Toei Bus Timetable

Meaning of symbol
2014/4/7

№

Route Number

1

ＲＨ０１ (A-RUEICHI-ZEROICHI)

2

市０１ (ICHI-ZEROICHI)

Meaning of symbol（Japanese）

Meaning of symbol（English）

【コ】 国立がんセンター行

KOKURITSUGANKENKYUUSENTA-MAE

【シ】 築地市場行

TSUKIJI-CHUO-SHIJO

【セ】 築地市場正門前行

TSUKIJISHIJOUSEIMONMAE

市休

Extra day：Market Closed

3

海０１ (UMI-ZEROICHI)

【ア】 有明一丁目行

ARIAKE-ITCHOME

4

梅０１ (UME-ZEROICHI)

【キ】 玉堂美術館循環

GYOKUDOUBIJUTSUKANN（CIRCULAR BUS）

5

Ｓ－１ (ESU-ICHI)

【ト】 東京駅丸の内北口行

TOKYO-EKI-MARUNOUCHI-KITAGUCHI

6

ＦＬ０１ (EFUERU-ZEROICHI)

7

ＡＬ０１ (E-ERU-ZEROICHI)

8

学０１ (GAKU-ZEROICHI)

9

江東０１ (KOUTOU-ZEROICHI)

10

深夜０１ (SHINNYA-ZEROICHI)

【★】 平日の金曜のみ運行

operates Friday on weekdays only

【★】 六本木駅前行（平日の金曜のみ運行）

ROPPNGI-EKI-MAE（operates Friday on weekdays only）

【 】 終夜バスは、その他時刻表

All-night route：Refer to other timetable

11

ＣＨ０１ (SHI-EICHI-ZEROICHI)

【●】 京王バス運行

operated by Keio Bus

12

直行０１ (CHOKKOU-ZEROICHI)

【＃】 直行八潮パークタウン行

express bus for YASHIO PARK TOWN

13

都０１ (TO-ZEROICHI)

【ア】 赤坂アークヒルズ行

AKASAKA-ARK-HILLS

【キ】 新橋駅北口行

SHIMBASHI-EKI-KITAGUCHI

【タ】 溜池行

TAMEIKE

【ナ】 南青山七丁目行

MINAMI-AOYAMA-NANACHOMME

【ヒ】 六本木ヒルズ行

ROPPONGI-HILLS

【サ】 キャナルコート３街区前行

KYANARUKO-TOSANGAIKUMAE

【ヨ】 キャナルコート４街区前行

KYANARUKO-TOYONGAIKUMAE

【テ】 テレコムセンターには行きません

not stop at TELECOM CENTER-EKI-MAE

【シ】 大塚車庫前行

OTSUKA-SHAKO-MAE

【ト】 東京ドームシティ行

TOKYO-DOME-CITY

【ヒ】 一ツ橋行

HITOTSUBASHI

【ア】 有明一丁目行

ARIAKE-ITCHOME

【ト】 豊洲駅前行

TOYOSU-EKI-MAE

【ヒ】 東京ビッグサイト行

TOKYO-BIG SIGHT

【フ】 深川車庫前行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE

【ハ】 晴海埠頭行

HARUMI-FUTO

【ア】 赤羽橋駅前行

AKABANEBASHI-EKI-MAE

【ヤ】 八潮公園前行

YASHIO-KOEN-MAE

【＊】 一般の普通運賃です

Regular Fare

14

豊洲０１ (TOYOSU-ZEROICHI)

15

波０１ (NAMI-ZEROICHI)

16

波０１出入 (NAMI-ZEROICHI-SHUTSUNYUU)

17

学０２ (GAKU-ZERONI)

18

深夜０２ (SHINNYA-ZERONI)

19

都０２ (TO-ZERONI)

20

都０２乙 (TO-ZERONI-OTSU)

21

学０３ (GAKU-ZEROSANN)

22

深夜０３ (SHINNYA-ZEROSANN)

23

都０３ (TO-ZEROSANN)

24

都０４ (TO-ZEROYONN)

25

学０５ (GAKU-ZEROGO)

26

急行０５ (KYUUKOU-ZEROGO)

27

都０５ (TO-ZEROGO)

28

都０５出入 (TO-ZEROGO)

