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6:33 6:36 6:38 6:39 6:40 6:43 6:53
:55 :58 7:00 7:01 7:02 7:05 7:15

7:20 7:23 :25 :26 :27 :30 :40
:45 :48 :50 :51 :52 :55 8:05

8:12 8:15 8:17 8:18 8:19 8:22 :32
:40 :43 :45 :46 :47 :50 9:00

9:05 9:08 9:10 9:11 9:12 9:15 :25
:30 :33 :35 :36 :37 :40 :50
:57 10:00 10:02 10:03 10:04 10:07 10:17

10:24 :27 :29 :30 :31 :34 :44
:52 :55 :57 :58 :59 11:02 11:12

11:17 11:20 11:22 11:23 11:24 :27 :37
:42 :45 :47 :48 :49 :52 12:02

12:04 12:07 12:09 12:10 12:11 12:14 :24
:26 :29 :31 :32 :33 :36 :46
:49 :52 :54 :55 :56 :59 13:09

13:17 13:20 13:22 13:23 13:24 13:27 :37
:43 :46 :48 :49 :50 :53 14:03

14:11 14:14 14:16 14:17 14:18 14:21 :31
:36 :39 :41 :42 :43 :46 :56

15:01 15:04 15:06 15:07 15:08 15:11 15:21
:29 :32 :34 :35 :36 :39 :49
:56 :59 16:01 16:02 16:03 16:06 16:16

16:23 16:26 :28 :29 :30 :33 :43
:48 :51 :53 :54 :55 :58 17:08

17:13 17:16 17:18 17:19 17:20 17:23 :33
:41 :44 :46 :47 :48 :51 18:01

18:08 18:11 18:13 18:14 18:15 18:18 :28
:36 :39 :41 :42 :43 :46 :56

19:06 19:09 19:11 19:12 19:13 19:16 19:26
:36 :39 :41 :42 :43 :46 :56

20:06 20:09 20:11 20:12 20:13 20:16 20:26
:28 :31 :33 :34 :35 :38 :48
:50 :53 :55 :56 :57 21:00 21:10

21:13 21:16 21:18 21:19 21:20 :23 :33
:38 :41 :43 :44 :45 :48 :58
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運行に関するお問合せ先　

小田急バス町田営業所	
電話 042-734-5211	

	
玉川学園コミュニティバス推進委員会	

電話 042-725-0438

町田市都市づくり部交通事業推進課
電話 042-724-4260

　　●運行日：年中無休
　　●運　賃：
　　（現金）　　大人  180円
　　　　　　　　小児　 90円
　　（ICカード）大人  175円
　　　　　　　　小児    88円

　　※東京都シルバーパスが利用できます。
　　　PASMO・Suicaが利用できます。
　　　障害者手帳所持者は半額です。

玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバス」	
南ルート 予定時刻表	

2016年2月1日（月）　運行開始	


