
到着時刻 種別・行先 始 発

6時38分 西馬込 成田空港 ｱｸｾｽ線経由

6時43分 急行 羽田空港 成田空港

6時48分 西馬込 印旛日本医大

6時55分 急行 羽田空港 京成成田

7時00分 西馬込 京成高砂

7時04分 急行 羽田空港 印旛日本医大

7時10分 急行 羽田空港 青砥

7時14分 西馬込 成田空港 ｱｸｾｽ線経由

7時18分 西馬込 京成高砂

7時23分 エアポート快特 羽田空港 京成成田

7時25分 急行 羽田空港 印西牧の原

7時30分 特急 三崎口 京成高砂

7時32分 西馬込 印旛日本医大

7時35分 急行 羽田空港 印旛日本医大

7時37分 西馬込 京成佐倉

7時40分 特急 京急久里浜 青砥

7時42分 西馬込 押上

7時45分 急行 羽田空港 印西牧の原

7時47分 西馬込 成田空港

7時50分 特急 三崎口 青砥

7時53分 西馬込 印旛日本医大

7時56分 急行 羽田空港 印旛日本医大

7時58分 西馬込 京成佐倉

8時01分 特急 三崎口 青砥

8時03分 西馬込 成田空港 ｱｸｾｽ線経由

8時06分 急行 羽田空港 印西牧の原

8時08分 西馬込 成田

8時11分 特急 三崎口 青砥

8時13分 西馬込 印旛日本医大

8時16分 急行 羽田空港 印旛日本医大

8時18分 西馬込 京成成田

8時21分 特急 三崎口 青砥

8時23分 西馬込 押上

8時26分 急行 羽田空港 印西牧の原

8時28分 西馬込 芝山千代田

8時31分 特急 三崎口 青砥

8時33分 西馬込 印旛日本医大

8時36分 急行 羽田空港 印西牧の原

8時38分 西馬込 京成成田

8時41分 特急 三崎口 青砥

8時44分 急行 羽田空港 成田空港 ｱｸｾｽ線経由

8時46分 西馬込 印西牧の原

8時49分 西馬込 京成成田

8時51分 特急 三崎口 青砥

8時54分 西馬込 印旛日本医大

8時56分 西馬込 印西牧の原

9時00分 急行 羽田空港 成田空港

9時03分 特急 三崎口 青砥

9時06分 西馬込 印西牧の原

9時09分 急行 羽田空港 京成成田

9時11分 西馬込 押上

9時14分 品川 青砥

9時18分 急行 羽田空港 印旛日本医大

9時22分 西馬込 成田空港

9時24分 快特 三崎口 青砥

9時28分 西馬込 印旛日本医大

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。

〇令和２年５月１８日（月）調査

                     　　　 混雑状況    浅草駅到着【平日：朝ラッシュ時　西馬込・京急線方面】　

←混雑状況　低 混雑状況　高→

座席に座れる程度 ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている



到着時刻 行　先 始発

6時43分 日　吉 西高島平

6時48分 日　吉 西高島平

6時53分 日　吉 西高島平

6時57分 日　吉 西高島平

7時03分 日　吉 西高島平

7時08分 日　吉 高島平

7時12分 日　吉 西高島平

7時16分 日　吉 西高島平

7時21分 白金高輪 西高島平

7時24分 日　吉 西高島平

7時28分 白金高輪 西高島平

7時31分 日　吉 西高島平

7時35分 日　吉 西高島平

7時38分 白金高輪 高島平

7時41分 日　吉 西高島平

7時44分 日　吉 西高島平

7時47分 白金高輪 高島平

7時50分 日　吉 西高島平

7時54分 白金高輪 西高島平

7時57分 日　吉 高島平

8時00分 日　吉 西高島平

8時03分 日　吉 西高島平

8時06分 白金高輪 西高島平

8時09分 白金高輪 高島平

8時12分 日　吉 西高島平

8時15分 日　吉 西高島平

8時18分 白金高輪 高島平

8時21分 日　吉 西高島平

8時24分 日　吉 西高島平

8時28分 白金高輪 西高島平

8時31分 日　吉 高島平

8時33分 白金高輪 西高島平

8時37分 武蔵小杉 西高島平

8時41分 日　吉 高島平

8時45分 白金高輪 西高島平

8時49分 日　吉 西高島平

8時53分 日　吉 西高島平

8時57分 白金高輪 西高島平

9時01分 武蔵小杉 西高島平

9時06分 日　吉 西高島平

9時12分 白金高輪 西高島平

9時16分 日　吉 西高島平

9時21分 日　吉 西高島平

9時25分 白金高輪 西高島平

9時30分 白金高輪 西高島平

9時35分 日　吉 西高島平

9時40分 日　吉 西高島平

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。

〇令和２年５月２０日（水）調査

                     　　　 混雑状況    巣鴨駅到着【平日：朝ラッシュ時　目黒・東急線方面】　

←混雑状況　低 混雑状況　高→

座席に座れる程度 ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている



到着時刻 行　先 始発 両数

6時41分 笹塚 本八幡 １０両

6時50分 京王多摩センター 本八幡 １０両

6時59分 笹塚 本八幡 ８両

7時05分 笹塚 本八幡 ８両

7時11分 橋本 本八幡 １０両

7時17分 笹塚 本八幡 １０両

7時22分 笹塚 本八幡 １０両

7時25分 笹塚 大島 ８両

7時29分 橋本 本八幡 １０両

7時33分 橋本 大島 ８両

7時34分 笹塚 本八幡 １０両

7時38分 笹塚 本八幡 ８両

7時41分 橋本 本八幡 １０両

7時44分 京王多摩センター 本八幡 １０両

7時47分 笹塚 本八幡 １０両

