
期間  12月18～25日
時間　17:00～20:30
お問合せ（日野市）
　 まちづくり部産業振興課
 　042-585-1111

新宿周辺では夜景やホテル・百貨店などのイルミネーションが楽しめる。
建物や歩道を彩る装飾はもちろん、室内も飾り付けているところが多数。
夜景なら都庁展望室がおススメ。２０２ｍの高さから東京を一望できる。

都庁展望室から(写真・東京都提供)

【都庁展望室】＜入室無料＞
・営業時間（入室は30分前まで）
　北展望室　9:30～23:00
　南展望室　9:30～17:30
　※北展望室休室時は23:00まで
・休室日
　12月29～31日、1月2～3日
・お問合せ
　展望室専用03-5320-7890

【街並み】
ホテルやビル、百貨店や店舗で
装飾やイルミネーションを行っています

　　京王プラザホテル前

WEバス車内から

【新宿WEバス】＜時計回りに一周します＞
・ルート（一周35～40分）
　新宿駅西口
　→①東エリア（歌舞伎町や新宿三丁目）
　→②南エリア（南口駅前）
　→③西エリア（ワシントンホテルや都庁など）
　→④新宿駅西口
・運行時刻（10:00～20:00の間）
　平日　 15分間隔／土日祝  10分間隔
・運賃　（大人・小児同額）
　100円（グループの方は3人目から1人50円）
　新宿WEバス1日乗車券300円もあります
・運休日　元日（1月1日）
・お問合せ・・・中野営業所　03-3382-1511

天窓に
　なってるよ！

可愛い作りのお店にはパンや
ケーキ、焼き菓子が揃う。
店内で食べることもでき、また
ランチもあるので楽しい時間を
過ごしてみては。

・南大沢駅④から　【約9分　170円　毎時 計3～6本】
　［八60］殿ヶ谷戸経由　八王子駅南口
　［北03］北野駅北口
　※④のりばの［八61］中山経由　八王子駅南口行きでは
　　 行けません

・南大沢駅⑤から　【約4分　170円　毎時3本】
　［桜80］由木折返経由　聖蹟桜ヶ丘駅
　※⑤のりばの［桜84］板橋経由　聖蹟桜ヶ丘駅行きでは
　　 行けません

≪バス de アクセス≫

・北野駅③から　【約18分　260円　毎時3～6本】
　［北03］［八60］南大沢駅
　※③のりばの［八61］中山経由　南大沢駅行きでは
　　 行けません

・めじろ台駅②から　【約11分　170円　毎時 計5～10本】
　［西55］［西56］西八王子駅南口
　［八95］［八97］京王八王子駅

・高尾駅南口④から　【約12分　200円　毎時2～4本】
　［西62］西八王子駅南口

≪バス de アクセス≫

営業時間　8:00～20:00
　※8:00～10:00まではモーニングのみ
定休日　　 なし（1月1日は休みの場合あり）
お問合せ　042-673-2217

栗本橋バス停から徒歩3～5分

営業時間　10:00～19:00
定休日　　 日祝日
お問合せ　042-665-6538

西八王子駅南口バス停から
徒歩2分

米粉を使っているので、ふっくら・モチモチの
独特な食感が楽しめる。豊かなお米の香りも
特徴のひとつ。
パンのほかにも玄米などを使った和菓子やお餅、
シリアルも買うことができる。

最寄バス停

お店の位置

市のテーマ「ふだん着でＣＯ２をへらそう」をもとに
日野市役所前（市民プラザ）に、市民や学生の手作り
イルミネーションが彩る。
会場の電気はバイオ燃料発電でまかなう。

・日野駅③から　【約5分　170円　毎時 計2～3本】
　［日05］旭ヶ丘循環　［高05］高幡不動駅
　［高51］平山城址公園駅

・高幡不動駅④から　【約22分　250円　毎時 計1～3本】
　［高05］日野駅　［高06］豊田駅北口
　［高51］平山城址公園駅

≪バス de アクセス≫　　　　　　　　＝日野市ミニバス＝市役所前バス停
徒歩1分

昨年の展示

桜ヶ丘営業所　小俣さん

とても鮮やかで映える
イルミネーションです

・多摩センター駅⑩から
　【約6分　190円　毎時1～2本】
　［多05］京王多摩車庫

≪バス de アクセス≫
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所要の目安、片道運賃、9～18時の1時間当たりの運行本数

