
　[凡例]
　①塗りつぶしの系統番号は廃止系統のものです。
　②ｶｯｺ(　)内の停留所は一部の便が経由する停留所です。
　③斜線/で仕切られた停留所は複数の経由便がある停留所です。
　④(往路),(復路)は各々往路、復路便のみが経由する停留所です。

路線バス系統番号一覧表

平成24年11月26日更新

(神奈川中央交通)



記号なし
01 横浜駅西口 北軽井沢-三ッ沢西町-梅の木-上菅田町-鴨居町 中山駅
01 竹山団地 鴨居町 中山駅
05 横浜駅西口 洪福寺-和田町-梅の木-鶴ヶ峰駅-今宿-川井宿-近隣公園 若葉台中央
05 鶴ヶ峰駅 今宿-都岡辻 よこはま動物園
11 桜木町駅 山手町-平楽中学校-中村橋-南区役所-井土ヶ谷 保土ヶ谷駅
23 十日市場駅 霧ヶ丘ｾﾝﾀｰ 若葉台中央
30 上大岡駅 吉原-上永谷駅-平戸-芹が谷-最戸町 上大岡駅
40 長津田駅 玄海田-霧ヶ谷-近隣公園-地区公園 若葉台中央
56 上大岡駅 鴨居町 竹山団地
60 磯子駅 磯子台-笹堀-弘明寺-南区役所-弘明寺-笹堀-磯子台 磯子駅
62 横浜駅西口 [急行]洪福寺-和田町-梅の木-千丸台団地 千丸台集会所
64 磯子駅 笹堀 上大岡駅
69 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
71 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-南高校-室ﾉ木 上大岡駅
77 横浜駅東口 西平沼橋-水道道-保土ヶ谷駅-狩場町-平戸 芹が谷
115 鶴ヶ峰駅 今宿-川井宿-近隣公園 若葉台中央
115 鶴ヶ峰駅 今宿ﾊｲﾂ 鶴ヶ峰駅
116 三ッ境駅北口 亀の甲山-地区公園/近隣公園 若葉台中央
119 鴨居駅 鴨居町-新井町-千丸台団地-白山高校 鴨居駅
119 鴨居駅 鴨居町-新井町-梅の木-和田町 峰小学校
121 新横浜駅 八反橋-羽沢団地-三枚町-川島住宅-和田町-洪福寺 保土ヶ谷駅西口
138 港南台駅 日野南中学校-原-小山台 本郷台駅
139 上大岡駅 吉原-清水橋-原-小山台 本郷台駅
203 東戸塚駅 品濃口-平戸-芹が谷-最戸町 上大岡駅
204 東戸塚駅 品濃口-平戸-上永谷駅-吉原 上大岡駅
205 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-狩場町 保土ヶ谷駅
206 東戸塚駅 品濃口-平戸-芹が谷-最戸町-南区役所-最戸町-芹が谷-平戸 東戸塚駅

愛 愛甲石田駅
愛01 愛甲石田駅 高森団地
愛02 愛甲石田駅 あかね台入口-高森(二) 愛甲石田駅
愛10 愛甲石田駅 愛甲原住宅
愛11 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-小野橋-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢病院
愛15 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-小野橋-森の里中学校 森の里
愛16 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-厚木西高校 森の里
愛17 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-森の里青山-厚木西高校 森の里
愛18 愛甲石田駅 広町橋-小野橋 松蔭大学
愛19 愛甲石田駅 広町橋-小野橋 日産技術開発ｾﾝﾀｰ
愛20 愛甲石田駅 船子-愛名入口 毛利台団地
愛21 愛甲石田駅 鳴瀬 愛甲原住宅
愛21 愛甲石田駅 広町橋-小野橋-松蔭大学 日産技術開発ｾﾝﾀｰ
愛24 愛甲石田駅 愛甲原住宅-愛名入口-愛名-六堂辻-千頭-荻野新宿 松蓮寺
※日産技術開発ｾﾝﾀｰ=日産先進技術開発ｾﾝﾀｰ

原 相原駅
原17 相原 相原十字路-根岸 東京家政学院
原19 相原 相原十字路-根岸-境橋 法政大学
原21 相原 相原十字路-根岸-境橋 大戸
原23 相原 相原十字路-真米 東京家政学院
原25 相原 相原十字路-根岸-境橋-法政大学 大戸

青 青葉台駅
青55 青葉台駅 松風台-中恩田橋 あかね台

綾 綾瀬営業所



綾76 さがみ野駅北口 北向庚申堂 相武台前駅

い いずみ野駅
い01 いずみ野駅 ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ 下瀬谷
い02 いずみ野駅 和泉台-立場-通信隊前-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
い03 いずみ野駅 和泉台 立場
い04 いずみ野駅 和泉台-原店 三ッ境駅
い05 いずみ野駅 和泉台-立場-下和泉-下飯田 湘南台駅東口
い06 いずみ野駅 向原-上飯田団地-いちょう団地-中屋敷-上飯田団地-向原 いずみ野駅
い07 いずみ野駅 向原-上飯田団地-いちょう団地 中屋敷
い08 いずみ野駅 上飯田-中屋敷-いちょう団地-上飯田団地 長後駅東口
い09 いずみ野駅 和泉台-立場-飯田 長後駅東口
い10 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 泉警察署-いずみ野駅-ひなた山 上飯田車庫
い11 いずみ野駅 ひなた山 上飯田車庫
い12 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 泉警察署-いずみ野駅-ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ 下瀬谷
い20 いずみ野駅 阿久和団地 いずみ野駅

伊 伊勢原駅
伊01 伊勢原駅南口 伊勢原団地-御岳-関台-団地西/市ﾉ坪 伊勢原車庫
伊02 伊勢原駅南口 伊勢原団地 伊勢原駅南口
伊03 伊勢原駅南口 伊勢原団地-大句-みどりヶ丘-ふじみ野-関台-団地西 伊勢原車庫
伊05 伊勢原駅南口 伊勢原団地-御岳-ふじみ野 みどりヶ丘
伊06 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ 東海大学病院
伊10 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋-子易-大山駅 大山ｹｰﾌﾞﾙ
伊11 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ-田中-片町-市光前-道灌塚-石倉橋-子易-大山駅 大山ｹｰﾌﾞﾙ
伊12 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋-子易 大山駅
伊13 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋 産業能率大学
伊14 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋-三の宮 伊勢原車庫
伊15 伊勢原駅北口 [急行] 市光工業東門
伊16 伊勢原駅北口 中央公民館-関台-団地西-伊勢原車庫-三の宮 栗原
伊17 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋-産業能率大学-子易-大山駅 大山ｹｰﾌﾞﾙ
伊18 伊勢原駅南口 伊勢原団地-大句-みどりヶ丘-片岡-広川 湘南日向岡
伊19 伊勢原駅南口 伊勢原団地-大句-みどりヶ丘 ふじみ野
伊20 伊勢原駅北口 片町-川上-長竹-温泉入口 日向薬師
伊21 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ-田中-片町-川上-長竹-温泉入口 日向薬師
伊22 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-温泉入口 日向薬師
伊23 伊勢原駅北口 片町-川上-長竹-温泉入口 産業能率大学
伊30 伊勢原駅北口 片町-川上-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ-上谷戸 上煤ヶ谷
伊31 伊勢原駅北口 片町-川上-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢
伊32 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ-田中-片町-川上-総合運動公園-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 上谷戸
伊34 伊勢原駅北口 片町-川上-総合運動公園-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢
伊36 伊勢原駅北口 片町-川上 総合運動公園
伊41 伊勢原駅北口 片町-市光前-道灌塚-石倉橋-三の宮 伊勢原車庫
伊43 伊勢原駅北口 中央公民館-関台-団地西 伊勢原車庫
伊44 伊勢原駅北口 中央公民館-関台-市ﾉ坪 伊勢原車庫
伊45 伊勢原駅北口 中央公民館-関台-団地西-伊勢原車庫-白根 伊勢原駅北口
伊46 伊勢原駅北口 白根-伊勢原車庫-団地西-関台-中央公民館 伊勢原駅北口
伊52 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ-田中-白根-市ﾉ坪-団地西 伊勢原車庫
伊54 伊勢原駅北口 白根 伊勢原車庫
伊56 伊勢原駅北口 白根-神戸-大住台-笠窪-鶴巻温泉駅-東海大学北門 下大槻団地
伊57 伊勢原駅南口 行政ｾﾝﾀｰ-田中-白根-神戸-大住台-笠窪-鶴巻温泉駅-東海大学北門 下大槻団地
伊58 伊勢原駅北口 白根-神戸-大住台 善波
伊59 伊勢原駅北口 白根-神戸-大住台-笠窪 鶴巻温泉駅
伊71 伊勢原駅北口 粕谷下宿-小金塚-愛甲石田駅-船子-文化会館 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
伊72 伊勢原駅北口 田中-東海大学病院-前高森-愛甲石田駅-船子-文化会館 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
伊73 伊勢原駅北口 田中-東海大学病院-前高森-愛甲石田駅-愛甲原住宅-船子 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
伊74 伊勢原駅北口 田中-東海大学病院-前高森 愛甲石田駅
伊75 伊勢原駅北口 田中-東海大学病院-前高森 高森団地
伊76 伊勢原駅北口 粕屋下宿-小金塚 愛甲石田駅



伊80 伊勢原駅南口 つきみの団地-大田小学校-下小稲葉-下落合 愛甲石田駅
伊81 伊勢原駅南口 あやめの里-下落合 愛甲石田駅
伊82 伊勢原駅南口 つきみの団地-大田小学校-下小稲葉-横内団地 坂口
伊83 伊勢原駅南口 つきみの団地-大田小学校-下小稲葉 田村車庫
伊84 伊勢原駅南口 つきみの団地-大田小学校 下谷中央
伊85 伊勢原駅南口 つきみの団地-大田小学校-下小稲葉-下落合-戸田-酒井-岡田 本厚木駅南口

市 市が尾駅
市02 市が尾駅 最勝坂-恩田住宅-下長津田 長津田駅

井 井土ヶ谷駅
井10 井土ヶ谷下町 弘明寺口-六ッ川町-別所中里台 こども医療ｾﾝﾀｰ
井11 井土ヶ谷下町 弘明寺口-六ッ川町-大池 南永田団地
井12 井土ヶ谷下町 弘明寺口-六ッ川町-大池 横浜ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ
井14 井土ヶ谷下町 弘明寺口-六ッ川町-大池-横浜ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ-国道平戸-品濃口-柏尾 不動坂

