
京成高速バス 運行情報 -Keisei Expressway Bus operation information-

成田空港 発着路線 - Narita Airport Access -

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

東京成田空港線　※

[エアポートバス東京･成田]
大江戸温泉物語・東雲イオン前・東雲車庫・銀座駅・東京駅～成田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Narita Airport Line　※

[AIRPORT BUS TYO-NRT]
Ooedo-Onsen Monogatari - AEON Shinonnome - Shinonome Bus Service Office - Ginza Sta. - Tokyo Sta. - Narita Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

大崎成田空港線 [成田シャトル]　※ 大崎駅～成田空港・芝山中学校入口・芝山町役場 2020/5/1 ～ 当面の間 全便運休

Osaki - Narita Airport Line [Narita Shuttle]　※ Osaki Sta. - Narita Airport - Shibayama Junior High School Entrance - Shibayama Town Hall （for the time being） The bus service has been suspended.

吉祥寺成田空港線　※ 吉祥寺駅～成田空港 全便運休

Kichijoji - Narita Airport Line　※ Kichijoji Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

小岩成田空港線　※ 小岩駅・一之江駅・葛西駅～成田空港 全便運休

Koiwa - Narita Airport Line　※ Koiwa Sta. - Ichinoe Sta. - Kasai Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

町田成田空港線　※ 橋本駅・相模大野駅・町田～成田空港 全便運休

Machida - Narita Airport Line　※ Hashimoto Sta., Sagamiono Sta. and Machida-Narita Airport The bus service has been suspended.

本厚木成田空港線　※ 平塚（田村車庫）・本厚木駅～成田空港 全便運休

Hon-Atsugi - Narita Airport Line　※ Hiratsuka (Tamura Bus Service Office) - Hon-Atsugi Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

YCAT成田空港線　 横浜シティ･エア･ターミナル・みなとみらい地区～成田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

YCAT - Narita Airport Line Yokohama City Air Terminal and Minatomirai - Narita Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

新百合ヶ丘成田空港線　※ 新百合ヶ丘駅・たまプラーザ駅・センター南駅～成田空港 全便運休

Shin-Yurigaoka Sta. - Narita Airport Line　※ Shin-Yurigaoka Sta. and Tama Plaza Sta. Center Minami Sta. -Narita Airport The bus service has been suspended.

大宮成田空港線（ONライナー）※ 大宮駅・さいたま新都心駅～成田空港 全便運休

Omiya - Narita Airport Line（ON Liner） ※ Omiya Sta. - Saitama Shintoshin Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

所沢成田空港線　※ 所沢駅・東所沢駅・和光市駅～成田空港 全便運休

Tokorozawa - Narita Airport Line ※ Tokorozawa Sta. - Higashi-Tokorozawa Sta. - Wakoshi Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

千葉稲毛成田空港線　※ 千葉みなと駅・千葉駅・千葉中央駅・作草部駅・天台駅・幸町第三・JR稲毛駅～成田空港 全便運休

Chiba and Inage - Narita Airport Line  ※ Chibaminato Sta. - Chiba Sta. - Chibachuo Sta. - Sakusabe Sta. - Tendai Sta. - Saiwai-cho No.3 - JR Inage Sta. - Narita Airport The bus service has been suspended.

幕張成田空港線 稲毛海岸駅・幕張新都心～成田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Makuhari - Narita Airport Line Inagekaigan Sta. - Makuhari new city - Narita Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

富士山成田空港線　※ 富士山駅・河口湖駅・富士急ハイランド～成田空港 全便運休

Fujisan - Narita Airport Line　※ Fujisan Sta. - Kawaguchiko Sta. - Fuji-Q Highland - Narita Airport The bus service has been suspended.

沼津成田空港線　※ 鷹岡車庫・新富士駅・沼津駅・東名裾野・東名御殿場IC～成田空港 全便運休

Numazu - Narita Airport Line　※ Takaoka Bus Service Office - Shin-Fuji Sta. - Numazu Sta. - Tomei Susono - Tomei-Gotenba IC - Narita Airport The bus service has been suspended.

※当面の間、予約受付を中止いたします。

※We will stop accepting bus reservations for a while.