29

学０６ (GAKU-ZEROROKU)

30

急行０６ (KYUUKOU-ZEROROKU)

31

都０６ (TO-ZEROROKU)

32

学０７ (GAKU-ZERONANA)

33

深夜０７ (SHINNYA-ZERONANA)

34

都０７ (TO-ZERONANA)

【ト】 東陽町駅前行

TOYOCHO-EKI-MAE

35

都０８ (TO-ZEROHACHI)

【シ】 下谷警察署前行

SHITAYA-KEISATSUSHO-MAE

36

都０８急行 (TO-ZEROHACHI-KYUUKOU)

37

深夜１０ (SHINNYA-JUU)

【♯】 臨海町二丁目団地行

RINKAICHO-NICHOME-DANCHI-MAE

38

業１０ (NARI-JUU)

【キ】 木場駅前行

KIBA-EKI-MAE

【フ】 深川車庫前行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE

【ロ】 銀座六丁目経由新橋行

SHIMBASHI via GINZA-ROKUCHOME

【シ】 新橋行

SHIMBASHI

【ミ】 東雲都橋経由深川車庫行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE via SHINONOME-MIYAKOBASHI

39

業１０出入 (NARI-JUU)

40

木１１乙 (KI-JUUICHI-OTSU)

41

木１１甲 (KI-JUUICHI)

【ロ】 銀座六丁目経由新橋行

SHIMBASHI via GINZA-ROKUCHOME

【キ】 木場駅前行

KIBA-EKI-MAE

【シ】 新木場駅前行

SHINKIBAEKIMAE

【ワ】 若洲キャンプ場前行

WAKASU-CAMP JO-MAE

42

深夜１１ (SHINNYA-JUUICHI)

43

錦１１ (NISHIKI-JUUICHI)

【キ】 錦糸町駅前行

KINSHICHO-EKI-MAE

44

錦１３ (NISHIKI-JUUSANN)

【イ】 IHI前行

IHI-MAE

【ト】 豊洲駅前行

TOYOSU-EKI-MAE

【ト】 東陽町駅前行

TOYOCHO-EKI-MAE

【フ】 深川車庫前行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE

【イ】 IHI前行

IHI-MAE

【ト】 豊洲駅前行

TOYOSU-EKI-MAE

【ト】 東陽町駅前行

TOYOCHO-EKI-MAE

【フ】 深川車庫前行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE

45

錦１３折返 (NISHIKI-JUUSANN-ORIKAESHI)

46

錦１３出入 (NISHIKI-JUUSANN)

47

東１５ (HIGASHI-JUUGO)

【＊】 辰巳駅前経由

via TATSUMI-EKI-MAE

48

東１６ (HIGASHI-JUUROKU)

【ア】 有明一丁目行

ARIAKE-ITCHOME

【ツ】 住友ツインビル前行

SUMITOMO-TWIN BLDG-MAE

【ト】 豊洲駅前行

TOYOSU-EKI-MAE

【＃】 深川車庫前行

FUKAGAWA-SHAKO-MAE

【※】 塩浜一丁目経由

via SHIOHAMA-ITCHOME

【ヒ】 東京ビッグサイト行

TOKYO-BIG SIGHT

【キ】 新小岩駅北口行（京成タウンバス）

SHIN-KOIWA-EKI-KITAGUCHI（operated by Keisei Town Bus）

【ケ】 京成タウンバス

operated by Keisei Town Bus

【サ】 東新小岩三丁目行（京成タウンバス）

HIGASHI-SHINKOIWA-SANCHOME（operated by Keisei Town Bus）

【リ】 臨海車庫前行

RINKAI-SHAKO-MAE

【モ】 門前仲町行

MONZEN-NAKACHO

【コ】 コーシャハイム南葛西行

KOSHA HEIM-MINAMI-KASAI

49

錦１８ (NISHIKI-JUUHACHI)

50

門１９ (MONN-JUUKYUU)

51

新小２０ (SHINNKO-NIJUU)

52

西葛２０乙 (NISHIKATSU-NIJUU)

53

西葛２０甲 (NISHIKATSU-NIJUU)

54

東２０ (HIGASHI-NIJUU)

55

陽２０ (YOU-NIJUU)