海 海老名駅
海01 海老名駅西口 金田神社-中平-内陸工業団地-春日台団地 愛川町役場
海02 海老名駅 国分-谷入口-座間駅-立野台-市営住宅-相武台前駅 相武台団地
海02 海老名駅西口 [急行] 愛川町役場
海03 海老名駅 国分-赤坂 かしわ台駅
海04 海老名駅 中新田小学校-社家駅 有馬高校
海05 かしわ台駅 赤坂-国分-海老名駅-中新田小学校-社家駅 有馬高校
海06 海老名駅 河原口-ﾛｯｸﾗｰ前 座間四ッ谷
海07 海老名駅 河原口-[新道]-文化ｾﾝﾀｰ-西鶴間 鶴間駅西口
海08 海老名駅 国分-赤坂-大塚本町-さがみ野駅-西鶴間 鶴間駅西口
海09 海老名駅西口 金田神社-中平-桜台-中津 愛川町役場
海10 海老名駅 国分-谷入口-座間駅-立野台-市営住宅 相武台前駅
海11 海老名駅 海老名運動公園
海12 海老名駅 中新田小学校-社家駅-杉久保-用田辻-松葉 綾瀬車庫

磯 大磯駅
磯01 大磯駅 城山公園-馬場-東海大学大磯病院-虫窪-西久保-中里 二宮駅北口
磯02 大磯駅 城山公園-中丸-虫窪 西久保
磯06 大磯駅 大磯ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ
磯07 大磯駅 城山公園-中丸 大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
磯13 大磯駅 城山公園-中丸-天の杜-湘南大磯住宅-天の杜-中丸-城山公園 大磯駅
磯14 大磯駅 城山公園-馬場-湘南大磯住宅-富士見ヶ丘(二) 二宮駅北口

船 大船駅
船02 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋-上大岡駅-吉野町駅-羽衣町 県庁入口
船05 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋 上大岡駅
船07 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-本郷車庫-上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 栄ﾌﾟｰﾙ
船08 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-本郷車庫-上郷-大道中学校-六浦 金沢八景駅
船09 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-本郷車庫 みどりが丘
船10 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-本郷車庫 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
船11 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-北桂台-桂台中央-犬山 上之
船12 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町-北桂台 桂台中央
船13 大船駅東口 鎌倉女子大 天神橋
船14 大船駅東口 鎌倉女子大 湘南ﾊｲﾂ
船15 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-中野町 本郷車庫
船16 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-公田団地-中野町 本郷車庫
船17 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋 公田団地
船18 大船駅東口 鎌倉女子大 本郷台駅
船19 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋 港南台駅
船20 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-清水橋-上大岡駅-吉野町駅-羽衣町 桜木町駅



船21 大船駅西口 田谷-庚申塚-原宿四ッ角-通信隊前 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
船22 大船駅西口 田谷-庚申塚-原宿四ッ角-俣野公園横浜薬大-通信隊前 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
船23 大船駅西口 田谷 庚申塚
船24 大船駅東口 鎌倉女子大-湘南ﾊｲﾂ-鎌倉女子大 大船駅東口
船24 大船駅西口 田谷-庚申塚-原宿四ッ角 俣野公園横浜薬大
船25 大船駅西口 田谷-庚申塚-原宿四ッ角-俣野公園横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
船26 大船駅西口 田谷
船27 大船駅西口 田谷-住友電工 大船駅西口
船28 大船駅西口 住友電工-田谷 大船駅西口
船32 大船駅西口 植木-渡内-柄沢橋-藤沢橋 藤沢駅
船33 大船駅西口 植木谷戸-関谷ｲﾝﾀｰ-柄沢橋-藤沢橋 藤沢駅
船34 大船駅西口 南岡本
船35 大船駅西口 栄光学園 清泉女学院
船36 大船駅西口 [急行] 清泉女学院
船37 大船駅西口 田谷-関谷 清泉女学院
船38 大船駅西口 渡内-弥勒寺 藤沢駅
船39 大船駅西口 植木谷戸 関谷ｲﾝﾀｰ
船48 大船駅西口 [急行] 公文国際学園
船65 大船駅西口 田谷-公文国際学園-原宿四ッ角-影取-藤沢橋 藤沢駅
船91 大船駅東口 鎌倉女子大-天神橋-公田団地-中野町-本郷車庫 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
船101 大船駅西口 城廻中村 大船駅西口
船102 大船駅西口 城廻中村
船103 城廻中村 大船駅西口
①[船38]実際の運行はなかった模様

奥 奥牧野
奥06 奥牧野 大鐘-賽の神-大久和-釜の沢 篠原

小 小田急相模原駅
小01 小田急相模原駅 小田急住宅-鶴間原 南林間駅
小02 小田急相模原駅 小田急住宅-小松原 南林間駅
小03 小田急相模原駅 国立相模原病院 麻溝台
小04 小田急相模原駅 国立相模原病院-麻溝台 北里大学病院
小06 小田急相模原駅 豊町 相模大野駅北口
小07 小田急相模原駅 国立相模原病院
小11 小田急相模原駅 国立相模原病院-相模台団地 相武台ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ
小14 小田急相模原駅 国立相模原病院-麻溝台-北里大学 麻溝車庫

柿 柿生駅
柿23 柿生駅北口 下麻生-上鉄鴨志田口 市が尾駅
柿26 柿生駅北口 片平-下黒川 若葉台駅
柿27 市が尾駅 上鉄鴨志田口-下麻生-柿生駅北口-片平-下黒川 若葉台駅

金 金沢八景駅
金24 金沢八景駅 六浦-大道中学校-上郷-庄戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
金25 金沢八景駅 六浦-大道中学校-上郷-八軒谷戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
金26 金沢八景駅 六浦-大道中学校-上郷 庄戸
金27 金沢八景駅 六浦-大道中学校-上郷-庄戸 本郷車庫
金28 金沢八景駅 六浦-大道中学校-上郷-八軒谷戸 本郷車庫

上 上大岡駅
上06 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口-清水橋 天神橋
上07 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
上31 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-吉原 上大岡駅
上32 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口-清水橋 港南台駅
上63 港南区役所笹下町 上大岡駅-吉野町駅-羽衣町 県庁入口



上65 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-上永谷駅-吉原-上大岡駅-吉野町駅-羽衣町 県庁入口
上67 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-上永谷駅-吉原 上大岡駅
上68 上大岡駅 吉原-日野中央公園入口 洋光台駅
上72 上大岡駅 港南区役所笹下町
上96 上大岡駅 最戸町-芹が谷-平戸-品濃口-柏尾 不動坂
上202 上大岡駅 室ﾉ木-南高校-平戸-品濃口 東戸塚駅

永谷 上永谷駅
永谷01 上永谷駅 日限山 京急ﾆｭｰﾀｳﾝ

溝 上溝駅
溝25 上溝 作の口-日電寮前-緑ヶ丘 峡の原車庫
溝54 上溝 上田名 水郷田名
溝60 上溝 上田名-小沢-田代-馬渡 半原

堀 京王堀之内駅
堀01 京王堀之内駅 せせらぎ橋-見附橋-蓮生寺 京王堀之内駅
堀02 京王堀之内駅 蓮生寺-見附橋-せせらぎ橋 京王堀之内駅
堀03 京王堀之内駅 松木中学校-見附橋-長池公園西-南大沢団地-大平公園 南大沢駅

国 国府津駅
国01 国府津駅 押切-下小竹-万年橋-中井役場 比奈窪
国02 国府津駅 押切-下小竹 橘団地
国03 国府津駅 押切-下小竹-橘団地-万年橋-中井役場 比奈窪

港 港南台駅
港31 港南台駅 中野町-尾月 桂台中央
港33 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山 桂台中央
港35 港南台駅 中野町-本郷車庫 庄戸
港36 港南台駅 中野町-本郷車庫 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
港37 港南台駅 中野町-本郷車庫-庄戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
港39 港南台駅 中野町 本郷車庫
港40 港南台駅 中野町-本郷車庫-上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ 栄ﾌﾟｰﾙ
港55 港南台駅 中野町-本郷車庫-庄戸-本郷車庫-中野町 港南台駅
港61 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-弘明寺-吉野町駅-羽衣町-桜木町駅 横浜駅東口
港64 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-笹堀 磯子駅
港81 港南台駅 中野町-尾月-桂台中央-犬山-上之-本郷車庫-中野町 港南台駅
港82 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央-尾月-中野町 港南台駅
港83 港南台駅 榎戸-上之-犬山 桂台中央
港84 港南台駅 榎戸-上之-犬山-桂台中央 北桂台
港85 港南台駅 榎戸 庄戸
港86 港南台駅 榎戸 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ
港87 港南台駅 中野町-北桂台-桂台中央-犬山-上之-本郷車庫-中野町 港南台駅
港88 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央-北桂台-中野町 港南台駅
港90 港南台駅 中野町-本郷車庫-上之-犬山-桂台中央 北桂台
港92 港南台駅 清水橋-吉原-上大岡駅-最戸町-芹ヶ谷-平戸 上永谷駅
港93 港南台駅 中野町-本郷車庫 みどりが丘
港94 港南台駅 中野町-本郷車庫-みどりが丘-八軒谷戸-大道中学校-六浦 金沢八景駅
港95 港南台駅 清水橋-上永谷駅-平戸-芹が谷-最戸町 上大岡駅

古 古淵駅
古01 古淵駅 ｺﾞﾙﾌ場前-大野台(四) 北里大学病院
古02 古淵駅 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ 山崎団地
古03 古淵駅 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ 藤の台団地
古04 古淵駅 相模原南病院-麻溝台工業団地-総合体育館 女子美術大学



古05 古淵駅 [急行]総合体育館 女子美術大学
古06 古淵駅 [急行] 北里大学病院

大 相模大野駅
大07 相模大野駅北口 鵜の森-古淵駅入口-淵野辺十字路-弥栄-千代田 上溝
大13 相模大野駅南口 中和田-上鶴間高校-中和田 相模大野駅南口
大14 相模大野駅北口 東林間 相模大野駅南口
大15 相模大野駅北口 大沼-北里大学-原当麻駅-下古山 上溝
大25 相模大野駅北口 大沼-北里大学-麻溝車庫 光が丘一丁目
大52 相模大野駅北口 大沼-北里大学-昭和橋-塩田 望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口
大53 相模大野駅北口 大野台 北里大学病院
大54 相模大野駅北口 上原団地 みゆき台団地
大55 相模大野駅北口 上原団地-みゆき台団地-麻溝台-北里大学 麻溝車庫
大56 相模大野駅北口 大沼-北里大学-総合体育館-相武台団地 相武台前駅
大57 相模大野駅北口 大沼-北里大学-昭和橋-塩田-望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口-上田名 上溝
大58 相模大野駅北口 豊町-小田急相模原駅 国立相模原病院
大59 相模大野駅北口 上原団地-みゆき台団地-麻溝台 北里大学病院
大60 相模大野駅北口 上原団地-みゆき台団地-麻溝台-麻溝台工業団地-総合体育館 女子美術大学
大65 相模大野駅北口 大沼-北里大学-昭和橋-塩田-望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口 水郷田名
大66 相模大野駅北口 大沼-北里大学 原当麻駅
大67 相模大野駅北口 大沼-北里大学-昭和橋-塩田-望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口-小沢 愛川町役場
大68 相模大野駅北口 大沼-北里大学 麻溝車庫