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

東京都内

For Tokyo

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

✕

2020/4/3 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/7/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

神奈川県方面

For Kanagawa

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/4/3 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

山梨県方面

For Yamanashi

2020/3/19  ～ 当面の間

（for the time being）
✕

静岡県方面

For Shizuoka

2020/3/19 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

埼玉県方面

For Saitama

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/4/3 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

千葉県方面

For Chiba

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/6/8 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ca49a2068b1f886970131fb4373354f8.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ca49a2068b1f886970131fb4373354f8.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/3df80c3b82f7f5fd26759b2ac85a560e.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/3df80c3b82f7f5fd26759b2ac85a560e.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/e1aee76d177cf71c875d0e7bf379f194.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/e1aee76d177cf71c875d0e7bf379f194.pdf


京成高速バス 運行情報 -Keisei Expressway Bus operation information-

羽田空港 発着路線 - Haneda Airport Access -

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

小岩羽田空港線 小岩駅・亀有駅・一之江駅・葛西駅～羽田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Koiwa - Haneda Airport Line Koiwa Sta. / Kameari Sta. - Ichinoe Sta. - Kasai Sta. - Haneda Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

西船橋羽田空港線 船橋駅・西船橋駅～羽田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Nishi-Funabashi - Haneda Airport Line Funabashi Sta. - Nishi-Funabashi Sta. - Haneda Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

津田沼羽田空港線 JR津田沼駅・京成津田沼駅～羽田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tsudanuma - Haneda Airport Line JR Tsudanuma Sta. - Keisei Tsudanuma Sta. - Haneda Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

千葉羽田空港線 千葉中央駅・稲毛海岸駅・幕張新都心～羽田空港 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Chiba - Haneda Airport Line Chibachuo Sta. - Inagekaigan Sta. - Makuhari new city - Haneda Airport Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

松戸羽田空港線 新松戸駅・松戸駅～羽田空港

Matsudo - Haneda Airport Line Shim-Matsudo Sta. - Matsudo Sta. - Haneda Airport

東京駅 発着路線 - Tokyo Access -

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

東京鹿島線 鹿島サッカースタジアム・鹿島神宮駅・鹿島セントラルホテル・水郷潮来～東京駅 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Kashima Line Kashima Soccer Stadium - Kashimajingu Sta. - Kashima Central Hotel - Suigo-Itako - Tokyo Sta. Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京君津線 東雲車庫・浜松町・東京駅～君津駅・青堀駅 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Kimitsu Line Shinonome Bus Service Office - Hamamatsucho - Tokyo Sta. - Kimitsu Sta. - Aohori Sta. Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京木更津線 東雲車庫・東京駅～木更津駅・君津製鉄所 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Kisarazu Line Shinonome Bus Service Office - Tokyo Sta. - Kisarazu Sta. - Kimitsu Steel Works Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京鴨川線 浜松町バスターミナル・東京駅～かずさアーク・安房鴨川駅 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Kamogawa Line Hamamatsucho - Tokyo Sta. - Kazusa Arc - Awakamogawa Sta. Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京勝浦線 浜松町バスターミナル・東京駅～勝浦・御宿・安房小湊

Tokyo - Katsuura Line Hamamatsucho - Tokyo Sta. - Katsuura - Onjuku - Awa-Kominato

東京銚子線【旭ルート】 浜松町バスターミナル・東京駅～銚子・犬吠埼【旭ルート】 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Choshi Line【Asahi Route】 Hamamatsucho - Tokyo Sta. - Choshi - Inubosaki【Asahi Route】 ※Click here for the Sawara and Omigawa routes.