7時51分 笹塚 本八幡 １０両

7時54分 笹塚 本八幡 １０両

7時57分 笹塚 本八幡 １０両

8時01分 橋本 本八幡 １０両

8時04分 笹塚 本八幡 １０両

8時08分 京王多摩センター 本八幡 １０両

8時11分 笹塚 本八幡 １０両

8時15分 京王多摩センター 本八幡 １０両

8時18分 笹塚 本八幡 １０両

8時22分 笹塚 本八幡 １０両

8時26分 京王多摩センター 本八幡 １０両

8時30分 橋本 本八幡 １０両

8時35分 笹塚 本八幡 ８両

8時39分 京王多摩センター 本八幡 １０両

8時44分 笹塚 本八幡 １０両

8時49分 橋本 本八幡 ８両

8時54分 笹塚 本八幡 １０両

8時58分 京王多摩センター 本八幡 ８両

9時03分 笹塚 本八幡 １０両

9時07分 高尾山口 本八幡 １０両

9時12分 笹塚 本八幡 １０両

9時16分 橋本 本八幡 ８両

9時21分 橋本 本八幡 １０両

9時24分 新宿 本八幡 １０両

9時28分 笹塚 本八幡 １０両

9時32分 橋本 大島 １０両

9時35分 笹塚 本八幡 ８両

9時39分 笹塚 本八幡 １０両

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。

〇令和２年５月１９日（火）調査

←混雑状況 低 混雑状況 高→

                         混雑状況    住吉駅到着【平日：朝ラッシュ時 新宿・京王線方面】 

座席に座れる程度 ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている



到着時刻 行　　先 始　発

6時51分 六本木・大門方面 光が丘

6時58分 六本木・大門方面 光が丘

7時04分 六本木・大門方面 光が丘

7時09分 六本木・大門方面 光が丘

7時15分 六本木・大門方面 光が丘

7時20分 六本木・大門方面 光が丘

7時25分 六本木・大門方面 光が丘

7時31分 六本木・大門方面 光が丘

7時36分 六本木・大門方面 光が丘

7時40分 六本木・大門方面 光が丘

7時44分 六本木・大門方面 光が丘

7時48分 六本木・大門方面 光が丘

7時51分 六本木・大門方面 光が丘

7時55分 清澄白河 光が丘

7時58分 六本木・大門方面 光が丘

8時01分 六本木・大門方面 光が丘

8時04分 清澄白河 光が丘

8時07分 六本木・大門方面 光が丘

8時10分 六本木・大門方面 光が丘

8時13分 清澄白河 光が丘

8時16分 六本木・大門方面 光が丘

8時19分 六本木・大門方面 光が丘

8時22分 清澄白河 光が丘

8時25分 六本木・大門方面 光が丘

8時28分 六本木・大門方面 光が丘

8時31分 清澄白河 光が丘

8時34分 六本木・大門方面 光が丘

8時37分 六本木・大門方面 光が丘

8時40分 清澄白河 光が丘

8時43分 六本木・大門方面 光が丘

8時46分 六本木・大門方面 光が丘

8時49分 清澄白河 光が丘

8時53分 六本木・大門方面 光が丘

8時56分 六本木・大門方面 光が丘

9時00分 清澄白河 光が丘

9時04分 六本木・大門方面 光が丘

9時08分 清澄白河 光が丘

9時12分 六本木・大門方面 光が丘

9時16分 清澄白河 光が丘

9時20分 六本木・大門方面 光が丘

9時25分 清澄白河 光が丘

9時29分 六本木・大門方面 光が丘

9時33分 清澄白河 光が丘

9時37分 六本木・大門方面 光が丘

9時41分 清澄白河 光が丘

9時45分 六本木・大門方面 光が丘

9時49分 清澄白河 光が丘

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。

〇令和２年５月２０日（水）調査

                     　　　　混雑状況     東中野駅到着【平日：朝ラッシュ時　六本木・大門方面】　

←混雑状況　低 混雑状況　高→

ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている



到着時刻 行　先 始　発

6時51分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

6時56分 光ヶ丘 清澄白河

7時00分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時05分 光ヶ丘 清澄白河

7時09分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時12分 光ヶ丘 清澄白河

7時15分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時18分 光ヶ丘 清澄白河

7時21分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時24分 光ヶ丘 清澄白河

7時27分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時30分 光ヶ丘 清澄白河

7時33分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時37分 光ヶ丘 清澄白河

7時40分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時44分 光ヶ丘 清澄白河

7時48分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

7時52分 光ヶ丘 清澄白河

