
起点・終点 経過地 起点・終点

大船駅 本郷車庫 金沢八景駅

港南台駅 ～ 上大岡駅

港南台駅 ～ 本郷車庫

港南台駅 ～ 横浜駅東口

港南台駅 庄戸 上郷ネオポリス

港南台駅 ～ 庄戸

港南台駅 小山台 本郷台駅

上大岡駅 小山台 本郷台駅

大船駅 本町四丁目 桜木町駅前

戸塚駅東口 ～ 舞岡

戸塚駅東口 ～ 保土ヶ谷駅東口

戸塚駅東口 井土ヶ谷 横浜駅東口

東戸塚駅 保土ヶ谷 横浜駅西口

上大岡駅 上永谷駅・芹が谷 上大岡駅

横浜駅東口 保土ヶ谷 芹が谷

上大岡駅 ～ 上永谷駅

戸塚バスセンター 金井 大船駅西口

戸塚バスセンター ～ 俣野公園・横浜薬大前 ドリームハイツ線は横浜薬大前止まり

戸塚バスセンター いちょう団地 上飯田車庫 （中屋敷～いちょう団地）迂回運行

戸塚バスセンター 中田 立場ターミナル

戸塚バスセンター 汲沢 立場ターミナル

戸塚バスセンター 戸塚斎場前 弥生台駅

湘南台駅東口 下飯田 立場ターミナル

長後駅東口 飯田 立場ターミナル

長後駅東口 いちょう団地 上飯田車庫 （中屋敷～いちょう団地）迂回運行

長後駅東口 いちょう団地 いずみ野駅 （中屋敷～いちょう団地）迂回運行

戸塚駅東口 阿久和 上飯田車庫

戸塚駅東口 領家谷 弥生台駅

戸塚駅東口 西田橋 弥生台駅

立場ターミナル ～ 瀬谷駅

立場ターミナル ～ 下瀬谷

立場ターミナル いずみ野駅 上飯田車庫

立場ターミナル いずみ中央駅 上飯田車庫 （いずみ中央駅）迂回運行

ドリームハイツ ～ 上飯田車庫 ドリームハイツ線は横浜薬大前止まり

大船駅西口 ～ 俣野公園・横浜薬大前

大船駅西口 ～ 立場ターミナル

神奈中多摩車庫 多摩境駅 橋本駅北口 （多摩境駅）迂回運行

多摩センター 豊ヶ丘四丁目 永山駅

多摩センター 豊ヶ丘四丁目 鶴川駅

多摩センター ～ 豊ヶ丘四丁目

聖蹟桜ヶ丘駅 ～ 永山駅

聖蹟桜ヶ丘駅 永山駅 鶴川駅 （諏訪南公園～永山高校）迂回運行

聖蹟桜ヶ丘駅 諏訪四丁目 聖蹟桜ヶ丘駅

永山駅 諏訪四丁目 永山駅

聖蹟桜ヶ丘駅 永山駅 永山五丁目 （諏訪南公園～永山高校）迂回運行

横浜駅西口 ～ 千丸台団地

鴨居駅 ～ 竹山団地

新横浜 ～ 保土ヶ谷駅西口

中山駅 今宿 鶴ヶ峰駅

中山駅 ～ 横浜駅西口

中山駅 ～ 三保中央

三ツ境駅北口 ～ 若葉台中央

三ツ境駅北口 ～ 十日市場駅

鶴ヶ峰駅 ～ 十日市場駅

鶴ヶ峰駅 ～ 若葉台中央

鶴ヶ峰駅 ～ よこはま動物園

長津田駅 ～ 若葉台中央

つくし野駅 成瀬駅 成瀬台

大和駅西口 東廻り 鶴間駅東口

大和駅西口 一の関 鶴間駅東口

大和駅西口 西廻り 鶴間駅

南林間駅 ～ 日産

野津田車庫 川島入口 鶴川駅

野津田車庫 市立室内プール 町田バスセンター

野津田車庫 図師 町田バスセンター

山崎団地センター 境川団地 町田バスセンター

山崎団地センター 市民病院前 町田バスセンター

※赤字につきましては新たに開通した路線または区間

 横浜

 舞岡

 備考
（迂回運行等）

運　　　行　　　路　　　線
営業所

 戸塚

 大和

運　　行　　路　　線
平成２６年２月１６日（日）９時００分現在