三井アウトレットパーク木更津 発着路線 - Mitsui Outlet Park Kisarazu Access -
方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

東京 三井アウトレットパーク木更津線 浜松町バスターミナル・東京駅～三井アウトレットパーク木更津 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - MITSUI OUTLET PARK KISARAZU Line Hamamatucho - Tokyo Sta. - MITSUI OUTLET PARK KISARAZU Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

マイタウンダイレクトバス -My Town Direct Bus-

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

東京新浦安線 新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」～東京駅・秋葉原駅 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Shinurayasu Line Shinurayasu aria - "Tokyo Disney Resort ®" - Tokyo Sta. - Akihabara Sta. Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京千葉北線 [ちばきたライナー] 千葉北IC周辺地区～東京駅・東雲車庫 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Chibakita Line [Chibakita Liner] Chiba-Kita I.C Area - Tokyo Sta. - Shinonome Bus Service Office Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

東京千城台線 成東車庫・八街駅・千城台～東京駅・東雲車庫 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo - Chishirodai Line Naruto Bus Service Office - Yachimata Sta. - Chishirodai - Tokyo Sta. - Shinonome Bus Service Office Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/7/16 ～ 〇

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

東京都内

For Tokyo

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

千葉県方面

For Chiba

2020/7/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/7/16 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/16～ 〇

2020/9/16 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）
※【佐原ルート・小見川ルート】は千葉交通のホームページをご覧ください。　※Click here for the【Sawara and Omigawa routes】

茨城県方面

For Ibaraki

2020/7/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

千葉県方面

For Chiba

2020/9/16 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/8/25 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/16 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

運行状況

Operation information

千葉県方面

For Chiba

2020/7/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/6/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/6/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

三井アウトレットパーク木更津

For MITSUI OUTLET PARK

KISARAZU

2020/9/16 ～ ▲

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/0ae31ab8e17146a905494ddda8347d56.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/0ae31ab8e17146a905494ddda8347d56.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/b6a280c42732e0ceded9818914ba5b41.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/b6a280c42732e0ceded9818914ba5b41.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ece40073711d2d2214b8d738b42c484b.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ece40073711d2d2214b8d738b42c484b.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/bf54327ca1512ef639366e0df3e02287.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/bf54327ca1512ef639366e0df3e02287.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/984d2798c0f79ffc5e81541716f990a2.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/984d2798c0f79ffc5e81541716f990a2.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/f7d422f6659fdba370493d14a8fc3ed0.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/f7d422f6659fdba370493d14a8fc3ed0.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/9bad21fef6faecf2f754ee557fb02500.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/9bad21fef6faecf2f754ee557fb02500.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/580ee78d2294fcf03fafccd265526d2d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/580ee78d2294fcf03fafccd265526d2d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/06dfebbcc35f82c84be29d678234902b.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/c83085c1ae7cfb7d5a2e367d0e32e5ce.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/c83085c1ae7cfb7d5a2e367d0e32e5ce.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/53ef01f9cbb3198e6816e8b3c578039d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/53ef01f9cbb3198e6816e8b3c578039d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/53ef01f9cbb3198e6816e8b3c578039d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/818ce30eff1942b00fdecdcc9043629c.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/818ce30eff1942b00fdecdcc9043629c.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/818ce30eff1942b00fdecdcc9043629c.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/905854428c321a8a840cc728c391df64.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/905854428c321a8a840cc728c391df64.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/905854428c321a8a840cc728c391df64.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/06dfebbcc35f82c84be29d678234902b.pdf
http://www.chibakotsu.co.jp/


京成高速バス 運行情報 -Keisei Expressway Bus operation information-

｢東京ディズニーリゾート®｣ 発着路線 - "Tokyo Disney Resort ®" Access -

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

羽田TDR線   ※ 羽田空港～「東京ディズニーリゾート®」・周辺ホテル 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Haneda Airport - "Tokyo Disney Resort ®" Line　※ Haneda Airport. - "Tokyo Disney Resort ®" - Nearby hotel

新宿TDR線 バスタ新宿（新宿駅）～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Shinjuku - "Tokyo Disney Resort ®" Line Shinjuku Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

スカイツリーTDR線 東京スカイツリータウン®・錦糸町駅～葛西駅・「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tokyo Skytree - "Tokyo Disney Resort ®" Line Tokyo Skytree Town - Kinshicho Sta. - Kasai Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

池袋TDR線　※ 武蔵浦和駅・池袋駅～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Ikebukuro - "Tokyo Disney Resort ®" Line　※ Musashiurawa Sta. - Ikebukuro Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

