
ご利用の際は、時間をご確認の上ご利用ください。

１８：００
クラス
（迎え）

１８：３０
クラス
（迎え）

１６：００
クラス
（送り）

１６：３０
クラス
（送り）

15:05 16:00 17:05 18:05 19:20 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40

1 ：11 ：06 ：11 ：11 :26 1 ：46 ：46 ：46 ：46 ：46

2 ：13 ：08 ：13 ：13 :28 2 :48 :48 :48 :48 :48

3 ：14 ：09 ：14 ：14 :29 3 ：49 ：49 ：49 ：49 ：49

4 :15 ：10 :15 :15 :30 4 ：50 ：50 ：50 ：50 ：50

5 :16 ：11 :16 :16 :31 5 ：51 ：51 ：51 ：51 ：51

6 :16 ：11 :16 :16 :31 6 ：51 ：51 ：51 ：51 ：51

7 :17 ：12 :17 :17 :32 7 ：52 ：52 ：52 ：52 ：52

8 :17 ：12 :17 :17 :32 8 ：52 ：52 ：52 ：52 ：52

9 :18 ：13 :18 :18 :33 9 ：53 ：53 ：53 ：53 ：53

10 :19 ：14 :19 :19 :34 10 ：54 ：54 ：54 ：54 ：54

11 ：20 :15 ：20 ：20 ：35 11 ：55 ：55 ：55 ：55 ：55

12 ：21 :16 ：21 ：21 :36 12 ：56 ：56 ：56 ：56 ：56

13 :22 :17 :22 :22 :37 13 ：57 ：57 ：57 ：57 ：57

14 :23 :18 :23 :23 ：38 14 ：58 ：58 ：58 ：58 ：58

15 :24 :19 :24 :24 :39 15 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59

16 :24 :19 :24 :24 :39 16 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59

17 :25 ：20 :25 :25 :40 17 １６：００	 17:00 18:00 19:00 20:00

18 ：26 ：21 ：26 ：26 :41 18 ：01 ：01 ：01 ：01 ：01

19 :27 :22 :27 :27 ：42 19 ：02 ：02 ：02 ：02 ：02

20 :31 ：26 :31 :31 ：46 20 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06

21 ：32 :27 ：32 ：32 ：47 21 ：09 ：09 ：09 ：09 ：09

22 :33 :28 :33 :33 :48 22 ：10 ：10 ：10 ：10 ：10

23 :36 :31 :36 :36 ：51 23 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11

24 :37 ：32 :37 :37 ：52 24 ：13 ：13 ：13 ：13 ：13

25 ：41 :36 ：41 ：41 ：56 25 ：18 ：18 ：18 ：18 ：18

26 ：42 :37 ：42 ：42 ：57

27 :45 ：40 :45 :45 20:00

28 ：50 :45 ：50 ：50 ：05

１８：００
クラス
（迎え）

１８：３０
クラス
（迎え）

１６：００
クラス
（送り）

１６：３０
クラス
（送り）

15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40

1 :15 :15 :15 :15 :15 1 :45 :45 :45 :45 :45

2 :15 :15 :15 :15 :15 2 :45 :45 :45 :45 :45

3 :16 :16 :16 :16 :16 3 ：46 ：46 ：46 ：46 ：46

4 :17 :17 :17 :17 :17 4 ：47 ：47 ：47 ：47 ：47

5 :18 :18 :18 :18 :18 5 ：48 ：48 ：48 ：48 ：48

6 :18 :18 :18 :18 :18 6 ：48 ：48 ：48 ：48 ：48

7 :19 :19 :19 :19 :19 7 ：49 ：49 ：49 ：49 ：49

8 :22 :22 :22 :22 :22 8 ：52 ：52 ：52 ：52 ：52

9 :23 :23 :23 :23 :23 9 ：53 ：53 ：53 ：53 ：53

10 :24 :24 :24 :24 :24 10 ：54 ：54 ：54 ：54 ：54

11 :25 :25 :25 :25 :25 11 ：55 ：55 ：55 ：55 ：55

12 :27 :27 :27 :27 :27 12 ：57 ：57 ：57 ：57 ：57

13 :28 :28 :28 :28 :28 13 ：58 ：58 ：58 ：58 ：58

14 :31 :31 :31 :31 :31 14 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01

