9:40 土休日のみ 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 10:20 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 11:30 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 12:30 ー 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 13:00 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 13:50 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 15:00 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 16:00 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 三井アウトレットパーク⽊更津 16:35 平日のみ 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 17:00 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 三井アウトレットパーク木更津 17:40 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 18:50 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 19:30 ー 渋谷駅（マークシティ）
運⾏中 木更津駅⻄口 20:20 ー 渋⾕駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 20:50 ー 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 21:20 ー 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 22:00 ー 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 22:25 ー 渋谷駅（マークシティ）
運休中 ⽊更津駅⻄口 22:50 ー 渋谷駅（マークシティ）

新宿・渋谷～神戸・姫路線

11月12日掲載【期間限定で運⾏いたします。運⾏日にご注意ください】
�姫路方面

運 行 状 況 発地 発時 ダイヤ 行先・備考等
12/23〜1/9 運⾏再開 バスタ新宿 22:30 ー 姫路駅 12/31,1/1は運⾏いたしません

�新宿方面
運 行 状 況 発地 発時 ダイヤ 行先・備考等

12/23〜1/9 運⾏再開 姫路駅 21:30 ー バスタ新宿 12/31,1/1は運⾏いたしません

すべての便で運休している路線

立川～飯田線
・2020年4月19日〜当面の間 全区間・全便で運休といたします。

池袋・新宿・渋谷～大阪梅田・USJ線
・2020年4月13日〜当面の間 全便で運休といたします。

以下余白
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