（青少年センター前～庚申塚）迂回運行

多摩

 町田
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※赤字につきましては新たに開通した路線または区間

 備考
（迂回運行等）

運　　　行　　　路　　　線
営業所

運　　行　　路　　線
平成２６年２月１６日（日）９時００分現在

相模大野駅北口 大沼・北里大学 麻溝車庫

相模大野駅北口 大沼・北里大学 相模原駅南口

相模大野駅北口 豊町 小田急相模原駅

相武台前駅 大沼・北里大学 相模原駅南口

相武台前駅 グリーンパーク

相武台前駅 総合体育館 北里大学

相武台前駅 ～ 相武台下駅 相武台前駅～磯部線は、相武台下駅止まり

茅ヶ崎駅南口 松尾・中海岸 茅ヶ崎駅南口

茅ヶ崎駅南口 東海岸循環 茅ヶ崎駅南口

茅ヶ崎駅南口 西浜 浜見平団地

茅ヶ崎駅南口 平和町・辻堂団地 辻堂駅南口

茅ヶ崎駅南口 若松町・浜竹 辻堂駅南口

茅ヶ崎駅南口 平和町・浜竹 辻堂駅南口

茅ヶ崎駅 古川・今宿 茅ヶ崎駅

茅ヶ崎駅 小和田 辻堂駅北口

茅ヶ崎駅 ～ 藤沢駅北口

茅ヶ崎駅 ～ 湘南みずき

茅ヶ崎駅 市立病院・室田 高山車庫

茅ヶ崎駅 下河原 寒川駅南口

茅ヶ崎駅 ～ ライフタウン

茅ヶ崎駅 ～ 文教大学

茅ヶ崎駅 ～ 鶴が台団地

茅ヶ崎駅 山伏塚 寒川駅南口

茅ヶ崎駅 山伏塚 西一之宮

茅ヶ崎駅 鶴嶺 小谷

藤沢駅北口 神明町 高山車庫

藤沢駅北口 上村 高山車庫

藤沢駅北口 長久保 辻堂団地

藤沢駅北口 上村 辻堂駅北口

藤沢駅北口 引地橋 辻堂駅北口

藤沢駅北口 原宿 戸塚バスセンター

藤沢駅北口 長久保 辻堂駅南口

辻堂駅南口 高砂 辻堂西海岸

藤沢駅北口 原宿 俣野公園・横浜薬大前

藤沢駅北口 一色上 湘南台駅西口 （一色上～湘南台住宅前）迂回運行

藤沢駅北口 渡内 大船駅西口 （玉縄行政センター入口～児童公園前）迂回運行

藤沢駅北口 インター 大船駅西口 （玉縄行政センター入口～児童公園前）迂回運行

大船駅西口 児童公園前 南岡本 （玉縄行政センター入口～児童公園前）迂回運行

大船駅西口 栄光学園 清泉女学院 （玉縄出張所前～玉縄台）迂回運行

大船駅西口 田谷 清泉女学院

辻堂駅北口 城南 赤羽根

藤沢駅北口 カントリークラブ 湘南ライフタウン （明治小学校）迂回運行

藤沢駅北口 柄沢 藤沢駅北口

辻堂駅北口 駒寄 湘南ライフタウン

湘南台駅西口 新道 慶応大学

湘南台駅西口 湘南ライフタウン 辻堂駅北口

湘南台駅西口 ～ 文教大学

湘南台駅西口 ～ 綾瀬車庫

湘南台駅西口 相原工業団地 湘南台駅西口

湘南台駅東口 ～ ドリームハイツ

長後駅西口 大法寺 綾瀬車庫

長後駅西口 綾瀬市役所 綾瀬車庫

長後駅西口 文化センター 綾瀬車庫

長後駅西口 上土棚団地 長後駅西口

辻堂駅北口 カントリークラブ 湘南ライフタウン

辻堂駅北口 大六天 湘南ライフタウン

辻堂駅北口 ～ 慶応大学

厚木バスセンター ～ 松蓮寺 （市立病院前～中村入口）迂回運行

厚木バスセンター 公所 鳶尾団地 （木売場～妻田）迂回運行

 相模原

 藤沢

 綾瀬

 茅ヶ崎

 厚木