さ さがみ野駅
さ02 さがみ野駅 大塚本町-寺尾-綾瀬工業団地入口-綾瀬市役所-市民文化ｾﾝﾀｰ 吉岡工業団地
さ03 さがみ野駅 大塚本町-寺尾-綾瀬工業団地入口-市民文化ｾﾝﾀｰ 吉岡工業団地

湖 相模湖駅
湖21 相模湖駅 相模湖大橋-ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ-阿津-寸沢嵐 三ヶ木
湖22 相模湖駅 相模湖大橋-ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ-阿津-寸沢嵐坂上-寸沢嵐 三ヶ木
湖23 相模湖駅 吉野 藤野駅
湖24 相模湖駅 吉野-藤野駅-小渕-藤野台団地入口 上野原
湖25 相模湖駅 千木良-赤馬 桂橋
湖27 相模湖駅 相模湖大橋-ﾋﾟｸﾆｯｸﾗﾝﾄﾞ-阿津-寸沢嵐-三ヶ木-関-鳥屋 宮ヶ瀬
湖28 相模湖駅 千木良-赤馬-桂橋-阿津-寸沢嵐 三ヶ木
湖29 相模湖駅 千木良-大垂水 高尾山口
湖30 相模湖駅 [直行] 帝京大学
※｢ﾋﾟｸﾆｯｸﾗﾝﾄﾞ｣→｢ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ｣に改称

相 相模原駅
相02 相模原駅南口 淵野辺十字路-共和-古淵駅入口-鵜野森 相模大野駅北口
相03 相模原駅南口 [急行]淵野辺十字路-共和-古淵駅入口-鵜野森 相模大野駅北口
相05 相模原駅南口 市役所-青葉児童館-大野台(四)-大沼 相模大野駅北口
相06 相模原駅南口 淵野辺十字路-共和-古淵駅入口-古淵駅-古淵駅入口-鵜野森 相模大野駅北口
相08 相模原駅南口 日金沢上-横山団地-淵野辺十字路-共和-古淵駅入口-鵜野森 相模大野駅北口
相11 相模原駅南口 市役所-星が丘住宅-上溝-作の口-日電寮前-橋本十字路-大河原 相模原駅南口
相12 相模原駅南口 市役所-星が丘住宅 上溝
相13 相模原駅南口 市役所-富士見町-星ヶ丘十字路 上溝
相14 相模原駅南口 日金沢上-横山団地-星が丘住宅 上溝
相15 相模原駅南口 市役所-星が丘住宅-上溝-下古山-北里大学-大沼 相模大野駅北口
相16 相模原駅南口 市役所-星ヶ丘十字路-上溝-下溝-相武台前駅-小田急相模原駅 国立相模原病院
相17 相模原駅南口 日金沢上-上田名 水郷田名
相18 相模原駅南口 市役所-星ヶ丘十字路-上溝 原当麻駅
相21 相模原駅南口 市役所-光が丘(一)-麻溝車庫-北里大学-麻溝台-国立相模原病院 小田急相模原駅
相22 相模原駅南口 市役所-横山団地-日金沢上 相模原駅南口
相23 相模原駅南口 日金沢上-横山団地-市役所 相模原駅南口
相24 相模原駅南口 昭和電線-日電寮前-塚場-葛輪-(桜山)-上田名 上溝



相25 相模原駅南口 市役所-光が丘(一)-麻溝車庫-北里大学-大沼 相模大野駅北口
相26 相模原駅南口 市役所-横山団地-日金沢上-南橋本-日電寮前-上中ﾉ原団地-内出 上大島
相27 相模原駅南口 市役所-光が丘(一)-麻溝車庫-北里大学-総合体育館-相武台団地 相武台前駅
相28 相模原駅南口 市役所-光が丘(一) 麻溝車庫
相29 相模原駅南口 市役所-光が丘(一)-麻溝車庫 北里大学
相31 相模原駅南口 大河原-橋本十字路-緑ヶ丘 峡の原車庫
相32 相模原駅南口 市役所-南橋本駅入口-大河原-橋本十字路-緑ヶ丘 峡の原車庫
相33 相模原駅南口 大河原-橋本十字路-日電寮前-作の口-上溝-星が丘住宅-市役所 相模原駅南口
相34 相模原駅南口 大河原-橋本十字路-日電寮前 下九沢団地
相36 相模原駅南口 昭和電線-日電寮前 下九沢団地
相39 相模原駅南口 市役所-星ヶ丘住宅-上溝-作の口-旭中学校 橋本駅南口

丘 桜ヶ丘駅
丘01 桜ヶ丘駅 大法寺 綾瀬車庫

篠 篠原
篠01 篠原 釜の沢 赤沢

渋 渋沢駅
渋02 渋沢駅北口 堀川-大倉入口 大倉
渋03 峠 渋沢中学校入口-渋沢駅南口-萩山-東原 千村台
渋04 渋沢駅南口 萩山-東原 千村台
渋05 渋沢駅北口 運動公園
渋06 渋沢駅南口 渋沢中学校入口 峠

下 下飯田駅
下05 上飯田車庫 ひなた山-向原-ゆめが丘駅入口-下飯田駅-俣野公園横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ

神 湘南神奈交バス
神01 秦野駅 上今川町-平沢-土橋 渋沢駅北口
神02 渋沢駅北口 甘柿橋 松田ﾗﾝﾄﾞ
神03 渋沢駅南口 萩山-上公民館 みくるべ
神04 渋沢駅北口 甘柿橋-松田ﾗﾝﾄﾞ 新松田駅
神05 秦野駅 上今川町-平沢 土橋
神06 秦野駅 上今川町-平沢-土橋-渋沢駅北口-甘柿橋-上公民館 新松田駅
神07 秦野駅 白笹神社
神08 峠 渋沢中学校入口-渋沢駅南口-萩山-東原 若竹の泉
神09 渋沢駅南口 萩山-東原 若竹の泉
神10 二宮駅北口 中里-中央公園-緑ヶ丘(二)-中里 二宮駅北口
神11 二宮駅北口 中里-団地中央-中央公園-緑ヶ丘(二)-団地中央-中里 二宮駅北口
神12 中央公園 緑ヶ丘(二)-中里 二宮駅北口
神13 中央公園 緑ヶ丘(二)-団地中央-中里 二宮駅北口
神14 二宮駅北口 中里-中央公園 緑ヶ丘二丁目
神15 二宮駅北口 中里-団地中央-中央公園 緑ヶ丘二丁目

湘 湘南台駅
湘07 湘南台駅東口 下飯田-下和泉 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
湘11 湘南台駅西口 南大山-遠藤-遠藤北原-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-大辻-小出二本松-甘沼 茅ヶ崎駅北口
湘12 湘南台駅西口 笹久保-菖蒲沢-用田辻 用田車庫
湘13 湘南台駅西口 団地中央-桐原緑道-公園北 湘南台駅西口
湘14 湘南台駅東口 いすゞ南門
湘15 湘南台駅西口 公園北-一色上 文化体育館
湘16 湘南台駅西口 遠藤
湘17 湘南台駅西口 南桐原-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-大辻 文教大学
湘18 湘南台駅西口 南桐原



湘18 湘南台駅西口 [直行] 文教大学
湘19 ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ 下屋敷-亀井野-湘南台駅西口-笹久保-菖蒲沢-用田辻 用田車庫
湘20 湘南台駅西口 南大山-遠藤-笹久保-菖蒲沢-用田辻-松葉 綾瀬車庫
湘21 ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ 下屋敷-亀井野-湘南台駅西口-笹久保-菖蒲沢-用田辻-松葉 綾瀬車庫
湘22 湘南台駅西口 菖蒲沢団地-葛原-天沼 吉岡工業団地
湘23 湘南台駅西口 南大山-遠藤-慶応大学 慶応中高等部
湘24 湘南台駅西口 南大山-遠藤-笹久保-慶応大学 慶応中高等部
湘25 湘南台駅東口 亀井野-下屋敷 ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ
湘25 湘南台駅西口 [急行]南大山-慶応大学 慶応中高等部
湘26 慶応大学本館 [深夜]慶応大学-遠藤-南大山 湘南台駅西口
湘27 湘南台駅東口 亀井野-下屋敷-俣野公園横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
湘28 湘南台駅西口 [直行] 慶応中高等部
湘29 湘南台駅東口 [直行] 俣野公園横浜薬大
①｢ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ｣→｢俣野公園横浜薬大｣に改称

桜 聖蹟桜ヶ丘駅
桜22 聖蹟桜ヶ丘駅 永山駅-諏訪南公園-諏訪(四)-諏訪南公園-永山駅 聖蹟桜ヶ丘駅
桜23 聖蹟桜ヶ丘駅 永山駅-諏訪南公園 永山五丁目
桜24 聖蹟桜ヶ丘駅 永山駅-諏訪南公園-永山(五)-五反田-大蔵 鶴川駅
桜84 聖蹟桜ヶ丘駅 堰場-東中野-南大沢駅-清水入谷戸-向陽小学校 相模原駅北口

瀬 瀬谷駅
瀬01 瀬谷駅 竹村町 八幡神社
瀬02 瀬谷駅 下瀬谷橋-ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ 上飯田車庫
瀬03 瀬谷駅 竹村町-八幡神社 ﾏｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ
瀬31 瀬谷駅 相沢 細谷戸第5

善 善行駅
善01 善行駅 団地入口 善行団地
善02 善行駅 卸売市場 老人ｾﾝﾀｰ
善03 善行駅 卸売市場-大六天-駒寄小学校-駒寄 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
善04 善行駅 善行台 善行団地