56

葛西２１ (KASAI-NIJUUICHI)

57

亀２１ (KAME-NIJUUICHI)

58

新小２１ (SHINNKO-NIJUUICHI)

【フ】 船堀駅前行

FUNABORI-EKI-MAE

59

門２１ (MONN-NIJUUICHI)

【ト】 東陽町駅前行

TOYOCHO-EKI-MAE

60

葛西２２ (KASAI-NIJUUNI)

61

葛西２２出入 (KASAI-NIJUUNI-SHUTSUNYUU)

【カ】 葛西駅前行

KASAI-EKI-MAE

62

里２２ (SATO-NIJUUNI)

【シ】 南千住車庫前行

MINAMI-SENJU-SHAKO-MAE

【ハ】 橋場二丁目行

HASHIBA-NICHOME

【イ】 一之江駅前行

ICHINOE-EKI-MAE

【フ】 船堀駅前行

FUNABORI-EKI-MAE

【キ】 東京駅丸の内北口行

TOKYO-EKI-MARUNOUCHI-KITAGUCHI

【●】 押上三丁目経由・上野松坂屋行

UENO-MATSUZAKAYA-MAE via OSHIAGE-SANCHOME

【●】 押上三丁目経由・平井駅前行

HIRAI-EKI-MAE via OSHIAGE-SANCHOME

【シ】 青戸車庫前行

AOTO-SHAKO-MAE

【ス】 東墨田二丁目行

HIGASHI-SUMIDA-NICHOME

【ヒ】 平井操車所行

HIRAISOSYAJO

【●】 押上三丁目経由・上野松坂屋行

UENO-MATSUZAKAYA-MAE via OSHIAGE-SANCHOME

【シ】 青戸車庫前行

AOTO-SHAKO-MAE

63

新小２２ (SHINNKO-NIJUUNI)

64

錦２２ (NISHIKI-NIJUUNI)

65

東２２ (HIGASHI-NIJUUNI)

66

臨海２２ (RINNKAI-NIJUUNI)

67

上２３ (UE-NIJUUSANN)

68

上２３出入 (UE-NIJUUSANN)

69

亀２３ (KAME-NIJUUSANN)

【ミ】 南砂町駅前行

MINAMISUNA-MACHI-EKI-MAE

70

平２３ (HIRA-NIJUUSANN)

【マ】 松江行

MATSUE

71

葛西２４ (KASAI-NIJUUYONN)

【カ】 葛西駅前行

KASAI-EKI-MAE

72

亀２４ (KAME-NIJUUYONN)

【シ】 江戸川車庫前行

EDOGAWA-SYAKO-MAE

73

草２４ (KUSA-NIJUUYONN)

【※】 交通規制のため亀戸四丁目は通過

not stop at KAMEIDO-YONCHOME for traffic regulation

【カ】 亀戸駅前行

KAMEIDO-EKI-MAE

【ケ】 京葉交差点行

KEIYO-KOSATEN

【コ】 東小松川車庫前行

HIGASHI-KOMATSUGAWA-SHAKO-MAE

【フ】 船堀駅前行

FUNABORI-EKI-MAE

74

75

錦２５ (NISHIKI-NIJUUGO)

錦２５出入 (NISHIKI-NIJUUGO)

76

秋２６ (AKI-NIJUUROKU)

77

上２６ (UE-NIJUUROKU)

【※】 交通規制のため、亀戸四丁目は通過

not stop at KAMEIDO-YONCHOME for traffic regulation

【＃】 スカイツリー駅行 亀戸四丁目は通過

TOUKYOUSUKAITSURI-EKIMAE not stop at KAMEIDO-YONCHOME

【ス】 とうきょうスカイツリー駅行

TOUKYOUSUKAITSURI-EKIMAE

【ス】 隅田公園行

SUMIDA-KOEN

78

亀２６ (KAME-NIJUUROKU)

79

西葛２６ (NISHIKATSU-NIJUUROKU)

【ニ】 西葛西駅前行

NISHI-KASAI-EKI-MAE

80

西葛２７ (NISHIKATSU-NIJUUNANA)