吉祥寺TDR線　 吉祥寺駅～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Kichijoji - "Tokyo Disney Resort ®" Line　 Kichijoji Sta. - Ikebukuro Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

武蔵小杉TDR線　 武蔵小杉・二子玉川～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Musashi-kosugi - "Tokyo Disney Resort ®" Line　 Musashi-kosugi and Futako-tamagawa - "Tokyo Disney Resort ®"

川崎TDR線 川崎駅・蒲田駅～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Kawasaki - "Tokyo Disney Resort ®" Line Kawasaki Sta. - Kamata Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

松戸TDR線 松戸駅～「東京ディズニーリゾート®」 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Matsudo - "Tokyo Disney Resort ®" Line Matsudo Sta. - "Tokyo Disney Resort ®"

新浦安線 新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」～東京駅・秋葉原駅 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Shinurayasu Line Shinurayasu aria - "Tokyo Disney Resort ®" - Tokyo Sta. - Akihabara Sta.

※当面の間、予約受付を中止いたします。　※We will stop accepting bus reservations for a while.

富士急ハイランド 発着路線 - Fuji-Q Highland Access -

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

津田沼ハイランド線　 海浜幕張・津田沼駅・西船橋駅～富士急ハイランド 一部運休（臨時ダイヤの時刻表はこちら）

Tsudanuma - Highland Line Kaihimmakuhari and Tsudanuma ~ FUJI-Q HIGHLAND Some buses are suspended.（Click here for a temporary timetable.）

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

東京都内

For Tokyo

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/1～ 当面の間

（for the time being）

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

千葉県方面

For Chiba

2020/９/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/7/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

▲

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

神奈川県方面

For Kanagawa

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

2020/9/1 ～ 当面の間

（for the time being）
▲

たまプラTDR線　

Tama plaza - "Tokyo Disney Resort ®" Line　

たまプラーザ駅～「東京ディズニーリゾート®」

Tama plaza Sta. - "Tokyo Disney Resort ®" ※2020/10/2のみ ▲

横浜TDR線

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

東京都内

For Tokyo

千葉県方面

For Chiba

2020/9/23 ～当面の間

（for the time being）
▲

秋葉原ハイランド線

Akihabara - Highland Line

秋葉原～富士急ハイランド・河口湖

Akihabara ~ FUJI-Q HIGH LAND, Kawaguchiko

2020/9/23 ～10/2 ▲

▲

▲

2020/10/3～10/31

2020/11/1～11/29

Yokohama - "Tokyo Disney Resort ®" Line

横浜駅東口～「東京ディズニーリゾート®」

Yokohama Sta. - "Tokyo Disney Resort ®" ※2020/10/2のみ ▲

https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/25628079451fa1b362159830c372a800.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/25628079451fa1b362159830c372a800.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/b00bf143de99d9810a91b417f4d79b17.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/b00bf143de99d9810a91b417f4d79b17.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/964fc28032be25f1072bb7b0493798c3.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/964fc28032be25f1072bb7b0493798c3.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/bd5366b629f28af2bd9f7fede72f48a5.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/bd5366b629f28af2bd9f7fede72f48a5.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/312b728af11e0f2260e61f44b9b86569.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/312b728af11e0f2260e61f44b9b86569.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/27f205086c66d831354d3c47a700c8dc.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/27f205086c66d831354d3c47a700c8dc.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/166eb538f205c1292cf36b398ee90d9a.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/166eb538f205c1292cf36b398ee90d9a.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/fdcccc1ba66d90cc07ae6f6ea3102c42.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/fdcccc1ba66d90cc07ae6f6ea3102c42.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/816f479004c9b48f54d9fdf47d29be38.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/816f479004c9b48f54d9fdf47d29be38.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/46513ac42ec7f552d08fc65bb60dc5b5.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/46513ac42ec7f552d08fc65bb60dc5b5.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ac82e49676d81284eb401c999f3c1da7.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/ac82e49676d81284eb401c999f3c1da7.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/4d6529652b58edc341e45042a485e0ff.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/4d6529652b58edc341e45042a485e0ff.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/53ef01f9cbb3198e6816e8b3c578039d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/53ef01f9cbb3198e6816e8b3c578039d.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/317c5cab0e422b995978a1980f1dd609.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/317c5cab0e422b995978a1980f1dd609.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/317c5cab0e422b995978a1980f1dd609.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/cc55b068cd61defa971aa3d416d4d612.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/cc55b068cd61defa971aa3d416d4d612.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/cc55b068cd61defa971aa3d416d4d612.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/64b603de83fd9037c93f8984553f0ae8.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/64b603de83fd9037c93f8984553f0ae8.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/64b603de83fd9037c93f8984553f0ae8.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/7f9628c9ca7e31ee84879ce8ecc9cffd.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/7f9628c9ca7e31ee84879ce8ecc9cffd.pdf
https://www.keiseibus.co.jp/info/upfiles/7f9628c9ca7e31ee84879ce8ecc9cffd.pdf


