
07 繰 \3,62619
-17807 入 落合南長 出 都東中野 \3,44821
-48207 入 東中野 出 八王子 \2,96621
-29007 物販 \2,67621
-13607 入 八王子 出 西八王子 \2,54021
-13607 入 西八王子 出 八王子 \2,40421
-48207 入 八王子 出 東中野 \1,92221
-17807 入 落合南長 出 都東中野 \1,74422
-15107 物販 \1,59322
-48207 入 東中野 出 八王子 \1,11122
-47307 入 八王子 出 中山 \63822
-24207 入 市　中山 出 市　セ南 \39622
-38607 物販 \1022

+5,00007 ｶｰﾄﾞ モバイル \5,01022
-24207 入 市　セ南 出 市　あざ \4,76822
-41907 入 あざみ野 出 地青山一 \4,34922
-10807 ＊入 都青山一 出 落合南長 \4,24122
-21007 ﾊﾞｽ等 都電都Ｂ \4,03123
-13607 入 目白 出 高田馬場 \3,89523
-13607 入 高田馬場 出 新宿 \3,75923
-54007 物販 \3,21923
-22007 ＊入 都　新宿 出 落合南長 \2,99923
-15707 物販 \2,84224
-27207 入 東長崎 出 秋津 \2,57024
-27207 入 秋津 出 東長崎 \2,29824
-13007 物販 \2,16825
-27207 入 東長崎 出 秋津 \1,89625
-35407 物販 \1,54225
-27207 入 秋津 出 東長崎 \1,27025
-22007 入 落合南長 出 都　新宿 \1,05026
-37707 入 小　新宿 出 小　町田 \67326
-64907 入 町田 出 蒲田 \2426

+5,00007 ｶｰﾄﾞ モバイル \5,02426
-22007 入 蒲田 出 浜松町 \4,80426
-27207 入 大門 出 落合南長 \4,53226
-22007 入 落合南長 出 都　新宿 \4,31227
-54007 物販 \3,77227
-22007 入 都　新宿 出 落合南長 \3,55227
-14707 入 東長崎 出 西武池袋 \3,40528
-15107 物販 \3,25428

-1,28007 購 携帯端末 \1,97428
+3,00007 ｶｰﾄﾞ モバイル \4,97428
-2,64007 入 池袋 出 塩崎 \2,33428
-39307 物販 \1,94130
-10807 物販 \1,83331
-19907 入 甲府 出 塩崎 \1,63431
-76708 物販 \86701
-15108 物販 \71602
-63808 物販 \7802

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \1,07805
-21008 ﾊﾞｽ等 山梨交通 \86805
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-21008 ﾊﾞｽ等 山梨交通 \65805
-18008 物販 \47807
-21608 物販 \26208
-19908 入 甲府 出 塩崎 \6308

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \1,06308
-19908 入 塩崎 出 甲府 \86408
-19908 入 甲府 出 塩崎 \66509
-16208 物販 \50311
-21608 物販 \28714
-19908 入 甲府 出 塩崎 \8814

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \1,08814
-19908 入 塩崎 出 甲府 \88914
-19908 入 甲府 出 塩崎 \69015
-19908 入 塩崎 出 甲府 \49115
-18008 物販 \31116
-19908 入 甲府 出 塩崎 \11218

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \1,11218
-19908 入 塩崎 出 甲府 \91318
-23608 物販 \67718
-23608 物販 \44120

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \1,44123
-21008 ﾊﾞｽ等 山梨交通 \1,23123
-19908 入 甲府 出 塩崎 \1,03223
-19908 入 塩崎 出 甲府 \83323

+3,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \3,83326
-2,31008 入 甲府 出 新宿 \1,52326
-22008 入 都　新宿 出 落合南長 \1,30326
-21008 ﾊﾞｽ等 都電都Ｂ \1,09327
-13608 入 目白 出 高田馬場 \95727
-13608 入 高田馬場 出 新宿 \82127
-54008 物販 \28127

+3,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \3,28127
-22008 ＊入 都　新宿 出 落合南長 \3,06127
-14708 入 東長崎 出 西武池袋 \2,91428
-99008 ＊入 池袋 出 牛久 \1,92428
-52508 ﾊﾞｽ等 関東鉄Ｂ \1,39928
-52508 ﾊﾞｽ等 関東鉄Ｂ \87428
-10508 物販 \76928
-31408 物販 \45528

+3,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \3,45528
-31508 物販 \3,14028
-99008 入 牛久 出 池袋 \2,15028
-14708 入 西武池袋 出 東長崎 \2,00328
-17808 入 落合南長 出 都中野坂 \1,82529
-9808 ＊入 地中野坂 出 地　荻窪 \1,72729

+1,00008 ｶｰﾄﾞ モバイル \2,72729
-1,98008 入 荻窪 出 甲府 \74729
-19908 入 甲府 出 塩崎 \54829
-19908 入 塩崎 出 甲府 \34929
-28508 物販 \6431
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