【サ】 葛西水再生センター経由

via KASAI-MIZUSAISE-CENTER-MAE

【＃】 西葛西駅前(新田住宅循環)行

NISHI-KASAI-EKI-MAE（SHINDEN-JUTAKU CIRCULAR BUS）

【＄】 葛西市場経由せず

not stop at CHUUOUOROSHIURISHIJOUKASAISHIJOU

【キ】 錦糸町駅前行

KINSHICHO-EKI-MAE

【カ】 亀戸駅前行

KAMEIDO-EKI-MAE

【シ】 臨海車庫行

RINKAI-SHAKO-MAE

【タ】 第六葛西小学校行

DAIROKU-KASAI-SHOGAKKOMAE

【イ】 一之江駅前行

ICHINOE-EKI-MAE

【カ】 葛西駅前行

KASAI-EKI-MAE

【カ】 葛西駅通り行

KASAI-EKI-DORI

【ニ】 西葛西駅前行

NISHI-KASAI-EKI-MAE

【※】 東京臨海病院発

start from TOKYO-RINKAI-BYOIN

【イ】 一之江駅前行

ICHINOE-EKI-MAE

【ト】 東京臨海病院前行

TOKYO-RINKAI-BYOIN

【ヨ】 新四ツ木橋行

SHIN-YOTSUGIBASHI

【ウ】 上野松坂屋前行

UENO-MATSUZAKAYA-MAE

【シ】 青戸車庫前行

AOTO-SHAKO-MAE

【シ】 北車庫行

KITA-SHAKO-MAE

【ト】 豊島五丁目団地行

TOSHIMA-GOCHOME-DANCHI

【イ】 池袋駅東口行

IKEBUKURO-EKI-HIGASHIGUCHI

【オ】 王子駅前行

OJI-EKI-MAE

【ニ】 新田二丁目行

SHINDEN-NICHOME

【ア】 東武浅草駅前行

TOBU-ASAKUSA-EKI-MAE

【シ】 南千住車庫前行

MINAMI-SENJU-SHAKO-MAE

【ト】 東京駅八重洲口行

TOKYO-EKI-YAESUGUCHI

【シ】 千住車庫前行

SENJU-SHAKO-MAE

【ミ】 三ノ輪駅前行

MINOWA-EKI-MAE

【コ】 駒込病院行

KOMAGOME-BYOIN-MAE

【タ】 田端駅前行

TABATA-EKI-MAE

【Ｋ】 江北駅前行

KOHOKU-EKI-MAE

【シ】 南千住車庫前行

MINAMI-SENJU-SHAKO-MAE

【●】 南千住車庫前始発

start from MINAMI-SENJU-SHAKO-MAE

【●】 南千住車庫前行

MINAMI-SENJU-SHAKO-MAE

【ク】 足立区役所行

ADACHI-KUYAKUSHO

【シ】 千住車庫前行

SENJU-SHAKO-MAE

【タ】 竹の塚駅前行

TAKENOZUKA-EKI-MAE

【カ】 加賀団地行

KAGADANCHI

【ロ】 江北六丁目団地行

KOHOKU-ROKUCHOME-DANCHI-MAE

【＃】 加賀 行

KAGA

【カ】 上沼田団地行

KAMI-NUMATA-DANCHI

【ク】 足立区役所行

ADACHI-KUYAKUSHO

81

錦２７ (NISHIKI-NIJUUNANA)

82

錦２７－２ (NISHIKI-NIJUUNANA-OTSU)

83

錦２８ (NISHIKI-NIJUUHACHI)

84

平２８ (HIRA-NIJUUHACHI)

85

船２８ (FUNE-NIJUUHACHI)

86

両２８ (RYOU-NIJUUHACHI)

87

88

89

臨海２８ (RINNKAI-NIJUUHACHI-KOU)

亀２９ (KAME-NIJUUKYUU)

新小２９ (SHINNKO-NIJUUKYUU)

90

門３３ (MONN-SANNJUUSANN)

91

錦３７ (NISHIKI-SANNJUUNANA)

92

墨３８ (SUMI-SANNJUUHACHI)

93

草３９ (KUSA-SANNJUUKYUU)

94

95

王４０甲 (OU-YONNJUU)

王４０出入 (OU-YONNJUU)

96

王４０丙 (OU-YONNJUU-HEI)

