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八王子中央

八王子北

八王子西・高尾

八王子南

台町3B

中野上町4A5A

寺田町B

七国6A

七国5A

七国4A

めじ ろ台2A

元八王子2B

七国2A

館町D（ゆ り のき 台）

台町1A2A

楢原町C（楢原小）

めじ ろ台3A

明神町2A4C

めじ ろ台1A4B

兵衛2A

暁町1B

城山手1A2A

散田町5A

元本郷町3Ｂ

散田町2B

八日町

元八王子３Ｂ

並木町B

子安町1B

み な み 野4B

台町4B
台町4A

中野山王1A

横川町G

七国1A

めじ ろ台1B

西片倉2A

暁町1A

めじ ろ台4A

元八王子1C

み な み 野3A4A5A

八幡町

子安町2A

下恩方町B

中野上町1C

谷野町A（七社神社）

元八王子3C

七国3A

明神町3A

暁町1C2B

館町E（高尾病院）

子安町2C3B

元横山町1A3A

大和田町6A

川口町D（駒形公園）

明神町4A

み つ い台2B

元本郷町1A

高尾町A（JR高尾駅周辺）

中野山王2Ｂ

西片倉3A

台町2B

中野上町1A2A

椚田町E（向久保公園）

東浅川町B（高尾スターレーン）

明神町1Ｂ

子安町1C4B

明神町1A

元八王子3A

み つ い台1B

八木町A

横川町C（クラウンハウス）

元横山町2A

中野上町3A

横山町B

本郷町A

大横町C

子安町1A

椚田町H（永生病院南部）

元八王子2A

兵衛1A

元八王子2C

中野山王3A

上野町A（第六中学校）

狭間町C（紅葉台）

千人町2D3C4C

中野山王1B2A

西片倉1A

元八王子1B

元本郷町4A

暁町2A3A

中野上町1B2B4B

長房町I（長房市民センター）

大和田町6B7A

大船町A（大船町会館）

東浅川町A（NTT浅川ビル）

川口町A

西寺方町B（宝生寺団地）

東浅川町C（原ふれ あい広場）

川町A（グリーンタウン高尾）

初沢町B（三和団地）

初沢町A（浅川小学校）

み な み 野2A

上壱分方町A（す わ 保育園）

子安町3C

散田町2C3C4A

片倉町J（片倉台小学校）

千人町2B3B4B

中野町B（メゾンクレール）

楢原町G（楢原中学校）

北野町C（和田公園）

小比企町C（聖パウロ病院）

散田町5Ｂ

四谷町A（四谷中学校）

散田町3A

片倉町N（由井第二小学校）

楢原町E（養護老人ホーム楢の里）

椚田町G（白百合椚田保育園）

散田町4Ｂ

散田町3Ｃ

片倉町I（片倉台こぶし公園）

楢原町Ｉ（楢原コピオ）

千人町2A3A4A

元横山町2B3B

元八王子1A

長房町K

廿里町A（廿里町公会堂）

大和田町5A

片倉町E（由井中学校）

高尾町B（トリックアート美術館）

み つ い台1A2A

追分町C

子安町3A

長房町H（東照寺南部）

山田町B（山田公園）

打越町C（打越公園）

犬目町C（犬目変電所）

散田町3B

大楽寺町G（カーサミラ）

諏訪町F（グレンモワ　スワ）

横川町B（横川橋公園）

千人町1B2C

叶谷町B（戸吹清掃事業所）

片倉町F（八王子片倉郵便局）

山田町C（桝形公園）

み な み 野1A6A

中野上町3B

小比企町B（由井第三小学校）

北野台5A

散田町3Ｄ

狭間町E（タウンズ八王子）

中野山王3B

散田町1A2D3D

小比企町D（中小比企停留所）

長房町F（白百合幼稚園）

散田町5D

小比企町E

長房町C（桜台団地）

横川町E（公社横川町住宅）

上壱分方町B

元横山町3C

並木町C（横山市民集会所）

東浅川町D（浅川保育園）

裏高尾町A（駒木野病院）

横川町D（美富士園）

丸山町（滝山台丸山公園）

諏訪町C（八王子桑の実幼稚園）

旭町A

館町A（館ヶ丘団地1・3号棟）

泉町B（市営泉町団地）

打越町F（打越公民館）

小門町A（小門町東部）

狭間町Ｆ（シャルムベルシー）

千人町1C

椚田町C（要石公園）

大和田町2A5B

横川町H（横川北ちびっこ広場）

万町A（南清山觀音寺）

寺田町C（白百合寺田保育園）

片倉町H（ﾚｽﾄｳ゙ｨﾗ八王子片倉）

泉町A（泉町み つ ば公園）

川口町Ｅ（川口児童館）

寺町A

片倉町Ｌ（由井市民センター）

散田町2E

中野町C（市営住宅西中野団地）

椚田町A

長房町G（富士森高校西側）

