
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

金
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１７：３０
クラス

（送り）

１７：３０
クラス

（送り）

１８：３０
クラス

（送り）

１８：３０
クラス

（送り）

１６：３０
クラス

（迎え）

１７：３０
クラス

（迎え）

１７：３０
クラス

（迎え）

おゆみ野第２団地Ｃ-９棟向い おゆみ野第２団地Ｃ-９棟向い

NASおゆみ野 NASおゆみ野

大膳野バス停（鎌取駅方面） 大膳野バス停（鎌取駅方面）

誉田南バス停手前（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 市営誉田１丁目団地Ｃ-４棟前

誉田郵便局前 誉田郵便局前

クリーニング「ボス店」前 クリーニング「ボス店」前

クリーニング「ライフ」先 クリーニング「ライフ」先

マンション「ウィンベルコーラス」入口手前 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) 誉田農協入口(田宮クリニック手前)

竜産婦人科前 竜産婦人科前

マンション「コスモ誉田」前 マンション「コスモ誉田」前

沢田第２公園側 沢田第２公園側

トキ薬局前 トキ薬局前

マンション「モアステージ誉田」向い 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 マンション「リバティヒルズ」向い

理容室ピエール前 理容室ピエール前

誉田郵便局バス停（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 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 千葉市立誉田保育所入口

火曜日　 水曜日
NASおゆみ野 NASおゆみ野

中宿バス停(誉田駅方面） 中宿バス停(誉田駅方面）

１６：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（送り）

１８：００
クラス

（送り）

マンションライフヒルズ前 NASおゆみ野

おゆみ野入口バス停

鎌取駅ロータリー出口

NASおゆみ野

③コース（誉田方面）　 ③コース（誉田方面）　 

おゆみ野駅ガード下（鎌取駅方面） マンション「ライフヒルズ」前

「マンションアーバンコート」おゆみ野中央2丁目バス停（鎌取駅方面） おゆみ野入口バス停前

プラザ学園前（サロン　ジャンティー横） 鎌取駅ロータリー出口

ちはら台駅前歩道橋手前 ちはら台駅前歩道橋手前

小金沢坂下ガード先（光石エステート駐車場看板前） 小金沢坂下バス停（セブンイレブン前）

すずらん薬局前バス停（刈田子入口） 有吉中学校向い（ヘアーサロンブルーム前）

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）

はせがわ歯科前 はせがわ歯科前

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）

ちはら台整形外科前 ちはら台整形外科前

タカザワ動物病院手前 タカザワ動物病院手前

クリーニング専科前 クリーニング専科前

文月公園入口 文月公園入口

水の江小学校入口交差点角 水の江小学校入口交差点角

ちはら台南中学校門向い ちはら台南中学校門向い

文月公園バス停（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） 四季の丘バス停（ちはら台駅方面）

ヤックスドラック向い ヤックスドラック向い

ちはら台東４丁目バス停（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） パークシティちはら台バス停（ちはら台駅方面）

水の江バス停（ちはら台駅方面） 水の江バス停（ちはら台駅方面）

７５３歯科前 ７５３歯科前

オランダ家手前バス停 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） ちはら台入口バス停（ちはら台駅方面）

NASおゆみ野 NASおゆみ野

１６：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（送り）

１８：００
クラス

（送り）

日曜・月曜・祝日及び土曜（朝）は運行していません。

ご利用の際は、時間をご確認の上ご利用ください。

②コース（ちはら台方面～おゆみ野） ②コース（ちはら台方面～鎌取駅）　 　

火曜日　 水曜日

１６：３０
クラス

（迎え）

 
【スクール送迎バスご利用に関して】 
 

  ●スクール送迎バスご利用の方は、事前に各種届出(開始・停止・時間変更） 
   のお手続きをお願いいたします。 
  ●振替のレッスンでご乗車を希望される方は、振替ご予約時にお知らせ 
    ください。 
  ※バスの乗車が満員の場合は、ご乗車ができない事もあります。 

 
【バス乗車時のお願い】 
 
  ●乗車時には手を上げて合図をして下さい。 
   目印となるスクール指定バックを、お持ちください。 
  ●バスカードを運転手にお渡しください。 
  ●バス内での飲食はご遠慮ください。 