京成高速バス 運行情報 -Keisei Expressway Bus operation information-

夜行高速バス -Overnight Expressway Bus- 

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

名古屋線「ファンタジアなごや号」 西船橋駅・「東京ディズニーリゾート®」・YCAT～星ヶ丘・千種駅・栄（オアシス２１）・名古屋駅 全便運休

Nagoya Line Nishifunabashi Sta. - "Tokyo Disney Resort ®" - YCAT - Nagoya Sta. The bus service has been suspended.

奈良線「やまと号」 津田沼・西船橋駅・「東京ディズニーリゾート®」・上野・YCAT・本厚木駅～天理・奈良・五位堂方面 全便運休

Nara Line Tsudanuma Sta. - Nishifunabashi Sta. - "Tokyo Disney Resort ®" - Ueno - YCAT - Honatsugi Sta. - Nara The bus service has been suspended.

大阪線 海浜幕張駅・西船橋駅・「東京ディズニーリゾート®」・東京駅・横浜駅～千里・新大阪・阪急三番街・ハービスOSAKA・神戸三宮 全便運休

Osaka Line  Kaihinmakuhari Sta. - Nishifunabashi Sta. - "Tokyo Disney Resort ®" - Tokyo Sta. - Yokohama Sta. - Osaka The bus service has been suspended.

深夜急行バス -Night Express Bus-

方面

Direction

路線名

Route name

区間（主な停留所）

Section (Main bus stops)

対象期間

Period covered

深夜急行葛西線 東京駅 → 葛西臨海公園駅・葛西駅・一之江駅・奥戸車庫 全便運休

Kasai Line Tokyo Sta. - Kasairinkaikoen Sta. - Kasai Sta. - Ichinoe Sta. - Okudo Bus Service Office The bus service has been suspended.

深夜急行新浦安線 新橋駅・有楽町駅・東京駅 → 新浦安駅北口・サンコーポ西口 全便運休

Shin-Urayasu Line Shimbashi Sta. - Yurakucho Sta. - Tokyo Sta. - Shin-Urayasu Sta. North Exit - Suncorp West Exit The bus service has been suspended.

深夜急行千葉線 新橋駅・有楽町駅・東京駅 → 新浦安駅・海浜幕張駅・稲毛海岸駅・稲毛駅・千葉駅 全便運休

Chiba Line Shimbashi Sta. - Yurakucho Sta. - Tokyo Sta. - Shin-Urayasu Sta. - Kaihimmakuhari Sta. - Inagekaigan Sta. - Inage Sta. - Chiba Sta. The bus service has been suspended.

2020/3/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

千葉県方面

For Chiba

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

大阪・神戸方面

For Osaka and Kobe

【千葉発 / Departure From Chiba】

2020/8/16 ～ 当面の間

（for the time being）

【大阪発 / Departure From Osaka】

2020/8/17 ～ 当面の間

（for the time being）

✕

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

東京都内

For Tokyo

2020/4/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

　　　　　　　　　　　　〇 … 通常運行/Regular service　　　　　　  　　 △ … 遅延/Delay

　　　　　　　　　　　　▲ … 一部運休/Partial Service suspended 　　　 × … 運休/Suspended service

運行状況

Operation information

名古屋方面

For Nagoya

2020/8/16 ～ 当面の間

（for the time being）
✕

奈良方面

For Nara