97

王４１ (OU-YONNJUUICHI)

98

草４１ (KUSA-YONNJUUICHI)

99

東４２乙 (HIGASHI-YONNJUUNI-OTSU)

100

東４２甲 (HIGASHI-YONNJUUNI-KOU)

101

102

草４３ (KUSA-YONNJUUSANN)

東４３ (HIGASHI-YONNJUUSANN)

103

端４４ (BATA-YONNJUUYONN)

104

王４５ (OU-YONNJUUGO)

105

上４６ (UE-YONNJUUROKU)

106

107

北４７ (KITA-YONNJUUNANA)

里４８ (SATO-YONNJUUHACHI)

108

里４８出入 (SATO-YONNJUUHACHI-SHUTSUNYUU)

109

南千４８ (NANNSENN-YONNJUUHACHI)

110

王４９ (OU-YONNJUUKYUU)

【ハ】 ハートアイランド廻り王子駅前行

OJI-EKI-MAE via HEART-ISLAND

【＃】 ハートアイランド廻り足立区役所行

ADACHI-KUYAKUSHO via HEART-ISLAND

111

茶５１ (CHA-GOJUUICHI)

【オ】 御茶ノ水駅前行

OCHANOMIZU-EKI-MAE

112

王５５ (OU-GOJUUGO)

【オ】 王子駅前行

OJI-EKI-MAE

【＃】 ハートアイランド循環

HEART-ISLAND（CIRCULAR BUS）

【ニ】 新田二丁目行

SHINDEN-NICHOME

【オ】 王子駅前行

OJI-EKI-MAE

【シ】 北車庫前行

KITA-SHAKO-MAE

【イ】 池袋駅東口行

IKEBUKURO-EKI-HIGASHIGUCHI

【オ】 大塚駅前行

OTSUKA-EKI-MAE

【チ】 ホテル椿山荘東京行

HOTEL-CHINZANSO-TOKYO

【ネ】 練馬駅行

NERIMA-EKI

【メ】 目白駅前行

MEJIRO-EKI-MAE

【ヤ】 山吹町行

YAMABUKICHO

【＊】 学０５系統運休日には運行いたしません。

Weekday,Saturday Only（School day Only,identically 学05）

113

王５７ (OU-GOJUUNANA)

114

上５８ (UE-GOJUUHACHI)

115

上６０ (UE-ROKUJUU)

116

117

白６１ (SHIRO-ROKUJUUICHI)

飯６２ (II-ROKUJUUNI)

118

－

119

草６３ (KUSA-ROKUJUUSANN)

120

橋６３ (HASHI-ROKUJUUSANN)

121

飯６４ (II-ROKUJUUYONN)

－

－

【ス】 巣鴨駅前行

SUGAMO-EKI-MAE

【ト】 とげぬき地蔵前行

TOGENUKI-JIZO-MAE

【イ】 国立国際医療センター前行

KOKURITSUKOKUSAIIRYOUKENKYUUSENTA-MAE

【タ】 高田馬場駅前行

TAKADANOBABA-EKI-MAE

【ワ】 早稲田行

WASEDA

122

草６４ (KUSA-ROKUJUUYONN)

【ト】 とげぬき地蔵前行

TOGENUKI-JIZO-MAE

123

池６５ (IKE-ROKUJUUGO)

【シ】 練馬車庫前行

NERIMA-SHAKO-MAE

124

渋６６ (SHIBU-ROKUJUUROKU)

【●】 京王バス

operated by Keio Bus

【ス】 杉並車庫前行（都営バス）

SUGINAMISHAKO-MAE（operated by Toei Bus）

【ハ】 方南八幡通り行（京王バス）

HONAN-HACHIMAN-DORI（operated by Keio Bus）

【ホ】 方南町行（京王バス）

HONANCHO（operated by Keio Bus）

【ワ】 和田堀橋行（都営バス）

WADABORIBASHI（operated by Toei Bus）

【コ】 小平駅前行

KODAIRA-EKI-MAE

【ハ】 箱根ヶ崎駅前行

HAKONEGASAKI EKIMAE

【ヒ】 東大和市駅前行

HIGASHI-YAMATO-SHI-EKI-MAE

【ヤ】 大和操車所行

YAMATO-SOUSHAJO-MAE

【ウ】 裏宿町行

URAJUKUCHO

【オ】 青梅駅前行

OME-EKI-MAE

【オ】 小曽木回り（成木循環）

NARIKI(CIRCULAR BUS,toward OSOKI)