下 相武台下駅
下02 相武台下駅 座間駅-立野台 さがみ野駅北口

台 相武台前駅
台01 相武台前駅 相武台団地 相武台前駅
台02 相武台前駅 相武台ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ
台03 相武台前駅 日産座間工場
台04 相武台前駅 座間 相武台下駅
台04 相武台前駅 市営住宅-立野台-座間駅-新田宿中央 座間四ッ谷
台05 相武台前駅 市営住宅-立野台-座間駅 相武台下駅
台06 相武台前駅 座間-相武台下駅 磯部
台07 相武台前駅 座間-新田宿中央 座間四ッ谷
台08 車庫前 下鶴間-鶴間原-日産座間工場-相武台前駅-座間-新田宿中央 座間四ッ谷
台09 相武台前駅 日産座間工場-鶴間原-南林間駅 鶴間駅西口
台11 相武台前駅 日産座間工場
台12 相武台前駅 小池大橋-ひばりヶ丘 南林間駅
台13 相武台前駅 相武台団地-総合体育館 北里大学
台14 相武台前駅 座間-下溝 原当麻駅
①[台03]=厚木営業所,[台11]=大和営業所,同一経路だが営業所によって系統番号が違っていたようである

立 立場駅
立01 立場 通信隊前 ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ



立01 立場ﾀｰﾐﾅﾙ 泉警察署-いずみ野駅-ひなた山ﾊﾞｻﾞｰﾙ-下瀬谷橋 瀬谷駅
立02 立場ﾀｰﾐﾅﾙ いずみ中央駅-向原-ひなた山 上飯田車庫
立04 いちょう団地 上飯田団地-飯田-立場-通信隊前-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
①[立04]方向幕は準備されず,ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ下に前掛け状の系統,行先表示をしていた。

多 多摩センター駅
多03 多摩ｾﾝﾀｰ駅 落合(四) 豊ヶ丘四丁目
多04 多摩ｾﾝﾀｰ駅 落合(四)-豊ヶ丘(四)-五反田-大蔵 鶴川駅
多45 多摩ｾﾝﾀｰ駅 [直行] 大妻学院
多61 多摩ｾﾝﾀｰ駅 奈良原公園-鶴牧ｾﾝﾀｰ 多摩ｾﾝﾀｰ駅

茅 茅ヶ崎駅
茅03 茅ヶ崎駅北口 前の田-甘沼-小出二本松 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
茅04 茅ヶ崎駅南口 東原-若松町 浜竹
茅06 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-今宿-馬入橋 平塚駅北口
茅09 茅ヶ崎駅南口 東海岸-東原 茅ヶ崎駅南口
茅10 茅ヶ崎駅南口 東海岸-西浜-南湖入口-湘南大橋 平塚駅南口
茅12 茅ヶ崎駅北口 前の田-甘沼-小出二本松 北方
茅13 茅ヶ崎駅北口 前の田-甘沼-小出二本松-文教大学-北方-景観寺-円蔵 茅ヶ崎駅北口
茅14 茅ヶ崎駅北口 室田(二)-室田 茅ヶ崎駅北口
茅15 茅ヶ崎駅北口 前の田 鶴が台団地
茅16 茅ヶ崎駅北口 [急行] 鶴が台団地
茅16 茅ヶ崎駅北口 室田 室田二丁目
茅17 茅ヶ崎駅北口 前の田 松風台
茅19 茅ヶ崎駅北口 前の田-松風台-湘南みずき-松風台-前の田 茅ヶ崎駅北口
茅22 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-北方-文教大学-小出二本松-甘沼-前の田 茅ヶ崎駅北口
茅23 茅ヶ崎駅北口 円蔵-香川駅-北陵高校 下寺尾
茅24 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-一之宮 寒川神社
茅25 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-一之宮-寒川病院 寒川神社
茅25 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺 寒川駅南口
茅26 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-岡田-東洋通信機-寒川病院 寒川神社
茅26 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-寒川駅南口-北方 文教大学
茅27 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-北方 文教大学
茅30 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-一之宮-寒川神社-門沢橋-社家駅 海老名駅
茅31 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-松尾-浜見平団地-茶屋町 茅ヶ崎駅北口
茅33 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-一之宮-寒川神社-門沢橋-社家駅-相模大橋 本厚木駅南口
茅33 茅ヶ崎駅南口 中海岸-仲町-浜見平団地-松尾-仲町-中海岸 茅ヶ崎駅南口
茅35 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-松尾 浜見平団地
茅36 茅ヶ崎駅北口 [急行] 浜見平団地
茅37 茅ヶ崎駅南口 東海岸-西浜-南湖入口 浜見平団地
茅38 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-松尾-浜見平団地-南湖入口-西浜-仲町-茶屋町 茅ヶ崎駅北口
茅39 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-松尾-浜見平団地-南湖入口-西浜-東海岸 茅ヶ崎駅南口
茅40 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-仲町-西浜-東海岸 茅ヶ崎駅南口
茅41 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-今宿-萩園-景観寺-岡田 小谷
茅43 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-今宿-萩園-景観寺-岡田-用田辻-松葉 綾瀬車庫
茅44 茅ヶ崎駅北口 茶屋町-今宿-萩園-景観寺-岡田-用田辻-松葉-大法寺 桜ヶ丘駅
茅45 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-萩園-景観寺-岡田 小谷
茅46 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-萩園-景観寺-岡田-用田辻-松葉 綾瀬車庫
茅47 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-萩園-景観寺-岡田-用田辻-松葉-大法寺 桜ヶ丘駅
茅48 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-古川-今宿-茶屋町 茅ヶ崎駅北口
茅50 茅ヶ崎駅北口 前の田-甘沼-小出二本松 文教大学
茅51 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-古川-下河原 西一之宮
茅52 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-古川-山伏塚 西一之宮
茅53 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-古川-下河原-一之宮 寒川駅南口
茅54 茅ヶ崎駅北口 鶴嶺小学校-古川-山伏塚-一之宮 寒川駅南口
茅55 茅ヶ崎駅北口 松が丘(二)-平和町 浜竹
茅80 茅ヶ崎駅北口 円蔵-景観寺-寒川駅-寒川病院 寒川神社
茅81 茅ヶ崎駅北口 前の田-鶴が台団地 松風台



長 長後駅
長01 長後駅西口 上和田団地-桜株 大和駅
長10 長後駅西口 土棚大下 湘南台駅西口
長12 長後駅西口 下土棚
長13 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-杉久保-南今里-相模大橋 本厚木駅南口
長14 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻 用田車庫
長15 長後駅西口 下土棚-葛原-天沼 吉岡芝原
長16 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-杉久保 海老名駅
長17 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-宮原 宮原南
長18 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-宮原-倉見神社 小谷
長19 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-宮原-倉見神社-小谷-景観寺-円蔵 茅ヶ崎駅北口
長21 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-松葉 用田車庫
長22 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺 綾瀬市役所
長24 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-寺尾-大塚本町 さがみ野駅
長26 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-綾瀬市役所-寺尾-大塚本町 さがみ野駅
長27 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-大上-大塚本町-北向庚申堂 相武台前駅
長28 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-大上-大塚本町-立野台-座間駅 相武台下駅
長29 長後駅西口 上土棚 落合
長30 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-綾瀬市役所-文化ｾﾝﾀｰ-松葉 用田車庫
長31 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-綾瀬市役所-大上-大塚本町-北向庚申堂 相武台前駅
長32 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-綾瀬市役所-大上-大塚本町-立野台-座間駅 相武台下駅
長33 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-本蓼川-札の辻 桜ヶ丘駅
長34 長後駅東口 高松町-渋谷ヶ原 湘南台駅西口
長35 長後駅西口 下土棚-葛原-用田辻-松葉 綾瀬車庫
長36 長後駅西口 下土棚-葛原-天沼 吉岡工業団地
長37 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺 綾瀬車庫
長38 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-綾瀬市役所-文化ｾﾝﾀｰ 綾瀬車庫
長39 長後駅西口 上土棚-落合-大法寺-文化ｾﾝﾀｰ 綾瀬車庫
長40 長後駅西口 上土棚団地-綾南会館 長後駅西口
長41 長後駅西口 こぶし荘-渋谷ヶ原 湘南台駅西口
長43 長後駅西口 上土棚団地(往路)/綾南会館(復路) 長坂上
長44 長後駅西口 上土棚団地 綾南会館
長45 上土棚団地 綾南会館 長後駅西口
長52 長後駅東口 高松町 長後車庫
長53 長後駅東口 高松町-湘南台駅東口-亀井野-下屋敷-ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
長54 長後駅東口 飯田 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
長55 長後駅東口 上飯田団地-いちょう団地-中屋敷-上飯田 上飯田車庫
長57 長後駅東口 飯田-立場-下和泉-下飯田 湘南台駅東口
長58 長後駅東口 飯田-いずみ中央駅-立場-下和泉-下飯田 湘南台駅東口

津 津久井
津01 奈良井 津久井合同庁舎-土沢-串川橋-西中野-根本 奈良井

つ つくし野駅
つ01 つくし野駅 小川支所-成瀬駅-南成瀬 成瀬台
つ02 つくし野駅 小川支所-成瀬駅-南成瀬 昭和薬科大学
つ03 つくし野駅 小川支所-成瀬駅-南成瀬-昭和薬科大学 成瀬台

辻 辻堂駅
辻01 辻堂駅北口 小和田-松林中学校 茅ヶ崎駅北口
辻02 辻堂駅南口 浜見山-辻堂団地-平和町-松が丘(二) 茅ヶ崎駅南口
辻03 辻堂駅南口 高砂 辻堂西海岸
辻07 辻堂駅北口 城南-六図 赤羽根
辻08 高山車庫 辻堂駅北口-松林-室田 市立病院
辻09 高山車庫 辻堂駅北口-松林-室田-市立病院 茅ヶ崎駅北口
辻11 辻堂駅南口 浜見山 辻堂団地
辻12 辻堂駅南口 浜竹-松浪小学校-若松町 茅ヶ崎駅南口



辻13 辻堂駅南口 浜竹-平和町-松が丘(二) 茅ヶ崎駅南口
辻21 辻堂駅北口 羽鳥山-大六天-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-刈込-矢崎 用田車庫
辻22 辻堂駅北口 大六天-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
辻24 辻堂駅北口 大庭隧道-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
辻25 辻堂駅北口 大庭隧道-小糸 ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央
辻26 辻堂駅北口 大庭隧道-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-南桐原 湘南台駅西口
辻28 辻堂駅北口 大六天-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
辻29 辻堂駅北口 大庭隧道-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
辻30 辻堂駅北口 大庭隧道 小糸
辻31 辻堂駅北口 梅ヶ枝通り-引地橋 老人ｾﾝﾀｰ
辻32 辻堂駅北口 高山車庫
辻33 辻堂駅北口 羽鳥山-大六天-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-刈込-矢崎 綾瀬車庫
辻34 辻堂駅北口 大庭隧道-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ-遠藤中原-刈込 慶応大学