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※赤字につきましては新たに開通した路線または区間

 備考
（迂回運行等）

運　　　行　　　路　　　線
営業所

運　　行　　路　　線
平成２６年２月１６日（日）９時００分現在

平塚駅北口 ～ 高村団地

平塚駅北口 ～ 湘南日向岡

平塚駅北口 ～ 湘南めぐみが丘

平塚駅北口 松岩寺 二宮駅北口

平塚駅北口 ～ 田村車庫

平塚駅北口 東八幡工業団地 平塚駅北口

平塚駅北口 ～ 神奈川大学校舎前

平塚駅北口 ～ 金田公民館

平塚駅北口 ～ 市民病院前

平塚駅北口 ～ 上万田

寒川駅南口 ～ 茅ヶ崎駅

愛甲石田駅 ～ あかね台循環

大磯駅 湘南大磯住宅 二宮駅北口

平塚駅北口 ～ 国府津駅

本厚木駅南口 ～ 平塚駅北口

秦野駅 富士見橋 高砂車庫

秦野駅 榎堂 高砂車庫

秦野駅 土橋 渋沢駅 （保健福祉センター～渋沢駅）運休

秦野駅 畑中 渋沢駅 （畑中～渋沢駅）運休

秦野駅 ～ 平塚駅北口

秦野駅 くず葉台 藤棚

秦野駅 ～ 蓑毛

秦野駅 ～ 東海大学正門前

秦野駅 ～ 神大校舎前

秦野駅 ～ 曽屋弘法

秦野駅 神奈川大学病院 秦野駅

秦野駅 下大槻団地 鶴巻温泉駅

秦野駅 下大槻団地 東海大学南口

秦野駅 消防庁舎前 羽根

平塚駅北口 ～ 東海大学

二宮駅北口 団地循環 二宮駅北口

二宮駅北口 ～ 団地中央

二宮駅北口 ～ 緑が丘

二宮駅北口 二宮高校前 緑が丘二丁目

二宮駅北口 二宮高校前 緑が丘二丁目

二宮駅北口 中里 橘団地

中央公園前 団地中央 二宮駅北口

中央公園前 二宮高校前 二宮駅北口

秦野駅南口 ～ 南が丘公園前

秦野駅南口 ～ 日立システムズ

秦野駅南口 ～ 比奈窪

秦野駅南口 ～ 二宮駅北口

秦野駅南口 ～ 平塚駅北口

国府津駅 ～ 比奈窪

二宮駅南口 比奈窪 高尾

東海大学前駅 オレンジヒル 東海大学前駅

伊勢原駅北口 大住台 鶴巻温泉

伊勢原駅北口 高森 愛甲石田

伊勢原駅北口 ～ 大山駅 （石倉橋～大山駅）中型車に乗換え運行

伊勢原駅北口 ～ 日向薬師 （温泉入口～日向薬師）中型車に乗換え運行）

伊勢原駅北口 殿村 伊勢原車庫

鶴巻温泉駅 真田 東海大学

鶴巻温泉駅 串橋下 伊勢原車庫

高村団地 ～ 伊勢原駅南口

東海大学前病院 ～ 伊勢原駅南口

平塚駅北口 豊田本郷・大句・団地 伊勢原駅南口

平塚駅北口 ふじみ野 伊勢原駅南口

平塚駅北口 大田 伊勢原駅南口

平塚駅北口 平間 伊勢原駅南口

平塚駅北口 城島 伊勢原駅南口

平塚駅北口 粕屋 伊勢原駅南口

平塚駅北口 ふじみ野 伊勢原駅南口

ふじみ野 みどりヶ丘 伊勢原駅南口

伊勢原車庫 ふじみ野 伊勢原駅南口

伊勢原車庫 馬渡 伊勢原駅南口

伊勢原車庫 市ノ坪 伊勢原駅北口

伊勢原車庫 白根 伊勢原駅北口

 伊勢原

平塚駅南口発着路線

 平塚

※なお、道路状況によりましては再度運休させていただく場合がございます。予めご了承ください。

 秦野
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