15 :31 :31 :31 :31 :31 15 ：01 ：01 ：01 ：01 ：01

16 :33 :33 :33 :33 :33 16 ：03 ：03 ：03 ：03 ：03

17 :33 :33 :33 :33 :33 17 ：03 ：03 ：03 ：03 ：03

18 :34 :34 :34 :34 :34 18 ：04 ：04 ：04 ：04 ：04

19 :36 :36 :36 :36 :36 19 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06

20 :37 :37 :37 :37 :37 20 ：07 ：07 ：07 ：07 ：07

21 :45 :45 :45 :45 :45 21 ：15 ：15 ：15 ：15 ：15

NASおゆみ野

７５３歯科前

オランダ家手前バス停

日曜・月曜・祝日及び土曜（朝）は運行していません。

水の江バス停（ちはら台駅方面）

文月公園バス停（ちはら台駅方面）

１７：００
クラス
（送り）

１８：００
クラス
（送り）

１７：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（送り）

四季の丘バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台入口バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台東４丁目バス停（ちはら台駅方面）

パークシティちはら台バス停（ちはら台駅方面）

NASおゆみ野

プラザ学園前（サロン　ジャンティー横）

マンションライフヒルズ前

おゆみ野入口バス停前

すずらん薬局前バス停（刈田子入口）

おゆみ野駅ガード下（鎌取駅方面）

誉田郵便局バス停（誉田駅方面）

ファミリーマート誉田大網街道店前

③コース（誉田方面）　	

鎌取駅ロータリー出口

NASおゆみ野

小金沢坂下ガード先（光石エステート駐車場看板側）

大岬公園バス停（ちはら台駅方面）

回転寿司　とびっ子

マンション「アーバンコート」おゆみ野（鎌取駅方面）

ちはら台公園バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台駅前歩道橋手前

中宿バス停(誉田駅方面）

ちはら台南中学校門向い

理容室ピエール前

マンション「コスモ誉田」手前バス停

沢田第２公園側

ちはら台整形外科前

タカザワ動物病院手前

千葉市立誉田保育所入口

マンション「モアステージ誉田」向い

マンション「リバティヒルズ」向い

クリーニング専科前

クリーニング「ボス店」前

クリーニング「ライフ」先

大膳野バス停（鎌取駅方面）

誉田南バス停手前（鎌取駅方面）

ちはら台農協向い

文月公園入口

片岡ストア向い(グリーンヒルバス停)

マンション「ウィンベルコーラス」入口手前

誉田農協入口(田宮クリニック手前)

水の江小学校入口交差点角

市営誉田１丁目団地Ｃ-４棟前

おゆみ野第２団地Ｃ-９棟向い

NASおゆみ野

火曜日　

１６：００
クラス
（迎え）

１７：００
クラス
（迎え）

②コース（ちはら台方面～おゆみ野）

火曜日　

竜産婦人科前

誉田郵便局前

１８：００
クラス
（送り）

１７：００
クラス
（送り）

１６：００
クラス
（迎え）

１７：００
クラス
（迎え）

②コース（ちはら台方面～鎌取駅）　	　
１６：３０
クラス
（迎え）

オランダ家手前バス停

ちはら台入口バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台東４丁目バス停（ちはら台駅方面）

パークシティちはら台バス停（ちはら台駅方面）

１８：30
クラス
（送り）

水曜日
NASおゆみ野

７５３歯科前

水の江バス停（ちはら台駅方面）

文月公園バス停（ちはら台駅方面）

四季の丘バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台農協向い

文月公園入口

水の江小学校入口交差点角

ちはら台南中学校門向い

ちはら台整形外科前

タカザワ動物病院手前

クリーニング専科前

大岬公園バス停（ちはら台駅方面）

回転寿司　とびっ子

ちはら台公園バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台駅前歩道橋手前

小金沢坂下バス停（ローソン前）

有吉中学校向い（ヘアーサロンブルーム前）

マンション「ライフヒルズ」前

おゆみ野入口バス停前

鎌取駅ロータリー出口

NASおゆみ野

１６：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（送り）

１８：30
クラス
（送り）

NASおゆみ野

中宿バス停(誉田駅方面）

誉田郵便局バス停（誉田駅方面）

ファミリーマート誉田大網街道店前

千葉市立誉田保育所入口

マンション「モアステージ誉田」向い

マンション「リバティヒルズ」向い

理容室ピエール前

マンション「コスモ誉田」手前バス停

沢田第２公園側

片岡ストア向い(グリーンヒルバス停)