【ト】 トンネル回り（成木循環）

NARIKI(CIRCULAR BUS,toward tunnel)

【＃】 河辺駅北口行

KABE-EKI-KITAGUCHI

【イ】 岩井堂行

IWAIDOU

【オ】 青梅駅前行

OME-EKI-MAE

【オ】 小曽木回り（成木循環）

NARIKI(CIRCULAR BUS,toward OSOKI)

【シ】 青梅車庫前行

OME-SHAKO-MAE

【ト】 トンネル回り（成木循環）

NARIKI(CIRCULAR BUS,toward tunnel)

【ト】 東京女子医大前行

TOKYO-JOSHI-IDAI-MAE

【キ】 北小曽木経由上成木

KAMI-NARIKI via KITA-OSOKI

【ヘ】 北小曽木経由河辺駅北口行

KABE-EKI-KITAGUCHII via KITA-OSOKI

【ウ】 裏宿町行

URAJUKUCHO

【エ】 北小曽木経由青梅駅前行

OME-EKI-MAE via KITA-OSOKI

【オ】 青梅駅前行

OME-EKI-MAE

【キ】 北小曽木経由上成木

KAMI-NARIKI via KITA-OSOKI

【コ】 北小曽木経由青梅車庫前行

OME-SHAKO-MAE via KITA-OSOKI

【シ】 青梅車庫前行

OME-SHAKO-MAE

【ラ】 北小曽木経由裏宿町行

URAJUKUCHO via KITA-OSOKI

【ウ】 駒木町循環（内回り）

KOMAKICHO(CIRCULAR BUS,Inner Loop)

125

上６９ (UE-ROKUJUUKYUU)

126

梅７０ (UME-NANAJUU)

127

高７１ (TAKA-NANAJUUICHI)

128

梅７４乙 (UME-NANAJUUYONN-OTSU)

129

梅７４甲 (UME-NANAJUUYONN-KOU)

130

宿７４ (SHUKU-NANAJUUYONN)

131

宿７４出入 (SHUKU-NANAJUUYONN)

132

宿７５ (SHUKU-NANAJUUGO)

133

宿７５出入 (SHUKU-NANAJUUGO)

134

梅７６乙 (UME-NANAJUUROKU-OTSU)

135

梅７６甲 (UME-NANAJUUROKU-KOU)

136

梅７６丙 (UME-NANAJUUROKU-HEI)

137

梅７７乙 (UME-NANAJUUNANA-OTSU)

138

梅７７甲 (UME-NANAJUUNANA-KOU)

【ソ】 駒木町循環（外回り）

KOMAKICHO(CIRCULAR BUS,Outer Loop)

【ウ】 塩船観音（内回り）

SHIOFUNE-KANNON（Inner Loop）

【オ】 青梅駅前行

OME-EKI-MAE

【シ】 青梅車庫前行

OME-SHAKO-MAE

【ソ】 塩船観音（外回り）

SHIOFUNE-KANNON（Outer Loop）

139

梅７７丁 (UME-NANAJUUNANA-TEI)

140

梅７７丙 (UME-NANAJUUNANA-HEI)

141

黒７７ (KURO-NANAJUUNANA)

142

早７７ (HAYA-NANAJUUNANA)

【カ】 歌舞伎町回りです。

via KABUKICHO

143

王７８ (OU-NANAJUUHACHI)