峰 鶴ヶ峰駅
峰02 鶴ヶ峰駅 今宿-川井宿-大貫橋-近隣公園-若葉台中央-霧ヶ丘ｾﾝﾀｰ 十日市場駅
峰08 鶴ヶ峰 今宿-川井宿-大貫橋-亀の甲山-鶴間原-相武台前駅-新田宿中央 座間四ッ谷

鶴 鶴川駅
鶴01 鶴川駅 岡上-三輪 鶴川女子短期大学
鶴08 鶴川駅 岡上-鶴川緑山住宅-岡上 鶴川駅
鶴10 鶴川駅 千都の杜中央 鶴川駅
鶴11 鶴川駅 ｾﾝﾀｰ前 鶴川団地
鶴12 鶴川駅 団地南 鶴川団地
鶴13 鶴川駅 鶴川(六) 鶴川団地
鶴21 鶴川駅 団地南-和光学園-真光寺-下黒川 若葉台駅
鶴22 鶴川駅 団地南-和光学園-真光寺-下黒川-若葉台駅 調布駅南口
鶴23 鶴川駅 団地南 和光学園
鶴25 鶴川駅 平和台北 鶴川駅
鶴26 鶴川駅 東平 真光寺公園
鶴30 鶴川駅 大蔵-袋橋-野津田車庫-図師-図師大橋 市立室内ﾌﾟｰﾙ
鶴31 鶴川駅 大蔵-五反田-永山(五)-諏訪南公園 永山駅
鶴32 鶴川駅 大蔵-五反田-小野路-南野(二)-青木葉公園 多摩ｾﾝﾀｰ駅
鶴33 鶴川駅 大蔵-袋橋 野津田車庫
鶴34 鶴川駅 大蔵-袋橋 薬師池
鶴37 鶴川駅 大蔵-袋橋-野津田車庫-図師-図師大橋-根岸 淵野辺駅北口
鶴57 鶴川駅 金井-榛名坂ﾋﾙｽﾞ やくし台ｾﾝﾀｰ

間 鶴間駅
間01 鶴間駅東口 車庫前-下鶴間-亀の甲山-川井宿-今宿 鶴ヶ峰駅
間02 鶴間駅東口 車庫前-下鶴間-亀の甲山-梅田谷戸-三保橋-緑警察署 中山駅
間03 鶴間駅東口 車庫前-下鶴間-亀の甲山-川井宿-今宿 鶴ヶ峰駅
間05 鶴間駅東口 車庫前-下鶴間 東名横浜ｲﾝﾀｰ
間06 鶴間駅東口 車庫前-下鶴間-大ヶ谷戸-長津田辻-後谷戸 長津田駅
間10 鶴間駅東口 車庫前-一の関 大和駅
間11 鶴間駅西口 上草柳-中央(四) 大和駅
間12 鶴間駅西口 上草柳 大和駅
間13 鶴間駅東口 市役所市立病院 大和駅
間14 鶴間駅東口 目黒-八幡神社-竹村町 瀬谷駅
間15 鶴間駅東口 目黒-八幡神社-竹村町-瀬谷駅-相沢 三ッ境駅北口
間16 鶴間駅東口 市役所市立病院-大和駅-桜株-上和田 上和田団地
間17 鶴間駅東口 市役所市立病院-大和駅-中央(四) 桜ヶ丘駅
間18 鶴間駅東口 市役所市立病院-大和駅-桜株-上和田 いちょう団地
間22 鶴間駅西口 南林間駅-鶴間原-日産座間工場-相武台前駅-座間-新田宿中央 座間四ッ谷
間24 鶴間駅東口 市役所市立病院-大和駅-桜株-上和田-上和田団地-上和田 いちょう団地
①以前は[間01]が鶴ヶ峰行,[間03]が鶴ヶ峰駅行であったが,現在は[間01]が鶴ヶ峰駅行となり存続



鶴巻 鶴巻温泉駅
巻01 鶴巻温泉駅 東海大学北門 下大槻団地
巻02 鶴巻温泉駅 東海大学前駅南口-東海大学北門 下大槻団地
鶴11 鶴巻温泉駅 笠窪-串橋下 伊勢原車庫
鶴12 鶴巻温泉駅 真田神社 東海大学

学 東海大学前駅
学01 東海大学前駅 瓜生野-ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 東海大学前駅
学02 東海大学前駅 瓜生野 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ
学03 瓜生野 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 東海大学前駅

戸 戸塚駅
戸01 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸-弘明寺口 井土ヶ谷下町
戸03 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸-弘明寺口-井土ヶ谷 県庁入口
戸04 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-平戸-南高校-室ﾉ木-上大岡駅-弘明寺 県庁入口
戸09 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-秋葉-さかえ橋-名瀬 緑園都市駅
戸11 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町 相模新橋
戸12 戸塚駅東口 不動坂-岡津-領家谷 白百合台団地
戸12 戸塚駅東口 不動坂-岡津-西田橋 弥生台駅
戸13 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和-柳明-ひなた山 上飯田車庫
戸15 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-道浄山-和泉台 いずみ野駅
戸16 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和-相沢 瀬谷駅
戸17 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-秋葉-さかえ橋 名瀬
戸17 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-湘南泉病院-阿久和 三ッ境駅
戸18 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和-三ッ境駅 三ッ境東原住宅
戸19 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和 三ッ境駅
戸20 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和-原店 宮沢
戸22 戸塚駅東口 舞岡
戸25 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸 こども医療ｾﾝﾀｰ
戸27 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸 平戸団地
戸28 平戸団地 狩場町-保土ヶ谷駅 水道道
戸29 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸-狩場町-保土ヶ谷駅 水道道
戸30 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸-狩場町 保土ヶ谷駅西口
戸33 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-秋葉-前田ﾊｲﾂ 東戸塚駅
戸34 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-東戸塚駅 川上団地
戸36 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口 東戸塚駅
戸37 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-秋葉-前田ﾊｲﾂ-東戸塚駅 川上団地
戸38 戸塚駅東口 不動坂-柏尾-品濃口-国道平戸-狩場町 保土ヶ谷駅
戸39 戸塚駅東口 不動坂-岡津-領家谷-白百合台団地 弥生台駅
戸40 戸塚駅東口 不動坂-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和-柳明 ひなた山
戸50 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪下-大坂上-吹上-原宿-俣野公園横浜薬大 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ
戸51 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下 大坂上
戸52 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪下-大坂上-吹上-原宿 俣野公園横浜薬大
戸53 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 戸塚高校 汲沢団地
戸54 戸塚駅西口 東原
戸55 戸塚駅西口 東原-中田 中田町
戸55 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪下-大坂上-吹上-原宿-横浜医療ｾﾝﾀｰ 俣野公園横浜薬大
戸56 戸塚駅西口 東原-中田 立場
戸56 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪下-大坂上-吹上-原宿 横浜医療ｾﾝﾀｰ
戸57 戸塚駅西口 [ﾊﾞｲﾊﾟｽ経由]-川上町 川上団地
戸58 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場駅 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
戸59 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-宝寿院前 通信隊前
戸60 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-宝寿院前-通信隊前 立場ﾀｰﾐﾅﾙ
戸61 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-大坂上-吹上-原宿-通信隊前 立場
戸61 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場駅-上飯田団地-いちょう団地-上飯田 上飯田車庫
戸62 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場駅-飯田 長後駅東口
戸63 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場-飯田 上飯田団地
戸64 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場駅-上飯田団地 いちょう団地



戸65 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場-飯田 いちょう団地
戸66 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-大坂上-吹上 原宿
戸67 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場-飯田-上飯田 下瀬谷
戸68 戸塚駅西口 東原-中田-立場-下和泉 下飯田
戸69 戸塚駅西口 [急行]-立場-下和泉 下飯田
戸70 戸塚駅西口 東原-中田-立場-下和泉-下飯田 湘南台駅東口
戸71 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-金井-金井高校-田谷 大船駅西口
戸72 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-ﾋﾙｽﾞ南戸塚-金井-金井高校-田谷 大船駅西口
戸73 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-ﾋﾙｽﾞ南戸塚-金井 金井高校
戸74 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪下-大坂上 吹上
戸75 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-金井 金井高校
戸76 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-宝寿院前-通信隊前-立場-飯田 長後駅東口
戸77 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷 ﾋﾙｽﾞ南戸塚
戸78 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-宝寿院前-通信隊前-立場 いずみ中央駅
戸79 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 戸塚斎場-領家中学校-白百合台団地 弥生台駅
戸80 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東原-中田-立場駅-上飯田団地-いちょう団地-上飯田 下瀬谷
戸81 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 大坂下-大坂上-吹上-原宿-影取-藤沢橋 藤沢駅
戸90 戸塚駅西口 鳥が丘中央-領家中学校-上矢部高校-鳥が丘中央 戸塚駅西口
戸91 戸塚駅西口 鳥が丘中央-領家中学校 上矢部高校
戸92 戸塚駅西口 鳥が丘中央-上矢部高校 領家中学校
戸93 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-金井-原宿公園-戸塚台-戸塚台中央-金井-下郷 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
戸94 原宿公園 戸塚台-戸塚台中央-金井-下郷 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
戸95 戸塚ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 下郷-金井-原宿公園-戸塚台 戸塚台中央
戸96 戸塚駅西口 鳥が丘中央-第一工業団地 ﾗﾑｰﾅ横浜戸塚
戸97 戸塚駅西口 鳥が丘中央-領家中学校 ﾗﾑｰﾅ横浜戸塚
戸98 戸塚駅西口 鳥が丘中央-領家中学校-ﾗﾑｰﾅ横浜戸塚-上矢部高校-鳥が丘中央 戸塚駅西口
戸99 戸塚駅西口 鳥が丘中央-領家中学校-ﾗﾑｰﾅ横浜戸塚 上矢部高校
①[戸69]下飯田→戸塚駅行き(朝のみ)の運転で,立場-戸塚(一)間がﾉﾝｽﾄｯﾌﾟだった。

津 長津田駅
津01 長津田駅 御幸通り-南長津田団地-岡部谷戸 長津田辻
津02 長津田駅 下長津田-岡部谷戸 長津田辻

中 中山駅
中50 中山駅 青砥-貝の坂-川和町 市が尾駅
中53 中山駅 緑警察署-三保橋-梅田谷戸-川井宿-今宿 鶴ヶ峰駅
中54 中山駅 緑警察署-三保橋 三保中央

