運行再開（予約再開）・運行状況一覧:空港着発路線／定期観光
新型コロナウィルスの影響により、高速バス・定期観光・空港線などは、運行再開（予約再開）している路線と引き続き
ご利用のお客様の減少が見込まれることから、減便又は運行を見合わせている路線ががございます。
「発車オ～ライネット」では、バス事業者にて運行予定のバスをご予約のために登録をしていますが、一部の路線では
運行再開が決定するまで一時的に「便の表示」を行っていない場合や、「満席」と表示している場合がございます。
下記は運行するバス事業者より6月19日以後に提供された運行情報を取りまとめたものです。
最新情報はバス事業者のホームページ等でご確認ください。
■51.羽田空港を発着する路線
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

改訂36版
更新日

2020/9/18
情報提供
バス事業者

川越羽田空港線

西武バス／リムジンバス
イーグルバス

一部便のみ運行しております。
運行調整中につきご予約は可能ですが、運休する場合があることを
予めご了承ください。

6月23日 西武バス

所沢羽田空港線

西武バス
リムジンバス

一部便のみ運行しております。
運行調整中につきご予約は可能ですが、運休する場合があることを
予めご了承ください。

6月23日 西武バス

石神井公園羽田空港線

西武バス
リムジンバス

一部便のみ運行しております。
運行調整中につきご予約は可能ですが、運休する場合があることを
予めご了承ください。

6月23日 西武バス

津田沼駅～羽田空港線

京成バス
東京空港交通

一部便の運休をしております。

6月22日 京成バス

大宮羽田空港線

西武観光バス／リムジンバス
国際興業／京浜急行

一部便のみ運行しております。
運行調整中につきご予約は可能ですが、運休する場合があることを予めご了
承ください。

7月22日 西武バス

仙台⇔首都圏線
／（昼行便）

ジェイアールバス東北

一部の便を減便の上、運行を再開しております。

6月23日 ジェイアールバス東北

竜王・甲府～羽田空港線

山梨交通/京浜急行バス

8月31日までの間、全便（1日4往復）運行致します。9月1日（火曜日）
以降は、新型コロナウィルス肺炎の影響による移動需要減少の為、
１日２往復での減便ダイヤでの運行となります。運行便など詳細については、
山梨交通ホームページをご覧下さい。

浦和・武蔵浦和-羽田空港線

国際興業
東京空港交通

当面の間、運休いたします。

6月22日 国際興業

上尾-羽田空港線

東武バスウエスト

7月16日(木)より運行再開いたします。（7月1日予約再開）
共同運行会社の京浜急行バス㈱が運休期間中の2020年6月30日をもちま
して運行を終了いたしました。運行再開後は東武バスウエスト㈱単独での運行
になり、これまでの東武バスウエスト便のみ2往復4便の運行になりますのでご利
用の際はご注意ください。