マンション「ウィンベルコーラス」入口手前

誉田農協入口(田宮クリニック手前)

竜産婦人科前

おゆみ野第２団地Ｃ-９棟向い

NASおゆみ野

水曜日

③コース（誉田方面）　	

誉田郵便局前

クリーニング「ボス店」前

クリーニング「ライフ」先

大膳野バス停（鎌取駅方面）

誉田南バス停手前（鎌取駅方面）

市営誉田１丁目団地Ｃ-４棟前



１８：３０
クラス
（迎え）

１８：００
クラス
（迎え）

１４：００
クラス
（迎え）

１５：００
クラス
（迎え）

１６：００
クラス
（迎え）

１６：３０
クラス
（送り）

１６：００
クラス
（送り）

１４：００
クラス
（送り）

１５：００
クラス
（送り）

１６：００
クラス
（送り）

15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10

1 ：53 ：53 ：53 ：53 ：53 1 :23 :23 :23 :23 :23 1 :16 :16 :16 :16 :16

2 ：54 ：54 ：54 ：54 ：54 2 :24 :24 :24 :24 :24 2 :18 :18 :18 :18 :18

3 ：55 ：55 ：55 ：55 ：55 3 :25 :25 :25 :25 :25 3 :19 :19 :19 :19 :19

4 ：56 ：56 ：56 ：56 ：56 4 :26 :26 :26 :26 :26 4 :20 :20 :20 :20 :20

5 ：57 ：57 ：57 ：57 ：57 5 :27 :27 :27 :27 :27 5 :21 :21 :21 :21 :21

6 ：58 ：58 ：58 ：58 ：58 6 :28 :28 :28 :28 :28 6 :21 :21 :21 :21 :21

7 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59 7 :29 :29 :29 :29 :29 7 :22 :22 :22 :22 :22

8 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59 8 :29 :29 :29 :29 :29 8 :22 :22 :22 :22 :22

9 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 9 :30 :30 :30 :30 :30 9 :23 :23 :23 :23 :23

10 ：01 ：01 ：01 ：01 ：01 10 :31 :31 :31 :31 :31 10 :24 :24 :24 :24 :24

11 ：02 ：02 ：02 ：02 ：02 11 :32 :32 :32 :32 :32 11 :25 :25 :25 :25 :25

12 ：03 ：03 ：03 ：03 ：03 12 :33 :33 :33 :33 :33 12 :26 :26 :26 :26 :26

13 ：04 ：04 ：04 ：04 ：04 13 :34 :34 :34 :34 :34 13 :27 :27 :27 :27 :27

14 ：05 ：05 ：05 ：05 ：05 14 :35 :35 :35 :35 :35 14 :28 :28 :28 :28 :28

15 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 15 :36 :36 :36 :36 :36 15 :29 :29 :29 :29 :29

16 ：07 ：07 ：07 ：07 ：07 16 :37 :37 :37 :37 :37 16 :29 :29 :29 :29 :29

17 ：08 ：08 ：08 ：08 ：08 17 :38 :38 :38 :38 :38 17 :30 :30 :30 :30 :30

18 ：09 ：09 ：09 ：09 ：09 18 :39 :39 :39 :39 :39 18 :31 :31 :31 :31 :31

19 ：09 ：09 ：09 ：09 ：09 19 :39 :39 :39 :39 :39 19 :32 :32 :32 :32 :32

20 ：10 ：10 ：10 ：10 ：10 20 :40 :40 :40 :40 :40 20 :36 :36 :36 :36 :36

21 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 21 :41 :41 :41 :41 :41 21 :39 :39 :39 :39 :39