永 永山駅
永12 永山駅 諏訪南公園 諏訪四丁目
永13 永山駅 諏訪南公園 永山五丁目
永65 永山駅 貝取北ｾﾝﾀｰ-豊ヶ丘(四)-落合(四) 多摩ｾﾝﾀｰ駅
永66 永山駅 貝取北ｾﾝﾀｰ 豊ヶ丘四丁目

成 成瀬駅
成01 成瀬駅 南成瀬 成瀬台
成02 成瀬駅 南成瀬-昭和薬科大学 東玉川学園四丁目
成03 成瀬駅 南成瀬-奈良(二) こどもの国駅
成04 成瀬駅 南成瀬-成瀬台 こどもの国駅

二 二宮駅
二02 二宮駅北口 西久保-恒道園前-西久保-虫窪 東海大学大磯病院
二03 二宮駅北口 西久保-恒道園前-西久保-虫窪-東海大学大磯病院-馬場 大磯運動公園
二05 二宮駅南口 国府新宿-天の杜-生沢-上寺坂 松岩寺
二30 二宮駅南口 押切-下小竹-万年橋-中井役場 比奈窪
二31 二宮駅南口 押切-下小竹-万年橋-中井役場-比奈窪-鴨沢 高尾



二32 比奈窪 鴨沢 高尾
二33 二宮駅南口 中里-一色-下井ﾉ口-藤沢 日立情報
二33 二宮駅北口 中里-四ッ谷-[団地外廻り] 団地中央
二34 二宮駅南口 [急行] 日立情報
二35 二宮駅北口 中里-四ッ谷-団地中央-[団地北循環]-団地中央-四ッ谷-中里 二宮駅北口
二36 二宮駅北口 中里-四ッ谷-団地中央-[団地南循環]-団地中央-四ッ谷-中里 二宮駅北口
二37 二宮駅北口 中里-四ッ谷-[団地外循環]-団地中央-四ッ谷-中里 二宮駅北口
二38 二宮駅北口 中里-四ッ谷 橘団地
二39 二宮駅北口 団地中央-[団地北循環]-団地中央 二宮駅北口
二40 二宮駅南口 釜野 団地中央
二43 二宮駅北口 中里-一色-下井ﾉ口-藤沢 日立情報
二44 二宮駅北口 [急行] 日立情報

橋 橋本駅
橋01 橋本駅北口 二本松-久保沢-都井沢-北根小屋-相模中野 三ヶ木
橋02 橋本駅北口 二本松-久保沢-小倉橋-根小屋中野-根本-相模中野 三ヶ木
橋03 橋本駅北口 二本松-新小倉橋-根小屋中野-串川橋-関-青山 三ヶ木
橋04 橋本駅北口 二本松-久保沢-小倉橋-根小屋中野-串川橋 半原
橋05 橋本駅南口 二本松-久保沢-小倉橋-葉山 小沢
橋06 橋本駅北口 二本松-城山役場 大戸
橋07 橋本駅北口 二本松-久保沢-小倉橋-根小屋中野-串川橋-関-鳥屋 鳥居原ふれあい館
橋08 橋本駅北口 二本松-久保沢-都井沢 若葉台住宅
橋09 橋本駅南口 二本松-久保沢-都井沢-城山-上中沢-三井-相模中野 三ヶ木
橋10 橋本駅北口 二本松-久保沢-都井沢-城山 上中沢
橋11 橋本駅北口 二本松-相原-久保ヶ谷戸 橋本駅北口
橋12 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-相原-二本松 橋本駅北口
橋13 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-相原-久保沢-都井沢-城山 上中沢
橋14 橋本駅北口 二本松-久保沢-都井沢 城山
橋15 橋本駅北口 [急行] 三ヶ木
橋16 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-相原-根岸-境橋 大戸
橋17 橋本駅北口 津久井高校
橋18 橋本駅北口 二本松-森下-根岸 東京家政学院
橋19 橋本駅北口 城山高校
橋20 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-相原-根岸-境橋 法政大学
橋24 橋本駅北口 二本松-森下-真米 東京家政学院
橋25 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-相原-根岸-境橋-法政大学 大戸
橋26 橋本駅北口 二本松-城山総合事務所-大戸 法政大学
橋27 橋本駅南口 西橋本(三) 原宿五丁目
橋28 橋本駅南口 二本松-町屋本町-かたくりの里 若葉台住宅
橋30 橋本駅南口 北の丘ｾﾝﾀｰ-内出-中の郷 相模川自然の村
橋31 橋本駅南口 二本松-久保沢-都井沢 城山
橋32 橋本駅南口 二本松-上の原-内出 上大島
橋33 橋本駅南口 西橋本(三)-上の原-内出 上大島
橋34 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘-上中ﾉ原団地-六地蔵-塚場-作の口 上溝
橋35 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘-六地蔵-榎戸-上田名-上溝-星が丘住宅-市役所 相模原駅南口
橋36 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘-六地蔵-内出 上大島
橋37 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘-六地蔵-榎戸-中の郷 上大島
橋40 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘 峡の原車庫
橋41 橋本駅南口 西橋本(三) 上の原
橋50 橋本駅北口 二本松-久保沢-都井沢-若葉台住宅-都井沢-北根小屋-相模中野 三ヶ木
橋52 橋本駅北口 宮下-向陽小学校 相模原駅北口
橋53 橋本駅北口 旭住宅前-ｵﾊﾗ 相模原駅南口
橋54 橋本駅北口 旭中学校-緑ヶ丘 峡の原車庫
橋55 橋本駅北口 旭住宅前-三菱電機-向陽小学校 相模原駅南口
橋56 橋本駅南口 旭中学校-塚場-白雨台-上田名 水郷田名
橋57 橋本駅南口 旭中学校-緑ヶ丘-上中ﾉ原団地-六地蔵-榎戸-上田名 望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口
橋58 橋本駅南口 旭中学校-塚場-白雨台-上田名-小沢 愛川町役場
橋59 橋本駅南口 旭中学校-塚場-葛輪 水郷田名
橋70 橋本駅北口 自然公園-御殿峠 片倉台
橋73 橋本駅北口 三ッ目山公園 多摩境駅



橋75 橋本駅北口 多摩美術大学
橋76 橋本駅北口 三ッ目山公園-多摩境駅 神奈中多摩車庫
橋78 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-ﾘｰﾌｨｱ町田小山ヶ丘 多摩美術大学
橋80 橋本駅北口 久保ヶ谷戸-堂の前-沼入口 神奈中多摩車庫
鳥居原ふれあい館=鳥居原ふれあいの館

秦 秦野駅
秦08 秦野駅 市役所-富士見橋-運動公園-日立製作所 渋沢駅北口
秦09 秦野駅 市役所-富士見橋-運動公園-日立製作所-ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ[循環] 秦野駅
秦10 秦野駅 市役所-富士見橋-運動公園 日立製作所
秦11 秦野駅 市役所-富士見橋-運動公園 高砂車庫
秦12 秦野駅 市役所-富士見橋-運動公園-大倉入口-堀川 渋沢駅北口
秦14 秦野駅 畑中
秦15 秦野駅 畑中-震生湖-本境-藤沢 比奈窪
秦17 秦野駅 市役所-富士見橋-消防庁舎-榎木堂-くず葉大橋北 羽根
秦18 秦野駅 畑中-白山塚-日立製作所 渋沢駅北口
秦19 秦野駅 市役所-富士見橋-消防庁舎-榎木堂 高砂車庫
秦20 秦野駅 末広小学校-名古木-藤棚 蓑毛
秦21 秦野駅 末広小学校-名古木-藤棚-蓑毛 ﾔﾋﾞﾂ峠
秦22 秦野駅 末広小学校 神奈川病院
秦23 秦野駅 くず葉台-東田原 藤棚
秦24 秦野駅 末広小学校-善波-大住台 鶴巻温泉駅
秦25 秦野駅 末広小学校 曽屋弘法
秦26 秦野駅 くず葉台-東田原-神奈川病院-末広小学校 秦野駅
秦27 秦野駅 末広小学校-神奈川病院-東田原-くず葉台 秦野駅
秦38 秦野駅 室川橋-南平橋-遠藤原 神奈川大学
秦39 秦野駅 室川橋-南平橋-土屋橋 神奈川大学
秦40 秦野駅 室川橋-南平橋-土屋橋 東海大学
秦43 秦野駅 室川橋-下大槻団地-東海大学北門 鶴巻温泉駅
秦44 秦野駅 室川橋-下大槻団地-東海大学北門-東海大学前駅南口 鶴巻温泉駅
秦45 秦野駅 室川橋-下大槻団地-東海大学北門 東海大学前駅南口
秦50 秦野駅 榎木堂-菩提 横野入口
秦51 秦野駅 榎木堂-菩提-横野入口-大倉入口-堀川 渋沢駅北口
秦52 秦野駅 榎木堂 高砂車庫
秦53 高砂車庫 菩提-横野入口-大倉入口-堀川 渋沢駅北口
秦60 秦野駅南口 西大竹-東名秦野-上井ﾉ口-団地中央 二宮駅北口
秦61 秦野駅 西大竹-南が丘公園-上井ﾉ口-団地中央 二宮駅北口
秦62 秦野駅 西大竹-東名秦野-上井ﾉ口-団地中央-四ッ谷 二宮駅北口
秦63 秦野駅南口 上尾尻橋-南が丘公園-東名秦野-上井ﾉ口-団地中央-四ッ谷 二宮駅北口
秦64 秦野駅 西大竹-東名秦野-上井ﾉ口-藤沢 比奈窪
秦65 秦野駅南口 [深夜]上尾尻橋 南が丘公園
秦66 秦野駅 片町通り-西大竹 南が丘公園
秦67 秦野駅 西大竹-東名秦野-上井ﾉ口 二宮駅南口
秦68 秦野駅南口 西大竹-東名秦野-上井ﾉ口-藤沢 日立情報
秦69 秦野駅 [急行] 日立情報
秦70 秦野駅南口 [急行]西大竹-井ﾉ口小学校西-久所入口-西谷戸橋 二宮駅北口
秦89 秦野駅南口 [急行]ｸﾞﾘｰﾝﾃｸ中央 日立情報
秦90 秦野駅南口 上尾尻橋 南が丘公園
秦91 秦野駅南口 上尾尻橋-南が丘公園-東名秦野-上井ﾉ口-団地中央 二宮駅北口
秦92 秦野駅南口 上尾尻橋-日赤病院-東名秦野-上井ﾉ口-藤沢 比奈窪
秦93 秦野駅南口 西大竹-東名秦野-ｸﾞﾘｰﾝﾃｸ中央 上ﾉ原
秦94 秦野駅南口 上尾尻橋-日赤病院-東名秦野-上井ﾉ口-藤沢 日立ｼｽﾃﾑｽﾞ
秦95 秦野駅南口 上尾尻橋-日赤病院-東名秦野-ｸﾞﾘｰﾝﾃｸ中央-藤沢 日立ｼｽﾃﾑｽﾞ
秦96 秦野駅南口 上尾尻橋-日赤病院-東名秦野-ｸﾞﾘｰﾝﾃｸ中央-藤沢 比奈窪

