
船橋営業所 花見川車庫 新都心営業所管内 

ダイヤ改正及び担当営業所の変更について 

 

いつも京成バスをご利用いただきありがとうございます。 

 

 平成 24年 12月 23日より、下記路線にてダイヤ改正をおこないます。ダイヤ改正に伴い、

一部駅の乗り場変更及び、運賃支払い方法の変更も合せて実施致します。また同日より一

部路線の担当営業所も変更致します。お問い合わせ先の電話番号が変更となります。お間

違いの無いようご注意下さい。 

 改正の概要は下記の通りです。 

 

１．ダイヤ改正実施日 

平成 24年 12月 23日（日） 

２．ダイヤ改正実施路線及び改正概要 

路線名 

運行区間 

現系統

番号 

改正概要 

谷津線 

津田沼駅南口～谷津干潟 

津 71 ・津田沼駅 23:41発谷津干潟行の深夜バスを運行します。 

※深夜バスは、運賃倍額となります。 

袖ヶ浦団地線 

津田沼駅南口～袖ヶ浦団地 

津 41 

津 42 

・運行本数を一部見直します。 

・新たに、津 46「津田沼駅南口～管理事務所～新習志野駅」の

運行を開始します。 

・津 42、津田沼高校行深夜バスの内、最終の 0：28 発を新習志

野駅まで延長し運行します。 

・津田沼駅南口乗り場を「⑦番から⑧番へ」変更します。 

秋津団地線 

津田沼駅南口～新習志野駅 

津 51

津 52

津 53 

・津 53谷津二丁目始終発便の運行を終了します。 

・津田沼駅南口乗り場を「⑩番から⑦番へ」変更します。 

香澄団地線 

幕張本郷駅～新習志野駅 

幕 11 ・新たに、幕 12「幕張本郷駅～【急行】～新習志野駅」の運行

を開始します。幕 12 系統は、幕張西中学校・幕張コーポ前・

幕張西五丁目には停車しませんのでご注意ください。 

・新たに、幕 13「幕張本郷駅～幕張西五丁目～幕張本郷駅」の

循環バスを運行します。 

・新習志野駅→幕張本郷駅行きの運賃支払い方法を「前乗り前払

い→中乗り後払い」に変更します。ご乗車の際は整理券をお取

りください。IC カードをご利用の方は、乗車口右側のカード

リーダーにタッチしてください。 



幕張学園線 

幕張本郷駅～神田外語大学

～幕張本郷駅 

幕 21 ・運行時間帯を見直し、朝夕のみの運行とします。 

・新たに、幕 23「幕張本郷駅→幕張西第二公園→コロンブスシ

ティ→幕張本郷駅」の循環バスを運行します。幕張西第二公園

をご利用のお客様は、幕 21 と合わせて幕 23をご利用下さい。 

コロンブスシティ線 

幕張本郷駅～コロンブスシ

ティ～海浜幕張駅 

幕 22 ・幕 23「幕張本郷駅→幕張西第二公園→コロンブスシティ→幕

張本郷駅」の運行により、日中のコロンブスシティ方面から幕

張本郷駅までの本数を増便します。 

・海浜幕張駅→幕張本郷駅行きの運賃支払い方法を「前乗り前払

い→中乗り後払い」に変更します。ご乗車の際は整理券をお取

りください。IC カードをご利用の方は、乗車口右側のカード

リーダーにタッチしてください。 

ポケットバス 

京成幕張駅～海浜幕張駅 

新習志野駅～海浜幕張駅 

100

円 

海 51 

～53 

海 61 

・新たに、新習 62「新習志野駅～新都心営業所」、海 62「海浜

幕張駅→新都心営業所」の運行を開始します。 

・新習志野駅の乗り場を「③番→①番へ」変更します。 

・海浜幕張駅～京成幕張駅間、海浜幕張駅～新習志野駅間の運賃

支払い方法を「前乗り前払い→中乗り後払い」に変更します。

ご乗車の際は整理券をお取りください。IC カードをご利用の

方は、乗車口右側のカードリーダーにタッチしてください。 

大久保線 

津田沼駅北口～三山車庫・

二宮神社・日大実籾・ 

八千代台駅西口 

津 01

～03 

津 21 

・新たに津 01「津田沼駅～三山車庫～京成バス習志野出張所」

の運行を開始します。 

・新たに八千 46「八千代台駅西口～京成バス習志野出張所」の

運行を開始します。 

・津田沼駅発の下り便全便を、済生会習志野病院経由として運行

します。 

※上り便については従来通り、津 01～03 は大久保十字路経由で

運行します。 

東習志野線 

津田沼駅北口～ユトリシア 

～八千代台駅東口 

津 31 

32 

・往復共に済生会習志野病院経由として運行します。 

※津 31 系統については改正後、大久保十字路には停車しません

のでご注意ください。 

屋敷線 

津田沼駅南口～京成大久保

駅～幕張本郷駅 

津 61 

62 

・新たに京成大久保駅南口止り便「津 65、幕 66」を新設します。 

・津田沼駅発最終便を 22：53 発に、幕張本郷駅発最終便を 22：

50 発へ延長します。 

※最終便はいずれも、京成大久保駅南口止りとなります。 

・始発便も京成大久保駅南口始発となりますので、津田沼駅始発

は 6：06 発、幕張本郷駅始発は 6：10 発へ変更となります。 

・津田沼駅南口乗り場を「⑧番から⑩番へ」変更します。 



花見川団地線 八 千

01 ～

04 

・新たに八千 06 急行「八千代台駅～【急行】～花見川車庫」の

運行を開始します。 

※八千 06 急行は花見川団地を経由しませんのでご注意くださ

い。 

・深夜バスの運行本数を 4本とし、団地西口行 1 本と花見川車庫

行 3本に変更します。 

・ユトリシア行の系統番号を「八千 31 に変更」の上、八千代台

駅の乗り場を「①番→③番へ」変更します。 

花見川南線 

八千代台駅東口～新検見川

駅～海浜幕張駅 

新検見川駅～～柏井高校 

八 千

02 、

03 

 