楢原町B（前川原公園）

めじ ろ台2B

西浅川町A（小名路停留所）

大和田町2B3A

北野台3A

大楽寺町F（誓願寺）

大楽寺町D（長圓寺）

清川町A（清川町会館）

叶谷町A（バミールハイム）

北野町D（北野事務所）

大楽寺町A（元八王子児童館）

弐分方町A（元八王子保育園）

狭間町D（公社八王子狭間住宅）

千人町1A

楢原町H（唐松住宅）

緑町C（緑町緑地）

旭町B

緑町A（緑町東町会会館）

長房町D（市営住宅）

館町B（館ヶ丘団地2・4号棟）

川口町C（八王子北部病院周辺）

西寺方町A（小田野中央公園南部）

平岡町B（平岡町北部）

散田町5C

み な み 野5B

中野町Ｄ(ﾋ゚ｭｱハイツ）

緑町D（八王子総合ホール）

本町B（いち ょうホール）

北野町B（北野上野原公園）

長房町E（自由が 丘・船田地区）

本町C（本町幼稚園）

散田町2A

諏訪町D

横川町I（さつ き 野住宅）

大横町A

館町F（双葉製作所）

四谷町C（トランキル梓）

東浅川町E（ダイアパレス高尾Ⅱ）

富士見町A（東花田原公園）

館町C（八王子市役所館事務所）

万町E（万代橋）

緑町E（ｷｬｽﾃｨﾝｸ゙八王子店）

平岡町A（平岡町南部）

子安町4A

子安町2B

元本郷町2A3A

天神町（天神公園）

楢原町F（ピアッツァ梅の原）

大横町B（極楽寺）

片倉町G（片倉台藤美公園）

緑町B（緑町西公園）

椚田町D（フジタ製薬東京工場）

富士見町B（富士見町公園北側）

久保山町2A

東町A（東町東部）

小門町B（小門町西部）

清川町B（清川1号公園）

大楽寺町B（元八王子中学校）

楢原町A（さつ き 薬局楢原店）

片倉町C（ｺーﾄﾋ゙ﾚｯｼ゙ﾌｼ゙）

長房町J（都立陵南公園野球場周辺）

寺田町A（寺田団地駐在所）

打越町H（打越日向前公園）

南町A

片倉町K（片倉台す ず かけ公園）

本町A

諏訪町H（諏訪保育園）

片倉町A（つ ど いの森入口）

諏訪町A（松枝住宅1～7号棟）

中野山王3C

打越町G（打越小ザス公園）

元横山町2D

日吉町A（日吉町東部）

横川町J（つ つ じ が 丘住宅）

狭間町A

寺町B（第三小学校）

横山町A（ニュー八王子ビル）

打越町D（片倉台打越公園）

長房町B（長房アパート西10～22号棟）

寺田町D（児童公園）

元本郷町1B

寺田町E（寺田緑地西側）

小比企町A（小比企団地自治会館）

泉町C（泉町住宅1～6・8号棟）

狭間町B

日吉町B（日吉八王子神社）

下恩方町A（恩方元原公園）

片倉町M（フードワン片倉店周辺）

明神町4B

寺町D（長心寺）

大和田町7B

田町A（田中商事㈱）

万町C（八王子グリーンプラザ）

下恩方町C（菅原神社）

川口町B（養護老人ホーム青陽園）

大和田町5C6C

長房町N（都営長房第二ｱﾊ゚ ﾄー）

新町A（竹の花公園）

諏訪町E（な らもと電気店）

中町A（八王子中町ビル）

弐分方町B（タウンホーム二分方）

長房町M（長房アパート西1～9号棟）

打越町E（片倉台打越公園北）

長房町A（長房アパート西23～29号棟）

中野町A（川口川　清水橋南西側）

長房町L（長房北アパート）

新町B（アローアセキタ）

東浅川町F（新都市はざまビル）

南新町（八王子年金事務所）

寺町C（まや保育園）

諏訪町B（松枝住宅8号棟）

大楽寺町E

追分町B（光明山日朝寺）

散田町1Ｂ

四谷町B（泉町住宅7・9号棟）

泉町D（ハイム・アイ）

諏訪町G（グランドールコスモ）

万町B（よろず 保育園）

台町3A

弐分方町C（弐分方小学校東側）

犬目町B（工学院大学犬目校舎北西側）

横川町A（木下マンション）

並木町A（戸田歯科医院）

片倉町B（斟珠禅寺北）

大横町D（八王子消防署）

山田町A（ｾﾝﾃｨ冨士森）

椚田町I（め じ ろ台ハイム）

日吉町C（日吉町北部）

片倉町D（いづ み 荘）

元横山町2C

椚田町B（八王子中央幼稚園）

追分町A（田中表具店）

犬目町A（あらい公園）

清滝駅

高尾駅

山田駅

高尾山駅

高尾山口駅

め じ ろ 台駅

京王八王子駅

八王子み な み 野駅

北野台4A

三崎町A（ﾌｧﾓｽ八王子）

大谷町A（市営大谷団地）

南町B（南町西部）

中町B（中町北東部）

叶谷町C（ドミール叶谷）

北野町A（北野こだ ち 公園北西）

凡例
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