22 ：12 ：12 ：12 ：12 ：12 22 :42 :42 :42 :42 :42 22 :40 :40 :40 :40 :40

23 ：12 ：12 ：12 ：12 ：12 23 :42 :42 :42 :42 :42 23 :41 :41 :41 :41 :41

24 ：13 ：13 ：13 ：13 ：13 24 :43 :43 :43 :43 :43 24 :43 :43 :43 :43 :43

25 ：14 ：14 ：14 ：14 ：14 25 :44 :44 :44 :44 :44 :48 :48 :48 :48 :48

26 ：18 ：18 ：18 ：18 ：18 26 :48 :48 :48 :48 :48

１８：３０
クラス
（迎え）

１８：００
クラス
（迎え）

② ② ① ① ②
１６：３０
クラス
（送り）

１６：００
クラス
（送り）

③ ③ ④ ④
15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10

1 ：45 ：45 ：45 ：45 ：45 1 :15 :15 :15 :15 :15

2 ：46 ：46 ：46 ：46 ：46 2 :16 :16 :16 :16 :16

3 ：47 ：47 ：47 ：47 ：47 3 :17 :17 :17 :17 :17

4 :49 :49 :49 :49 :49 4 :19 :19 :19 :19 :19

5 ：50 ：50 ：50 ：50 ：50 5 :20 :20 :20 :20 :20

6 ：52 ：52 ：52 ：52 ：52 6 :22 :22 :22 :22 :22

7 ：53 ：53 ：53 ：53 ：53 7 :23 :23 :23 :23 :23

8 ：54 ：54 ：54 ：54 ：54 8 :24 :24 :24 :24 :24

9 ：55 ：55 ：55 ：55 ：55 9 :25 :25 :25 :25 :25

10 ：56 ：56 ：56 ：56 ：56 10 :26 :26 :26 :26 :26

11 ：57 ：57 ：57 ：57 ：57 11 :27 :27 :27 :27 :27

12 ：58 ：58 ：58 ：58 ：58 12 :28 :28 :28 :28 :28

13 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59 13 :29 :29 :29 :29 :29

