
系統番号 起　点 経過地 終　点

多　摩
℡042-678-6550

多03 多摩センター駅 落合四丁目 豊ヶ丘四丁目  23:16、23:48

町41 町田バスセンター 体育館前 藤の台団地  23:32、23:45、24:00

町　田
℡042-735-5970

町32 町田バスセンター 境川団地 小山田桜台  23:45

町33 町田バスセンター 木曽南団地 下山崎  23:36

町25 町田バスセンター 山崎団地センター 野津田車庫  24:15

町61 町田バスセンター 藤の台団地 野津田車庫  24:36

町26 町田バスセンター 図師 野津田車庫  23:35、23:45

町76 町田バスセンター あけぼの病院前 成瀬台  23:27

鶴11 鶴川駅 センター前 鶴川団地

藤　沢
℡0466-36-5121

戸塚バスセンター 原宿 藤沢駅北口
戸81

茅ヶ崎
℡0467-52-7101

茅35 茅ヶ崎駅 茶屋町 浜見平団地

茅81 茅ヶ崎駅 鶴が台団地 松風台

善行駅 団地入口 善行団地

藤沢駅北口 渡内 大船駅西口

辻11 辻堂駅南口 浜見山 辻堂団地

藤沢駅北口
船32

戸塚駅東口

戸　塚
℡045-304-8050

船22 大船駅西口 俣野公園・横浜薬大前 立場ターミナル

戸52 戸塚バスセンター 原宿 俣野公園・横浜薬大前

戸13 戸塚駅東口 阿久和 上飯田車庫

境15 三ツ境駅 阿久和

国道平戸 保土ヶ谷駅東口

上永谷駅・芹が谷 上大岡駅

運行系統名

戸22 戸塚駅東口 ブリヂストン前 舞岡

天王山橋 緑園都市駅

井11 井土ヶ谷下町 弘明寺口 南永田団地

71 上大岡駅 芹が谷・南高校前 上大岡駅

国道平戸 不動坂

清水橋 天神橋

営業所

舞　岡
℡045-822-6121

上96 上大岡駅

30 上大岡駅

戸38 戸塚駅東口

保06 保土ヶ谷駅東口

東10 東戸塚駅東口

上06 上大岡駅

船91 大船駅

芹が谷 不動坂

71 上大岡駅 芹が谷・南高校前 上大岡駅

新橋町

戸60 戸塚バスセンター 汲沢 立場ターミナル

境11 三ツ境駅 原店 宮沢

戸39 弥生台駅 領家谷

大船駅西口 渡内

中　山
℡045-444-8666

116 三ツ境駅北口 近隣公園前 若葉台中央

 23:40

 23:28、23:40、23:50、24:05、24:19

 23:37

 23:37、23:59

 23:37

 23:37

 23:47

 23:32

 22:36

 23:25

 23:25

中野町 桂台中央  23:25

藤沢駅北口 原宿 戸塚バスセンター

善01

 23:45

 22:55　　（ただし、30 上大岡駅～芹が谷～上永谷駅系統として同時刻に運行します）

 23:53、24:14

 22:55

 23:35

 22:33　　（ただし、30 上大岡駅～上永谷駅～芹が谷系統として同時刻に運行します）

 23:37

 23:22

 23:30、23:55

 23:15

 22:55

 23:30、23:51

 23:28

 23:46

 23:20

〃

〃

横　浜
℡045-891-7111

公田団地 上郷ネオポリス  23:35、24:00

船11 大船駅 桂台中央 上之  23:18、23:45、24:30

金24 金沢八景駅 庄戸 上郷ネオポリス  23:59

 23:37

港37 港南台駅 庄戸 上郷ネオポリス  23:41

港33 港南台駅

【土曜ダイヤ】　２２時以降の運行便数変更一覧

　　　　　　　　　　　　　　減便する系統の起点発時刻
赤字…深夜便（運賃倍額）

備考

【2020年8月29日（土）より実施】

8月24日（月）よりダイヤ改正を実施いたします。
左記系統以外のダイヤ改正概要につきましては、
「横浜営業所ダイヤ改正について」をご覧ください。

【2020年9月5日（土）より実施】

〃

【2020年9月5日（土）より実施】

【2020年9月5日（土）より実施】

9月5日（土）よりダイヤ改正を実施いたします。
左記系統以外のダイヤ改正概要につきましては、
「多摩営業所ダイヤ改正について」をご覧ください。

【2020年9月5日（土）より実施】