6月25日 東武バス

田村車庫・本厚木・東名大和ー
羽田空港線

神奈川中央交通東
京浜急行バス

現在全便運休しておりますが、7月16日より一部の便を減便のうえ運行を再
開いたします。

7月3日 神奈川中央交通

相模大野・町田・南町田ー羽田
空港線

神奈川中央交通東
京浜急行バス

一部の便を減便のうえ、運行を再開しております。

7月3日 神奈川中央交通

8月7日 山梨交通

■52.成田空港を発着する路線
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

更新日

情報提供
バス事業者

大宮成田空港線

西武観光バス／東武バス
国際興業／京成バス
千葉交通

当面の間、運休しております。

6月23日 西武バス

所沢成田空港線

西武バス
京成バス

当面の間、運休しております。

6月23日 西武バス

小岩駅・一之江駅・葛西駅～成
京成バス
田空港線

全便運休しております。

7月21日 京成バス

新百合ヶ丘・たまプラーザ・センター 小田急バス／京成バス
南-成田空港
東急バス

当面の間、全便運休いたします。

6月19日 東急バス

成田空港⇔仙台線

ジェイアールバス東北
成田空港交通

当面の間、運休しております。

6月23日 ジェイアールバス東北

富士山・河口湖～成田空港線

京成バス
富士急行観光

全便運休しております。

6月22日 京成バス

前橋・高崎・藤岡－成田空港
／アザレア号

関越交通
千葉交通

現在全便運休しております。
運行再開時期は未定です。

6月24日 関越交通

福島・郡山～成田空港線

千葉交通

当面の間、全便運休しております。

6月24日 福島交通

全便運休しております。

6月25日 アルピコ交通

当面の間、全便運休致します。

6月27日 山梨交通

⾧野・松本-上野・TDR・成田空 アルピコ交通
港線
成田空港交通
竜王・甲府～成田空港線

山梨交通
千葉交通

東京空港交通
新越谷駅～成田空港線（しらこ
千葉交通
ばと号）
東武バスセントラル

全便運休しております。

7月6日 東武バス

全便運休しております。

7月6日 東武バス

神奈川中央交通東
橋本・相模大野・町田・南町田ー
神奈川中央交通西
成田空港線
京成バス

当面の間、全便運休しております。

7月3日 神奈川中央交通

茅ヶ崎・辻堂・藤沢・戸塚ー成田
成田空港交通
空港線

当面の間、全便運休しております。

7月3日 神奈川中央交通

当面の間、全便運休しております。

7月3日 神奈川中央交通

ふじみ野駅～成田空港線

田村車庫・本厚木ー成田空港線

東京空港交通
東武バスウエスト

神奈川中央交通西
京成バス

■53.関西空港を発着とする路線
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

更新日

情報提供
バス事業者

奈良-関西空港線

関西空港交通
奈良交通

現在奈良発5便運行中ですが、9月27日（日）より奈良発3便の運行となり
ます。

9月18日 奈良交通

学研都市・学園前- 関西空港
線

関西空港交通
奈良交通

現在奈良発5便運行中ですが、9月27日（日）より奈良発3便の運行となり
ます。

9月18日 奈良交通

大和八木・高田市-関西空港線

関西空港交通
奈良交通

全便運休しております。

9月18日 奈良交通

徳島関西空港線

徳島バス／南海バス
本四海峡バス／関西空港交通

全便運休（運行再開未定）

6月22日 徳島バス

■54.伊丹空港を発着とする路線
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

更新日

情報提供
バス事業者

天理・奈良-大阪（伊丹）空港 大阪空港交通
線
奈良交通

現在奈良発10便運行しております。

9月18日 奈良交通

特急神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ｱｳﾄﾚｯﾄ
号

6月6日より運行再開しました。

6月24日 近鉄バス

近鉄バス

■55.その他の空港を発着する路線
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

大宮南紀白浜線

西武観光バス
明光バス

全便運休しております。

京都⇔白浜線
／シラハマブルースカイ号

明光バス

8/12（104便のみ）・8/13（１便・３便・102便）～当面の間運休致し
ます。

那覇空港リムジンバス

沖縄バス

6月19日より主要エリアに1日6往復運行しております。
8月1日より主要エリアに1日16-17往復運行いたします。

更新日

情報提供
バス事業者

8月19日 西武バス
8月5日 近鉄バス
7月22日 沖縄バス

■91.定期観光
路線名

運行会社

運行再開(予約再開）・運行再開情報

更新日

情報提供
バス事業者

日光定期観光バス（終日コー
ス）

東武バス日光

全便運休しております。

7月6日 東武バス

日光定期観光バス（午後コー
ス）

東武バス日光

全便運休しております。

7月6日 東武バス

世界遺産「高野山・熊野」
聖地巡礼バス

龍神自動車

７月より土日祝のみ2往復運行。
８月より平日1往復、土日祝2往復運行。
１１月末まで予約受付中。

6月19日 龍神自動車

北海道中央バスの全路線

北海道中央バス

8/12（104便のみ）・8/13（１便・３便・102便）～当面の間運休致し
ます。

6月19日 北海道中央バス