八 八王子駅
半71 半原 野外ｾﾝﾀｰ 上荻野車庫
半72 半原 馬渡-田代 上荻野車庫
半73 半原 馬渡-三増 愛川町役場



八 八王子駅
八07 八王子駅 西八王子駅入口-高尾駅-高尾山口-大垂水-千木良 相模湖駅
八71 八王子駅南口 片倉駅入口 片倉台
八72 八王子駅南口 片倉駅入口-御殿峠-自然公園 橋本駅北口
八77 八王子駅南口 片倉駅入口-片倉台-御殿峠-自然公園 橋本駅北口

宿 原宿
宿01 原宿五丁目 久保沢-小倉橋-葉山 小沢

当 原当麻駅
当01 原当麻駅 下溝-座間-相武台前駅-小田急相模原駅 国立相模原病院
当02 北里大学 原当麻駅-ﾃｸﾉﾊﾟｲﾙ田名工業団地-塩田 望地ｷｬﾝﾌﾟ場

東 東戸塚駅
東01 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-岡津-新橋町 相模新橋
東01 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-こども医療ｾﾝﾀｰ-弘明寺口 井土ヶ谷下町
東02 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-岡津 白百合台団地
東02 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-秋葉-柏尾 不動坂
東03 東戸塚駅 品濃口-国道平戸 平戸団地
東04 東戸塚駅西口 川上団地
東05 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋 名瀬
東05 東戸塚駅西口 [ﾊﾞｲﾊﾟｽ]-品濃町-今井町-ｿﾆｰ研究所-星川町 横浜駅西口
東06 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-弘明寺口-井土ヶ谷-羽衣町 県庁入口
東07 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-弘明寺口 井土ヶ谷
東08 東戸塚駅 品濃口-国道平戸 横浜ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ
東09 東戸塚駅 品濃口-国道平戸 南永田団地
東09 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-岡津-新橋町-相模新橋-阿久和 三ッ境駅
東10 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-名瀬 緑園都市駅
東11 東戸塚駅西口 [ﾊﾞｲﾊﾟｽ]-品濃町-今井町 ｿﾆｰ研究所
東12 東戸塚駅 品濃口-上永谷駅-日限山 京急ﾆｭｰﾀｳﾝ
東13 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-岡津-新橋町-道浄山-立場 いずみ中央駅
東15 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-新戸塚病院-前田ﾊｲﾂ 東戸塚駅
東16 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-こども医療ｾﾝﾀｰ-弘明寺口-井土ヶ谷-羽衣町 県庁入口
東21 東戸塚駅 品濃口-国道平戸-狩場町-保土ヶ谷駅 水道道
東22 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-第二工業団地-領家中学校-白百合台団地 弥生台駅
東23 東戸塚駅 前田ﾊｲﾂ-さかえ橋-領家(一)-白百合台団地 弥生台駅
東50 東戸塚駅 環2平戸-平戸-美晴台 上永谷駅
東55 東戸塚駅 環2平戸-上柏尾町-品濃口-環2平戸 東戸塚駅
東93 東戸塚駅 品濃口-平戸-南高校-室ﾉ木-上大岡駅-弘明寺-羽衣町 県庁入口

平 平塚駅
平01 平塚駅 馬入橋-今宿-萩園-景観寺-岡田-小谷-宮原-用田辻 綾瀬車庫
平02 平塚駅 馬入橋-今宿-萩園-景観寺-岡田 小谷
平03 平塚駅 馬入橋-今宿-萩園-景観寺-岡田-小谷-宮原-用田辻-文化ｾﾝﾀｰ さがみ野駅
平08 平塚駅 馬入橋-中堂-古河電工 東八幡工業団地
平09 平塚駅 馬入橋-古河電工 東八幡工業団地
平12 平塚駅南口 明神前-長姫町 須賀港
平13 平塚駅南口 明神前-長姫町-高浜台 平塚駅南口
平14 平塚駅南口 高浜台-長姫町-明神前 平塚駅南口
平15 平塚駅南口 すみれ平-湘南海岸公園 平塚駅南口
平16 平塚駅南口 湘南海岸公園-すみれ平 平塚駅南口
平17 平塚駅 明石町-龍城ヶ丘-湘南海岸公園 平塚駅南口
平18 平塚駅南口 競輪場
平19 平塚駅南口 虹ヶ浜-湘南花水 大磯駅
平20 平塚駅 追分-南原土手 金田公民館



平21 平塚駅 中里-農業高校-市民病院-南原土手 金田公民館
平22 平塚駅 諏訪町-農業高校 市民病院
平23 平塚駅 古花水-商業高校-市民病院 南原土手
平24 平塚駅 古花水-商業高校-市民病院-南原土手-追分 平塚駅
平25 平塚駅 古花水-商業高校 高村団地
平26 平塚駅 古花水-商業高校-市民病院 高村団地
平27 平塚駅 古花水-商業高校 山下団地
平28 平塚駅 中里-農業高校-坂間 湘南日向岡
平29 平塚駅 古花水-商業高校-高村団地 山下団地
平30 平塚駅 追分-南原土手-徳延-坂間-[日向岡ﾄﾝﾈﾙ]-中沢橋 湘南めぐみが丘
平31 平塚駅 追分-南原土手-徳延-坂間-中沢橋 松岩寺
平32 平塚駅 追分-南原土手-徳延-坂間-中沢橋-松岩寺-上寺坂-生沢-国府新宿 二宮駅南口
平33 平塚駅 古花水-山下-上万田-上寺坂 松岩寺
平34 平塚駅 追分-南原土手-纏入口-中沢橋 松岩寺
平35 平塚駅 古花水-山下-上万田 湘南平
平36 平塚駅 古花水-山下-上万田-上寺坂-生沢-国府新宿 二宮駅南口
平37 平塚駅 古花水-商業高校-北河内-中沢橋-土沢農協 神奈川大学
平38 平塚駅 古花水-商業高校-坂間-[日向岡ﾄﾝﾈﾙ]-中沢橋-土沢農協 神奈川大学
平39 平塚駅南口 羽衣公園入口-桃浜町-下花水橋 大磯駅
平40 平塚駅南口 羽衣公園入口-桃浜町-下花水橋 西海岸
平41 平塚駅 古花水-国府新宿-二宮駅南口 国府津駅
平43 平塚駅 古花水-大磯駅-国府新宿-二宮駅南口 国府津駅
平44 平塚駅 古花水-国府新宿-二宮駅南口-国府津駅 小田原駅
平45 平塚駅 古花水-国府新宿-二宮駅南口-国府津駅-小田原町 小田原駅
平46 平塚駅 古花水-国府新宿 二宮駅南口
平47 平塚駅 古花水-大磯駅-国府新宿 二宮駅南口
平48 平塚駅 古花水 大磯駅
平50 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村十字路 大神
平51 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村十字路 田村車庫
平52 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村団地入口 田村車庫
平53 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村十字路-大神-戸田-酒井-岡田-旭町 本厚木駅南口
平54 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村十字路-大神-戸田-酒井-岡田-旭町-小田急通り 本厚木駅南口
平57 平塚駅 [急行]田村団地入口-大神-戸田-酒井 本厚木駅南口
平58 平塚駅 八幡-四ﾉ宮-田村十字路 大神工業団地
平59 平塚駅 八幡-稲荷前-田村団地入口-外河原-一之宮-景観寺-寒川駅 寒川神社
平60 田村車庫 外河原-一之宮-景観寺-寒川駅 寒川神社
平60 平塚駅 八幡-稲荷前-田村団地入口 田村車庫
平61 平塚駅 八幡-稲荷前-住宅前-総合公園 平塚駅
平62 平塚駅 総合公園-住宅前-稲荷前-四ﾉ宮 平塚駅
平63 平塚駅 総合公園-住宅前-坂口-横内団地 田村車庫
平64 平塚駅 八幡-古河電工 東八幡工業団地
平65 平塚駅 総合公園-湘南車検場-大島 田村車庫
平67 平塚駅 八幡-神明中学校入口-坂口-横内団地 田村車庫
平68 平塚駅 総合公園-住宅前-坂口-横内団地-下小稲葉-下落合 愛甲石田駅
平71 平塚駅 追分-南原土手-長持-金目駅-土屋橋-南平橋-室川橋 秦野駅
平72 平塚駅 追分-南原土手-長持-金目駅 東海大学
平73 平塚駅 追分-南原土手-纏入口-広川-金目駅 東海大学
平74 平塚駅 追分-南原土手-長持-金目駅-土屋橋-下大槻団地-室川橋 秦野駅
平75 平塚駅 追分-南原土手-長持-金目駅-土屋橋-七国峠-上井ﾉ口 秦野駅南口
平76 平塚駅 追分-南原土手-徳延-坂間-中沢橋-土沢農協-七国峠-上井ﾉ口 秦野駅南口
平77 平塚駅 諏訪町-農業高校-市民病院-南原土手-長持-金目駅 東海大学
平78 平塚駅 追分-南原土手 長持
平79 平塚駅 追分-南原土手-長持 平塚養護学校
平86 平塚駅 総合公園-住宅前-坂口-横内団地-下小稲葉-大田小学校 伊勢原駅南口
平87 平塚駅 追分-豊田本郷駅-城島小学校-上平間 伊勢原駅南口
平88 平塚駅 追分-豊田本郷駅-城島小学校-下谷中央-大田小学校 伊勢原駅南口
平89 平塚駅 追分-豊田本郷駅-矢崎-大句-伊勢原団地-伊勢原駅南口-行政ｾﾝﾀｰ 東海大学病院
平90 平塚駅 追分-豊田本郷駅-矢崎-大句-伊勢原団地 伊勢原駅南口
平91 平塚駅 追分-豊田本郷駅-矢崎-大句 伊勢原駅南口
平92 平塚駅 追分-豊田本郷駅-矢崎-ふじみ野-御岳 伊勢原駅南口
平93 平塚駅 追分-豊田本郷駅-矢崎-ふじみ野-関台-団地西 伊勢原車庫



平94 平塚駅 追分-豊田本郷駅-大住中学校 伊勢原駅南口
平95 平塚駅 追分-豊田本郷駅 東橋
平97 平塚駅 総合公園-湘南車検場-大島-上平間 伊勢原駅南口