 

・八千代台駅～新検見川駅・海浜幕張駅間、新検見川駅～柏井高

校間の運賃支払い方法を「前乗り前払い→中乗り後払い」に変更

します。ご乗車の際は整理券をお取りください。IC カードをご

利用の方は、乗車口右側のカードリーダーにタッチしてくださ

い。 

実籾線 

八千代台駅～実籾駅 

八千 

41 

4

1 

・一部運行時刻を変更します。 

 ・上記各路線ともに運行時刻の変更がございます。 

 

３．津田沼駅南口、八千代台駅東口、新習志野駅の乗り場変更について 

・津田沼駅南口の乗り場を下記の通り変更します。 

行先 現行乗り場 12 月 23 日～変更後の乗り場 

津 61、62、65 

京成大久保駅南口行

（新設） 

幕張本郷駅行 

南口８番乗り場 南口１０番乗り場 

 

津 41、42、43、46 

袖ヶ浦団地行 

津田沼高校行 

新習志野駅行（新設） 

南口７番乗り場 南口８番乗り場 

津 71 

谷津干潟行 

（高速バス） 

羽田空港行 

富士急ハイランド行 

南口９番乗り場 南口９番乗り場 

※変更はございません。 

津 51、52 

新習志野駅行 

南口１０番乗り場 南口７番乗り場 



 

 

・「八千代台駅東口～花見川団地～ユトリシア」の、八千代台駅東口の乗り場を１番乗

り場から３番乗り場へ変更します。 

 

・「新習志野駅～コストコ～海浜幕張駅」の新習志野駅の乗り場を３番乗り場から１番

乗り場へ変更します。 

 

４．運賃支払い方法の変更について 

・下記の路線の運賃支払い方法を、「前乗り先払い」から「中乗り後払い」へ変更しま

す。 

系統番号 行先 

幕 22 海浜幕張駅→コロンブスシティ→幕張本郷駅行き 

幕 11、12 新習志野駅→香澄公園→幕張本郷駅行き 

海 51、52 京成幕張駅～海浜幕張駅 

海 61 新習志野駅～海浜幕張駅 

八千 02 八千代台駅東口～新検見川駅(～海浜幕張駅) 

八千 31 八千代台駅～ユトリシア 

八千 03 新検見川駅～柏井高校 

 

・ご乗車の際、「整理券」をお取りください（ICカードご利用の方はカード読み取り機に

タッチしてください）。整理券をお持ちにならいない（乗車時の ICカードタッチが無い）

場合、最長区間の運賃をいただく場合がありますのでご注意ください。 

・ご乗車のドアは、前扉から中扉へ変更となります。 

 

５．定期券発売窓口について 

・船橋営業所での定期券発売窓口の営業は、12月 21日（金）をもって終了いたします。

長年に亘りご利用いただき、誠にありがとうございました。 

・新都心営業所につきましては、12月 23日（日）より定期券発売窓口を新設いたしま

す。 

※新都心営業所 定期券発売時間 9：00～13：00,14：00～17：00（全日） 

・習志野出張所につきましては、定期券発売所の設置はございません。予めご了承く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 



 

 

６．１２月２３日以降の担当営業所について 

・１２月２３日以降の各路線の担当営業所は下記の通りとなります。 

担当 

営業所 

路線名 

運行区間 

系統番号 

新都心 

営業所 

谷津線 津 71 

袖ヶ浦団地線 津 41～43、46 

秋津団地線 津 51、52 

新都心・幕張線 幕 01、03、04 

香澄団地線 幕 11、12 

幕張学園線 幕 21～23 

コロンブスシティ線 幕 22 

ポケットバス 100 円、海 51～53 

海 61～62 

新習 62 

習志野市コミュニティバス「ハッピーバス」  

習志野 

出張所 

大久保線 津 01～03 

津 21、八千 46 

東習志野線 津 31、32 

屋敷線 津 61、62、65 

幕 66 

花見川団地線 八千 01～05 

八千 31 

花見川南線 八千 02、03 

八千代市コミュニティバス  

田喜野井地区循環線  

 

・ 新都心営業所…所在地    〒275-0023  千葉県習志野市芝園二丁目７番３号 

       電  話   047-453-1581 

・ 習志野出張所…所 在 地    〒274-0071  千葉県船橋市習志野四丁目 15番 15号 

         電  話    047-496-3071 

 

 



７．お問合せ先 

京成バス 船橋営業所    047-431-4476（12月 22日まで） 

     新都心営業所   047-453-1581 

     習志野出張所   047-496-3071（12月 23日から） 

     営業部乗合営業課 03-3621-2419 

 


