
４

貢川

甲府西高

３

甲府駅

貢川交番前

１

２

③甲府駅 ⇔ 貢川交番前

○甲府西高校 バス時刻表 （Ｒ５．４月現在）
凡例
○:土休日運休
●:土休日のみ運行
×:土休日と8/13～15運休
◇:8/13～8/15を除く4/1～10/31の
間の平日運転

◆:11/1～3/31の間の平日運転
廃:廃棄道沿いバス停

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の

電子地形図(タイル)を複製したものである。

（承認番号 平28情複、第1521号）」

①イオンモール

⇔ 甲府西高校

行き 甲府西高校

(甲府方面) 通過時刻

イオンモール発

7:20 ○ 7:40

7:40 ○ 8:00

○参考

イオンモール～甲府西高校

片道２１０円

定期券設定なし

②櫛形･鰍沢方面

⇔ 甲府西高校 (ﾊｲｽｸｰﾙﾗｲﾅｰ)

行き 甲府西高校

(甲府方面) 通過時刻

鰍沢営業所発

6:20 × 7:08

6:50 × 7:42

帰り 甲府西高校

(鰍沢方面)

甲府西高 鰍沢営業所着

通過時刻

16:23 × 17:10

18:58 ◆ 19:45

19:28 ◇ 20:15

帰り

(イオンモール方面)

甲府西高校 イオンモール

通過時刻

15:35 15:55

15:50 ● 16:10

16:05 16:25

16:20 16:40

16:35 16:55

16:50 ● 17:10

17:05 17:25

17:20 17:40

17:35 17:55

17:50 ● 18:10

18:05 18:25

18:35 18:55

19:05 19:25

19:35 19:55

20:20 20:40

21:05 21:25

行き 甲府駅 貢川交番前

(美術館方面) (通過)時刻 通過時刻

(野牛島) 御勅使 6:16 6:25

(十五所) 小笠原車庫 × 7:08 7:18

(西野) 鰍沢営業所 × 7:13 7:23

(十五所) 小笠原車庫 × 7:45 7:55

(竜王駅) 敷島営業所 × 7:50 8:00

(十五所) 鰍沢営業所 8:05 8:15

帰り 貢川交番前 甲府駅

(甲府駅方面) (通過)時刻 通過時刻

甲府駅 × 15:48 15:58

(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ) 昇仙峡滝上 △ 16:10 16:20

甲府駅 16:18 16:28

中央病院 16:30 16:40

(中央病院) 敷島営業所 16:46 16:56

甲府駅 × 16:48 16:58

甲府駅 17:14 17:24

甲府駅 17:18 17:28

甲府駅 17:48 17:58

甲府駅 × 18:08 18:18

(一高) 昇仙峡口 18:25 18:35

甲府駅 18:29 18:39

甲府駅 18:33 18:43

中央病院 × 18:55 19:05

甲府駅 × 19:18 19:28

(一高) 昇仙峡口 × 19:31 19:40

甲府駅 × 20:34 20:43

５

櫛形・鰍沢方面（十五所・西野経由）⇔貢川

御勅使方面⇔貢川④ 行き 貢川 ④ 帰り 貢川

(甲府駅方面) 通過時刻 (鰍沢方面) 通過時刻

(十五所) 甲府駅 × 6:44 (十五所) 鰍沢営業所 15:41

甲府駅 × 6:59 (十五所) 鰍沢営業所 × 16:41

(十五所) 甲府駅 7:25 (西野) 小笠原下仲町 17:26

(西野) 中央病院 7:29 (十五所) 鰍沢営業所 17:31

甲府駅 ×廃 7:36 (十五所) 小笠原車庫 × 17:51

(十五所) 甲府駅 廃 7:37 (十五所) 鰍沢営業所 18:11

(十五所) 甲府駅 廃 7:52 (西野) 小笠原下仲町 18:16

(西野) 中央病院 廃 7:58 (十五所) 鰍沢営業所 18:41

(十五所) 甲府駅 ×廃 8:17 (十五所) フォレストモール富士川 19:11

(西野) 小笠原下仲町 19:20

(十五所) 小笠原車庫 19:40

(西野) 小笠原下仲町 × 19:55

(十五所) 鰍沢営業所 × 20:10

(十五所) 鰍沢営業所 × 21:10

(十五所) 小笠原下仲町 × 22:39

④ 行き 貢川

(甲府駅方面) 通過時刻

(御勅使) 甲府駅 7:32

(大草) 甲府駅 ○ 7:43

⑤ 帰り 貢川

(御勅使方面) 通過時刻

(竜王駅) 敷島営業所 15:32

(大草) 韮崎駅 16:16

(竜王駅) 敷島営業所 16:52

(野牛島) 御勅使 17:16

(竜王駅) 敷島営業所 17:22

(大草) 韮崎駅 17:51

(野牛島) 御勅使 18:21

(竜王駅) 敷島営業所 18:32

※最新の時刻は鉄道・バス会社等にご確認ください。