 
【お子様と保護者様へのお願い】 
 
  ●予定時間前までにバス停でお待ちください。 
   （バス停から離れた場所や物陰に隠れることなく、運転手から 
    見えやすい場所で お待ちください） 
  ●道路状況により予定時間にバスが到着できない場合がございます。 

 
【クラブ会員の皆様へ】 
 
  ●バスのご利用は、スクールのお子さまが優先となります。 
   満員の場合はご利用できない場合がございます。 
    予めご了承ください。 



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 25 :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）

１６：３０
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

1 ：43 ：43 ：43 1 ：13 ：13 ：13

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

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

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

5 ：49 ：49 ：49 ：49 ：49 5 :19 :19 :19 :19 :19

6 ：50 ：50 ：50 ：50 ：50 6 :20 :20 :20 :20 :20

7 ：52 ：52 ：52 ：52 ：52 7 :22 :22 :22 :22 :22

8 ：53 ：53 ：53 ：53 ：53 8 :23 :23 :23 :23 :23

9 ：54 ：54 ：54 ：54 ：54 9 :24 :24 :24 :24 :24

10 ：55 ：55 ：55 ：55 ：55 10 :25 :25 :25 :25 :25

11 ：56 ：56 ：56 ：56 ：56 11 :26 :26 :26 :26 :26

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

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

14 ：59 ：59 ：59 ：59 ：59 14 :29 :29 :29 :29 :29

15 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 15 :32 :32 :32 :32 :32

16 ：02 ：02 ：02 ：02 ：02 16 :32 :32 :32 :32 :32

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

18 ：05 ：05 ：05 ：05 ：05 18 :35 :35 :35 :35 :35

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

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

21 ：07 ：07 ：07 ：07 ：07 21 :37 :37 :37 :37 :37

22 ：08 ：08 ：08 ：08 ：08 22 :38 :38 :38 :38 :38

23 ：09 ：09 ：09 ：09 ：09 23 :39 :39 :39 :39 :39

24 ：11 ：11 ：11 ：11 ：11 24 :41 :41 :41 :41 :41

25 ：13 ：13 ：13 ：13 ：13 25 :43 :43 :43 :43 :43

26 ：19 ：19 ：19 ：19 ：19 26 :49 :49 :49 :49 :49

１７：００
クラス

（送り）

１７：００
クラス

（送り）

１８：００
クラス

（送り）

１８：００
クラス

（送り）

１６：００
クラス

（迎え）

１６：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（迎え）

１７：００
クラス

（迎え）

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　 鎌取駅ロータリー出口　

NASおゆみ野 NASおゆみ野

緑消防署向い 緑消防署向い

ハイムカメリア横（珍来手前） ハイムカメリア横（珍来手前）

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

泉谷公園バス停（鎌取駅方面） 泉谷公園バス停（鎌取駅方面）

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

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）

泉谷南バス停（鎌取駅方面） 泉谷南バス停（鎌取駅方面）

おゆみ野鍼灸院前 おゆみ野鍼灸院前

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

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

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

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

おゆみ野中央3丁目バス停 おゆみ野中央3丁目バス停

おゆみ野駅前（ガード下） おゆみ野駅前（ガード下）

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

マンション「プラザ学園」前 マンション「プラザ学園」前

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

１６：３０
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）

ゆみ～る前(送りのみ停車) ゆみ～る前(送りのみ停車)

シャトレーゼ前 シャトレーゼ前 NASおゆみ野

NASおゆみ野 NASおゆみ野

④コース（おゆみ野駅～鎌取駅）　 ④コース（おゆみ野駅～鎌取駅）　 

木曜日 金曜日

オートハウスオーケーアール（ＯＫＲ）前 オートハウスオーケーアール（ＯＫＲ）前 おゆみ野入口バス停前

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

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）

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

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

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（セブンイレブン前）

安藤こどもクリニック先 安藤こどもクリニック先 はせがわ歯科前

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）

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

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）

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

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

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

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

はせがわ歯科前 はせがわ歯科前 ヤックスドラック向い

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）

ヤックスドラック向い ヤックスドラック向い ７５３歯科前

文月公園入口 文月公園入口 オランダ家手前バス停

②コース（ちはら台方面～鎌取駅）

木曜日 金曜日 土曜日
NASおゆみ野 NASおゆみ野 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）

①コース（ちはら台方面） ①コース（ちはら台方面） 
１８：３０

クラス

（送り）

こ

こ こ

スポーツクラブ NASおゆみ野    
Tel 043-291-2811   