9月5日（土）よりダイヤ改正を実施いたします。
左記系統以外のダイヤ改正概要につきましては、
「町田営業所ダイヤ改正について」をご覧ください。



系統番号 起　点 経過地 終　点

厚43 森の里

本厚木駅 合同庁舎前

相25 相模原駅南口 北里大学病院・北里大学 相模大野駅北口

厚木バスセンター

厚06 本厚木駅 公所 鳶尾団地

本厚木駅 深夜 緑ヶ丘三丁目

厚48 本厚木駅 合同庁舎前 毛利台団地

森の里

厚木
℡046-241-2626

厚木北
℡046-291-2123

淵34

平塚駅南口 羽衣公園入口 西海岸

田村車庫 大神・旭町 本厚木駅南口

平28 平塚駅北口

本厚木駅南口

橋本
℡042-775-0850

淵野辺駅南口 上溝団地 光が丘一丁目

淵野辺駅南口 光が丘・上溝団地 淵野辺駅南口

毛利台団地 合同庁舎前 厚木バスセンター

本厚木駅 鳶尾・まつかげ台・半原 清雲寺入口

津久井
℡042-784-0661

橋50 橋本駅北口 若葉台住宅 三ヶ木

平51 平塚駅北口 旧道 田村車庫

厚55

平90

 23:02　（ただし、淵34　淵野辺駅～上溝団地～光が丘一丁目系統として同時刻に運行します）

 23:30

 23:25

 22:40、22:58

 23:29、23:49

 23:33

 23:29、23:49

平塚
℡0463-55-7700

平22 平塚駅北口 諏訪町・農業高校 市民病院前

辻29 辻堂駅北口 湘南カントリークラブ前 湘南ライフタウン
綾　瀬

℡0467-79-2180

大和
℡046-274-3239

町88 町田ターミナル 下鶴間 鶴間車庫

長39 長後駅西口

 23:30

 23:45、24:05、24:45

 23:28

平塚駅北口 古花水・山下団地 高村団地

高村団地 山下団地・古花水 平塚駅北口

市民文化センター前 綾瀬車庫

辻堂駅北口 駒寄 湘南ライフタウン

長後駅西口 用田 綾瀬車庫

 22:45

 23:30

 24:03

 23:29、23:49

 23:29

 23:15

 23:29、23:55

 23:28

 23:28

 22:45

 23:15

 23:40相模原
℡042-778-6793

大55 相模大野駅北口 麻溝台 麻溝車庫

大25 相模大野駅北口 北里大学病院・北里大学 光が丘一丁目

相28 相模原駅南口

厚25

平63 平塚駅北口 住宅前・横内下 田村車庫

 23:25、23:58

 23:35、24:13

 22:45、23:16

 23:29、23:53

 22:43

中里・農業高校 湘南日向岡

秦野
℡0463-81-1803

平74 平塚駅北口 下大槻団地 秦野駅

平71 秦野駅 南平橋　金目駅 平塚駅北口

秦63 二宮駅北口 四ツ谷　南が丘公園前 秦野駅南口

秦60 秦野駅南口 上井ノ口　団地中央 二宮駅北口

 23:40

伊勢原
℡0463-95-2366

平塚駅北口 伊勢原団地 伊勢原駅南口

伊05 伊勢原駅南口 団地・ふじみ野 みどりヶ丘

伊勢原駅南口 伊勢原団地 平塚駅北口

旭町・大神 田村車庫

平50 平塚駅北口 柳の内 リバーサイド前

平40

 23:40

 23:30

 23:30

 23:20

 23:50

 22:40

 23:20

 22:50

 23:20

 22:59　（ただし、厚25　厚木バスセンター～緑ヶ丘三丁目系統とし同時刻に運行します）

 23:20、23:55

 24:15、24:35

辻24

長35

平29

光が丘三丁目 麻溝車庫

厚木バスセンター 緑ヶ丘

厚61 本厚木駅 深夜 春日台団地

厚14

厚48

中学校・船子 厚木バスセンター

厚11 本厚木駅 鳶尾・まつかげ台 上荻野車庫

厚08 本厚木駅 深夜 松蓮寺

厚90

営業所
運行系統名 　　　　　　　　　　　　　　減便する系統の起点発時刻

赤字…深夜便（運賃倍額）

【土曜ダイヤ】　２２時以降の運行便数変更一覧

備考

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

【2020年9月5日（土）より実施】