系統番号と行き先

　　全線一日フリー乗車券が使える路線

　　都区内一日フリー乗車券が使える路線

時刻表を見るなら『バスナビ』で！！ 携帯版なら→

街並みをのんびり楽しむなら「新宿ＷＥ(ウィー)バス」で新宿周辺を
ぐる～っとひと回り。天窓から真上に新宿の街を見て回ることができる。
新宿駅のまわりを走るので、百貨店やホテル・ビルをめぐるのに便利だ。
都庁本庁舎バス停で降りれば、都庁展望室への入口はすぐ。
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 全線一日フリー乗車券（大人700円　小児350円）が使えるバス路線で行けます

都区内一日フリー乗車券（大人500円　小児250円）が使えるバス路線で行けます

八王子営業所　谷合さん

お米で作ったパンです！
ぜひ1度食べてみて
ください

雑貨も扱っていて
ちょっとした買い物も
できます♪



～『一日フリー乗車券』を使ってバスに乗ってお出かけ～
　京王バスでは12月より、多摩地区も都区内地区も乗車できる『全線一日フリー乗車券』
　（700円）の発売を開始しました。（一部ご利用できない路線があります）
　また、好評いただいている『都区内一日フリー乗車券』（500円）も発売しています。
　ご紹介しているお店やスポットに行く際に、是非ご活用ください。

～『ちびっこ50円』　お休みの日はバスに乗ってお出かけ～
　小学生以下のお子様は50円で乗車いただける『ちびっこ50円』。
　12月より、夏休みや冬休みのみに実施していた『ちびっこ50円』を毎土日祝日にも
　ご利用いただけるようになりました。
　
　対象日：土日祝、冬休み（12月25日～1月7日）、春休み、GW、夏休み
　対象者：小学生以下のお子様
　支払方法：現金のみ

全てご主人手作りというチーズ
ケーキ専門店には常時１０種類
ほどのケーキが並ぶ。
人気のジャーマンはチーズを
たっぷり使用し、濃厚な味わい。
季節限定の味も楽しめる。