7時56分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時00分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時04分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時07分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時11分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時14分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時18分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時21分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時25分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時28分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時32分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時35分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時39分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時42分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時46分 光ヶ丘 清澄白河

8時49分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時53分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

8時57分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時02分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時07分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時11分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時16分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時21分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時27分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時32分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時38分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時43分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

9時48分 光ヶ丘 都庁前・飯田橋

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。

〇令和２年５月２２日（金）調査

                     　　　　混雑状況     月島駅到着【平日：朝ラッシュ時　大門・六本木方面】　

←混雑状況　低 混雑状況　高→

座席に座れる程度 ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている



到着時刻 行先

6時22分 日暮里

6時27分 日暮里

6時32分 日暮里

6時36分 日暮里

6時41分 日暮里

6時44分 日暮里

6時47分 日暮里

6時50分 日暮里

6時54分 日暮里

6時57分 日暮里

7時00分 日暮里

7時03分 日暮里

7時07分 日暮里

7時10分 日暮里

7時13分 日暮里

7時16分 日暮里

7時19分 日暮里

7時23分 日暮里

7時26分 日暮里

7時29分 日暮里

7時32分 日暮里

7時36分 日暮里

7時39分 日暮里

7時42分 日暮里

7時45分 日暮里

7時49分 日暮里

7時52分 日暮里

7時55分 日暮里

7時58分 日暮里

8時02分 日暮里

8時05分 日暮里

8時08分 日暮里

8時11分 日暮里

8時14分 日暮里

8時18分 日暮里

8時21分 日暮里

8時24分 日暮里

8時27分 日暮里

8時31分 日暮里

8時34分 日暮里

8時37分 日暮里

8時40分 日暮里

8時44分 日暮里

8時47分 日暮里

8時50分 日暮里

8時53分 日暮里

8時56分 日暮里

9時00分 日暮里

9時03分 日暮里

9時06分 日暮里

9時09分 日暮里

9時13分 日暮里

9時16分 日暮里

9時19分 日暮里

                         　　　　　混雑状況　西日暮里駅到着【平日：朝ラッシュ時　日暮里駅方面】

←混雑状況　低 混雑状況　高→

〇混雑状況は目安です。乗車位置や乗車する日にちによって変動があります。
〇日暮里方面の先頭車両及び２両目は混雑していますので、他の車両をご利用ください。
〇令和２年５月１９日（火）調査

座席に座れる程度 ゆったり立てる程度 すこし混みあっている 肩が触れ合う かなり混みあっている