【ス】 杉並車庫前行

SUGINAMISHAKO-MAE

【ヤ】 大和町行

YAMATOCHO

【イ】 新宿伊勢丹前行

SHINJUKU-ISETAN-MAE

【シ】 渋谷駅東口行

SHIBUYA-EKI-HIGASHIGUCHI

【ワ】 早稲田行

WASEDA

【タ】 東京タワー行

TOKYO TOWER

【エ】 品川駅高輪口行 シーサイド駅に入りません

SHINAGAWA-TAKANAWA-GUCHI not stop at SHINAGAWASHI-SAIDOEKIMAE

【シ】 品川シーサイド駅前行

SHINAGAWASHI-SAIDOEKIMAE

【シ】 品川車庫前行 シーサイド駅には入りません

SHINAGAWA-SHAKO-MAE not stop at SHINAGAWASHI-SAIDOEKIMAE

【ハ】 品川シーサイド駅には入りません

not stop at SHINAGAWASHI-SAIDOEKIMAE

【ス】 杉並車庫前行

SUGINAMISHAKO-MAE

【ホ】 堀ノ内行

HORINOUCHI

【ヤ】 八潮公園前行

YASHIO-KOEN-MAE

【＃】 (直行０１)八潮パークタウン行

（直行01）express bus for YASHIO PARK TOWN

144

早８１ (HAYA-HACHIJUUICHI)

145

早８１出入 (HAYA-HACHIJUUICHI)

146

池８６ (IKE-HACHIJUUROKU)

147

橋８６ (HASHI-HACHIJUUROKU)

148

田８７ (TA-HACHIJUUNANA)

149

渋８８ (SHIBU-HACHIJUUHACHI)

150

渋８８出入 (SHIBU-HACHIJUUHACHI)

151

反９０ (TANN-KYUUJUU)

152

品９１ (SHINA-KYUUJUUICHI)

153

154

宿９１ (SHUKU-KYUUJUUICHI)

井９２ (I-KYUUJUUNI)

155

田９２ (TA-KYUUJUUNI)

【シ】 品川車庫前行

SHINAGAWA-SHAKO-MAE

156

品９３ (SHINA-KYUUJUUSANN)

【シ】 品川車庫前行

SHINAGAWA-SHAKO-MAE

【タ】 品川駅高輪口行

SHINAGAWA-TAKANAWA-GUCHI

【＃】 第一京浜国道経由

via Daiichi-Keihin（National Route 15）

【ト】 都立産業技術高専品川キャンパス前行

TORITSUSANGYOUGIJUTSUKOUSENSHINAGAWAKYANPASUMAE

【＊】 第一京浜国道経由品川車庫行

SHINAGAWA-SHAKO-MAE via Daiichi-Keihin（National Route 15）

【シ】 品川車庫前行

SHINAGAWA-SHAKO-MAE

【ヤ】 御殿山行

GOTENYAMA

【シ】 品川車庫前行

SHINAGAWA-SHAKO-MAE

【ケ】 第一京浜国道回りです。

via Daiichi-Keihin（National Route 15）

【ア】 青山一丁目駅前行

AOYAMA-ITCHOME-EKI-MAE

【キ】 大田市場北門行

OTA-SHIJO-KITAMON

【コ】 品川駅港南口行循環

SHINAGAWA-KONAN-GUCHI（CIRCULAR BUS）

【ハ】 大井埠頭バンプール前行

OI FUTO VAN POOL MAE

【＊】 （急行）大田市場行

express bus for OTA-SHIJO（品98丙）

【＃】 （急行）品川駅港南口行

express bus for SHINAGAWA-KONAN-GUCHI（品98丙）

【＊】 ３０メートル手前の停留所から発車

depart from the bus stop of 30 meters of this side

【Ｓ】 市場外（休日用）より発車

depart from the bus stop at outside of market（on holiday）

157

反９４ (TANN-KYUUJUUYONN)

158

浜９５ (HAMA-KYUUJUUGO)

159

井９６ (I-KYUUJUUROKU)

160

品９６乙 (SHINA-KYUUJUUROKU-OTSU)

161

品９６甲 (SHINA-KYUUJUUROKU-KOU)

162

反９６ (TANN-KYUUJUUROKU)

163

品９７ (SHINA-KYUUJUUNANA)

164

井９８ (I-KYUUJUUHACHI)

165

品９８ (SHINA-KYUUJUUHACHI)

166

品９８丙 (SHINA-KYUUJUUHACHI)

167

品９９ (SHINA-KYUUJUUKYUU)

【ニ】 東京入国管理局前行

TOKYO-NYUKOKUKANRIKYOKU-MAE

168

田９９ (TA-KYUUJUUKYUU)

【ヨ】 港南四丁目行

KONAN-YONCHOME