上） レアチーズ 320円
下） ジャーマン  340円

・中野駅南口③から　【約5分　200円　毎時 計5～7本】
　［中71］永福町　［中83］南部高齢者会館

・永福町（営業所前）から　【約23分　200円　毎時4～5本】
　［中71］中野駅

≪バス de アクセス≫

営業時間　10:00～20:00
定休日　　 月・火曜（その他不定休あり）
お問合せ　03-3381-6205

中央四丁目バス停から
徒歩1分

できるだけ焼きたてを食べられるようにと一日に何回もパンを
焼く。作り手の気持ちがこもった優しい味のパンが並ぶ。

営業時間  9:00～19:00
定休日　　日曜・第1,3,5月曜
お問合せ　042-369-3367

紅葉ヶ丘バス停から
徒歩1分

・多磨霊園駅から
　【約5分　190円　毎時2～3本】
　［武83］武蔵小金井駅北口

≪バス de アクセス≫

・武蔵小金井駅北口⑦から
　【約23分　230円　毎時2～3本】
　［武83］多磨霊園駅

営業時間　10:00～18:00
定休日　　 火曜（祝日の場合は翌日）
お問合せ　042-339-0504

・多摩センター駅⑩から
　【約6分　190円
　　　　　　　　　毎時1～3本】
　［多05］京王多摩車庫

≪バス de アクセス≫

一本杉公園バス停から
徒歩1～2分「あこ酵母」というこだわりの天然酵母を使い

じっくりと時間をかけ小麦粉の風味・旨みが
味わえるパンを作る。大きな看板が目印。

浄水場前バス停

映画「耳をすませば」の舞台。
坂～聖蹟桜ヶ丘駅間の街並みにも
物語の片鱗を見ることができる。
坂の上からは多摩川や聖蹟桜ヶ丘
駅を望める。

・聖蹟桜ヶ丘駅④から
　【約3分　170円　毎時3～6本】
　［桜91］桜ヶ丘二丁目

≪バス de アクセス≫

営業時間　10:00～20:00
定休日　　 火曜（祝日の場合は翌日）
お問合せ　042-339-0691

大橋バス停から　徒歩1～3分

小さな幸せ(お菓子やケーキ)を
届けたいと作られたお店。
クリームブリュレは注文を受け
それから表面を焼き、仕上げる。

・永山駅①から　【約3分　170円　毎時2～3本】
　［永65］多摩センター駅

≪バス de アクセス≫

・聖蹟桜ヶ丘駅　【約10分　190円　毎時 計2～5本】
　　⑦から［桜46］多摩センター駅
　　⑧から［桜47］京王多摩車庫

・多摩センター駅⑧から 【約18分 230円 毎時 計4～7本】
　［永65］永山駅　［桜46］聖蹟桜ヶ丘駅

可愛いヒツジと沢山のお菓子や
ケーキがお出迎え。
人気のシュークリームには特製
カスタードが。うーぷりんの
器は季節でデザインが変わり
集める楽しみがある。

営業時間　10:00～20:00
定休日　　 火曜（祝日の場合は翌日）
お問合せ　03-5377-3030

左）苺のシャルロット300円
右）うーぷりん410円
※器のデザインは変わります

八幡通りバス停から
徒歩1～3分

・新宿駅西口⑰から　【約19分　200円　毎時6～8本】
　［宿33］永福町

・永福町（駅前）から　【約7分　200円　毎時6～8本】
　［宿33］新宿駅西口

≪バス de アクセス≫

中野営業所　森下さん

ヨーロッパから取り寄せた厳選
素材を使い、丁寧に作られた
ケーキは芸術作品のよう。
上品な甘さが口に広がる。

営業時間　10:00～20:30
定休日　　 水曜
お問合せ　042-487-0675

調布駅・調布銀座バス停から
徒歩1～3分

・深大寺（正門前）から　【約11分　200円　毎時1～4本】
　［調34］調布駅北口

≪バス de アクセス≫

・吉祥寺駅南口⑧から　【約30分　200円　毎時1～2本】
　［吉14］調布駅北口

・武蔵小金井駅北口⑦から　【約32分　250円　毎時2～3本】
　［武91］調布駅北口

「おいしい！」
の一言です！！

　　発売場所：バス車内（一部除く）でお求めください
　　　　　　　　　※都区内一日フリー乗車券は都区内のみでの発売です

　　ご利用の詳細は京王バスのホームページをご確認ください
　　　　　　　　http://www.keio-bus.com/bus/page03_01.html

　　　　←このマークがついているお店・スポットは
　　　　　 全線一日フリー乗車券（大人700円　小児350円）が
　　　　　 使えるバス路線で行けます

　　　　←このマークがついているお店・スポットは
　　　　　 都区内一日フリー乗車券（大人500円　小児250円）が
　　　　　 使えるバス路線で行けます

多摩営業所　川田さん

揚げたてのカレーパンは絶品です

多摩営業所　細野さん

おススメは、あこ食パン！

多摩営業所　新宮さん

いろは坂桜公園から
駅に向かって観る
夜景が1番綺麗です

本社　三浦さん

旬の素材を使った
パンがおいしい！
やみつきです

時刻表を見るなら『バスナビ』で！！ 携帯版なら→

うーぷりんは特に子供が
喜びます（*^-^*）

ケーキは店内で
食べることもできる

多摩営業所
菊池さん

多摩営業所　菅さん

チョコレートケーキが
おすすめ！

※ご応募いただいたお客様の個人情報は、賞品の発送およびアンケート集計以外の目的で使用することはございません

全線一日フリー乗車券（2枚）　2組様　または　京王バス文具セット（非売品）　5名様　をプレゼント！
官製はがきに、ご希望賞品、住所、氏名、年齢、本誌の感想、本誌で興味を持った店を記載の上、ご応募ください。
【応募先】〒183-0055　東京都府中市府中町1-9　京王電鉄バス㈱　営業推進担当　　【締切】2010年1月7日必着

手の込んだ作りで
食べるのがもったいない！