14 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 14 :32 :32 :32 :32 :32

15 ：02 ：02 ：02 ：02 ：02 15 :32 :32 :32 :32 :32

16 ：05 ：05 ：05 ：05 ：05 16 :35 :35 :35 :35 :35

17 ：05 ：05 ：05 ：05 ：05 17 :35 :35 :35 :35 :35

18 ：06 ：06 ：06 ：06 ：06 18 :36 :36 :36 :36 :36

19 ：07 ：07 ：07 ：07 ：07 19 :37 :37 :37 :37 :37

20 ：07 ：07 ：07 ：07 ：07 20 :37 :37 :37 :37 :37

21 ：08 ：08 ：08 ：08 ：08 21 :38 :38 :38 :38 :38

22 ：09 ：09 ：09 ：09 ：09 22 :39 :39 :39 :39 :39

23 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 23 :41 :41 :41 :41 :41

24 ：13 ：13 ：13 ：13 ：13 24 :43 :43 :43 :43 :43

25 ：19 ：19 ：19 ：19 ：19 25 :49 :49 :49 :49 :49NASおゆみ野 NASおゆみ野

マンション「ライブアート春の道」２号棟角 マンション「ライブアート春の道」２号棟角

おゆみ野入口バス停（鎌取駅方面） おゆみ野入口バス停（鎌取駅方面）

鎌取駅ロータリー出口　【帰りのみ：ゆみ～る前停車】 鎌取駅ロータリー出口　【帰りのみ：ゆみ～る前停車】

緑消防署向い（ボンメゾン前） 緑消防署向い（ボンメゾン前）

ハイムカメリア横（珍来手前） ハイムカメリア横（珍来手前）

すずかけ街バス停（鎌取駅方面） すずかけ街バス停（鎌取駅方面）

ツルハドラッグ前 ツルハドラッグ前

泉谷南バス停（鎌取駅方面） 泉谷南バス停（鎌取駅方面）

泉谷公園バス停（鎌取駅方面） 泉谷公園バス停（鎌取駅方面）

マンション「おゆみ野パークハウス」手前バス停 マンション「おゆみ野パークハウス」手前バス停

おゆみ野南バス停（鎌取駅方面） おゆみ野南バス停（鎌取駅方面）

こじろうさく公園（ポスト側）向い こじろうさく公園（ポスト側）向い

おゆみ野中央病院向い おゆみ野中央病院向い

深夜急行イオンおゆみ野バス停前 深夜急行イオンおゆみ野バス停前

おゆみ野鍼灸院前 おゆみ野鍼灸院前

すずらん薬局向い すずらん薬局向い

ヘアサロン「コール」向い ヘアサロン「コール」向い

おゆみ野中央3丁目バス停（大東建託手前） おゆみ野中央3丁目バス停（大東建託手前）

おゆみ野駅前（ガード下） おゆみ野駅前（ガード下）

マンション「プラザ学園」前 マンション「プラザ学園」前

マンション「アーバンコートおゆみ野」向い マンション「アーバンコートおゆみ野」向い

コインランドリー「しゃぼん」手前 コインランドリー「しゃぼん」手前

学園前クリニック向い斜め先バス停 学園前クリニック向い斜め先バス停

NASおゆみ野 NASおゆみ野

おゆみ野2丁目バス停ライフヒルズ前 おゆみ野2丁目バス停ライフヒルズ前

１６：００
クラス
（迎え）

１７：００
クラス
（迎え）

④コース（おゆみ野駅～鎌取駅）　	

木曜日 金曜日

④コース（おゆみ野駅～鎌取駅）　	
１６：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（送り）

１８：30
クラス
（送り）

火 水 木 金 土

１７：００
クラス
（送り）

１８：００
クラス
（送り）

コース

NASおゆみ野 NASおゆみ野

曜
日
別
バ
ス
コ
␢
ス

７５３歯科向い(NAS方面) ７５３歯科向い(NAS方面) 鎌取駅ロータリー出口

シャトレーゼ前 シャトレーゼ前 NASおゆみ野

曜日

農業センター入口バス停（鎌取駅方面） 農業センター入口バス停（鎌取駅方面） マンション「ライフヒルズ」前

オートハウスＯＫＲ前 オートハウスＯＫＲ前 おゆみ野入口バス停前

アートスタジオ「ウィズ」向い アートスタジオ「ウィズ」向い 小金沢坂下バス停（ローソン前）

ちはら台入口バス停（鎌取駅方面） ちはら台入口バス停（鎌取駅方面） 有吉中学校向い（ヘアーサロンブルーム前）

かずさの杜入口 かずさの杜入口 ちはら台公園バス停（ちはら台駅方面）

霜月公園バス停手前 霜月公園バス停手前 ちはら台駅前歩道橋手前

水の江バス停（鎌取駅方面） 水の江バス停（鎌取駅方面） 大岬公園バス停（ちはら台駅方面）

安藤こどもクリニック先 安藤こどもクリニック先 回転寿司とびっ子

四季の丘バス停（鎌取駅方面） 四季の丘バス停（鎌取駅方面） タカザワ動物病院手前

文月公園バス停（鎌取駅方面） 文月公園バス停（鎌取駅方面） クリーニング専科前

ウッドパークちはら台駅前・P棟前 ウッドパークちはら台駅前・P棟前 ちはら台南中学校門向い

キッズアベニュー横(ミラー側) キッズアベニュー横(ミラー側) ちはら台整形外科前

ちはら台公園バス停（ちはら台駅方面） ちはら台公園バス停（ちはら台駅方面） 文月公園入口

ちはら台駅前歩道橋手前 ちはら台駅前歩道橋手前 水の江小学校入口交差点角

大岬公園バス停（ちはら台駅方面） 大岬公園バス停（ちはら台駅方面） 四季の丘バス停（ちはら台駅方面）

回転寿司　とびっ子 回転寿司　とびっ子 ちはら台農協向い

タカザワ動物病院手前 タカザワ動物病院手前 水の江バス停（ちはら台駅方面）

クリーニング専科前 クリーニング専科前 文月公園バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台南中学校門向い ちはら台南中学校門向い ちはら台東４丁目バス停（ちはら台駅方面）

ちはら台整形外科前 ちはら台整形外科前 パークシティちはら台バス停（ちはら台駅方面）

文月公園入口 文月公園入口 オランダ家手前バス停

水の江小学校入口交差点角 水の江小学校入口交差点角 ちはら台入口バス停（ちはら台駅方面）

NASおゆみ野 NASおゆみ野 NASおゆみ野

ちはら台農協向い ちはら台農協向い ７５３歯科前

②コース（ちはら台方面～鎌取駅）

木曜日 金曜日 土曜日

１７：３０
クラス
（迎え）

１７：３０
クラス
（送り）

１８：30
クラス
（送り）

①コース（ちはら台方面）	
１６：００
クラス
（迎え）

１７：００
クラス
（迎え）

①コース（ちはら台方面）	
１６：３０
クラス
（迎え）

１７：００
クラス
（送り）

１８：００
クラス
（送り）

この時間帯はスクールバスルートでの運行となります(別紙ご参照ください）	

この時間帯はスクールバスルートでの運行となります(別紙をご参照ください）	 この時間帯はスクールバスルートでの運行となります(別紙をご参照ください）	