藤 藤沢駅
藤01 藤沢駅 神明町 高山車庫
藤02 藤沢駅 上村-高山 高山車庫
藤03 藤沢駅 上村-高山 辻堂駅北口
藤04 藤沢駅 長久保-浜見山 辻堂団地
藤05 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-小和田-松林中学校-茅ヶ崎駅北口-茶屋町 平塚駅
藤06 藤沢駅 長久保-浜見山 辻堂駅南口
藤07 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-小和田-松林中学校 茅ヶ崎駅北口
藤08 藤沢駅 市民病院-台町-引地橋-羽鳥-小和田-松林中学校 茅ヶ崎駅北口
藤09 藤沢駅 台町-引地橋-梅ヶ枝通り 辻堂駅北口
藤10 藤沢駅 市民病院-台町-引地橋-梅ヶ枝通り 辻堂駅北口
藤12 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大庭隧道-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
藤13 藤沢駅 市民病院-台町-引地橋-羽鳥-大庭隧道-小糸-ﾗｲﾌﾀｳﾝ中央-駒寄 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
藤15 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰ 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ
藤31 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-石川橋-遠藤-菖蒲沢-用田辻-社家駅 本厚木駅南口
藤32 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-石川橋 ﾌﾟﾚｽ工業
藤33 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-石川橋-遠藤-菖蒲沢-用田辻 用田車庫
藤34 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-石川橋-ﾌﾟﾚｽ工業-一色上 湘南台駅西口
藤35 藤沢駅 台町-修道院前 荏原工業団地
藤36 藤沢駅 台町-善行 善行駅
藤37 藤沢駅 台町-善行-大庭-石川橋-ﾌﾟﾚｽ工業-南桐原-団地中央 湘南台駅西口
藤38 藤沢駅 台町-引地橋 老人ｾﾝﾀｰ
藤39 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-小糸-湘南ｶﾝﾄﾘｰ-大辻-湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ 湘南台駅西口
藤51 藤沢駅 市民病院-亀井野団地入口-下屋敷-亀井野 湘南台駅東口
藤54 藤沢駅 藤沢橋-影取-原宿 俣野公園横浜薬大
藤55 藤沢駅 亀井野団地入口-下屋敷-亀井野-高松町 長後駅東口
藤56 藤沢駅 市民病院-亀井野団地入口-下屋敷-亀井野-湘南台駅西口 長後駅西口
藤57 藤沢駅 市民病院-亀井野団地入口-下屋敷-亀井野 湘南台駅西口
藤58 藤沢駅 市民病院-亀井野団地入口-下屋敷-亀井野 六会日大前駅
藤59 藤沢駅 亀井野団地入口-下屋敷 俣野公園横浜薬大
藤60 藤沢駅 市民病院-亀井野団地入口-下屋敷-亀井野-高松町 長後駅東口
藤64 藤沢駅 藤沢橋-影取-原宿 公文国際学園
藤76 藤沢駅 台町-引地橋-羽鳥-大六天-石川橋-遠藤-菖蒲沢-用田辻 綾瀬車庫
藤77 藤沢駅 柳小路-江ﾉ島-鵠沼海岸-浜見山 辻堂駅南口
藤101 藤沢駅 藤が岡循環 藤沢駅
藤102 藤沢駅 藤が岡(一)-藤が岡(二)循環 藤沢駅
藤103 藤沢駅 藤が岡(三)循環 藤沢駅

ふ ふじみ号
ふ01 慶応大学 獺郷東町-御所見総合ｸﾘﾆｯｸ 慶応大学
ふ02 慶応大学 宮原南-宮原-御所見総合ｸﾘﾆｯｸ 慶応大学
ふ03 慶応大学 御所見総合ｸﾘﾆｯｸ-宮原-宮原南 慶応大学

野 藤野駅
野01 藤野駅 赤沢-賽の神-大久和-奥相模湖 東野
野05 藤野駅 赤沢-賽の神-大鐘 奥牧野
野07 藤野駅 赤沢-賽の神-大久和-釜の沢 篠原
野08 藤野駅 日野-沢井住宅-上河原 和田
野09 東野 月夜野
野10 藤野駅 赤沢-賽の神-大久和-奥相模湖-東野 月夜野
野11 藤野駅 赤沢-賽の神 やまなみ温泉
野12 藤野駅 赤沢-賽の神-やまなみ温泉-賽の神-大鐘 奥牧野
※｢大久和｣→｢やまなみ温泉｣に改称



淵 淵野辺駅
淵21 淵野辺駅北口 麻布大学-常盤-種入-小山田 小山田はなみずき
淵22 淵野辺駅北口 東町-ﾆｭｰ相模団地 古淵
淵23 淵野辺駅北口 東町-根岸-図師大橋-図師 野津田車庫
淵24 淵野辺駅北口 東町-根岸-図師大橋-図師-袋橋-大蔵-鶴川駅-新百合ヶ丘駅入口 登戸
淵25 淵野辺駅北口 [直行] 日大三高
淵30 淵野辺駅北口 桜美林学園 小山田桜台
淵32 淵野辺駅南口 弥栄-青葉児童館-大野台中央-共和 淵野辺駅南口
淵33 淵野辺駅南口 共和-大野台中央-青葉児童館-弥栄 淵野辺駅南口
淵34 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝団地-光ヶ丘(一)-千代田-弥栄 淵野辺駅南口
淵35 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-光ヶ丘(一)-上溝団地-千代田-弥栄 淵野辺駅南口
淵36 淵野辺駅南口 共和-大野台中央-青葉児童館-市立博物館 淵野辺駅南口
淵37 淵野辺駅南口 市立博物館-青葉児童館-大野台中央-共和 淵野辺駅南口
淵51 淵野辺駅南口 千代田(三)-横山団地-日金沢上 相模原駅南口
淵52 淵野辺駅南口 弥栄-千代田 上溝
淵53 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝-上田名 水郷田名
淵55 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝-上田名 望地ｷｬﾝﾌﾟ場入口
淵57 淵野辺駅北口 矢部駅-市役所 相模原駅南口
淵58 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝団地-光ヶ丘(一)-市役所 相模原駅南口
淵59 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝-上田名-小沢-田代-馬渡 半原
淵61 淵野辺駅南口 弥栄-千代田-上溝団地-光ヶ丘(一)-横山団地-日金沢上-大河原 橋本駅南口
淵62 淵野辺駅南口 宇宙科学研究所-ｺﾞﾙﾌ場前-古淵駅入口 古淵駅
淵65 淵野辺駅北口 桜美林学園-常盤-見晴らしの丘 神奈中多摩車庫
淵67 淵野辺駅北口 桜美林学園-小山田桜台 日大三高
小山田はなみずき=小山田はなみずきの丘

保 保土ヶ谷駅
保01 水道道 保土ヶ谷駅-狩場町 こども医療ｾﾝﾀｰ
保04 保土ヶ谷駅 狩場町 こども医療ｾﾝﾀｰ
保05 保土ヶ谷駅 狩場町 平戸団地
保06 保土ヶ谷駅 狩場町-国道平戸-品濃口-柏尾 不動坂

厚 本厚木駅
厚01 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-上荻野車庫-野外ｾﾝﾀｰ 半原
厚02 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-上荻野車庫-田代-馬渡 半原
厚03 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市内-県立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-上荻野車庫-田代-馬渡 半原
厚03 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-上荻野車庫-田代-馬渡-半原 清雲寺入口
厚04 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿 上荻野車庫
厚05 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-みはる野 まつかげ台
厚06 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿 鳶尾団地
厚07 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-神奈川工科大学-棚沢 青年の家
厚08 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田 松蓮寺
厚10 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-みはる野-まつかげ台 上荻野車庫
厚11 本厚木駅 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-鳶尾団地-みはる野-まつかげ台 上荻野車庫
厚12 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-鳶尾団地-みはる野 まつかげ台
厚13 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 新道公所-鳶尾団地-みはる野 まつかげ台
厚14 本厚木駅 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-鳶尾団地-まつかげ台-田代-半原 清雲寺入口
厚15 本厚木駅 市立病院 吾妻団地
厚16 本厚木駅 市立病院-戸室-千頭 宮の里
厚17 本厚木駅 合同庁舎-戸室-千頭 宮の里
厚18 本厚木駅 合同庁舎-戸室-千頭-飯山観音 上飯山
厚19 本厚木駅 市立病院-戸室-千頭-飯山観音-上飯山 上煤ヶ谷
厚20 本厚木駅 市立病院-戸室-千頭-飯山観音-上飯山-上煤ヶ谷 宮ヶ瀬
厚21 本厚木駅 元町-市立病院-戸室-千頭-飯山観音-上飯山-上煤ヶ谷 宮ヶ瀬
厚22 本厚木駅 合同庁舎-戸室-千頭-宮の里-飯山観音-上飯山 上煤ヶ谷
厚23 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-高松山入口 青山学院大学
厚25 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-緑ヶ丘-合同庁舎 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
厚26 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-黄金原-六堂辻 東京工芸大学



厚27 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 厚木東高校
厚27 本厚木駅 合同庁舎-小金原-六堂辻 古松台入口
厚28 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 厚木商業高校
厚29 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-六堂辻-台ﾉ上 上古沢
厚30 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-黄金原-六堂辻-台ﾉ上 上古沢
厚30 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-台ﾉ上-上古沢-旗谷下-愛名-温水-合同庁舎 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
厚31 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-黄金原 六堂辻
厚31 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-旗谷下-上古沢-台ﾉ上-愛名-温水-合同庁舎 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
厚32 本厚木駅南口 相模大橋-社家駅-杉久保-用田辻 用田車庫
厚32 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-台ﾉ上-上古沢 旗谷下
厚33 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢
厚34 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋 七沢
厚35 本厚木駅 合同庁舎 ｱﾂｷﾞﾕﾆｼｱ
厚36 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 文化会館-船子-広町橋-小野橋 青山学院大学
厚37 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋 森の里青山
厚38 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ-七沢温泉 広沢寺温泉
厚39 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋 神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ
厚40 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋 小野
厚41 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 赤羽根中央-温水-愛名入口-高松山入口 青山学院大学
厚43 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 文化会館-船子-広町橋-小野橋-森の里中学校 森の里
厚44 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 文化会館-船子-広町橋-小野橋 松蔭女子短大
厚44 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 赤羽根中央-温水-愛名入口-高松山入口-森の里青山-厚木西高校 森の里
厚45 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-愛名入口-小野橋 小野
厚45 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 文化会館-船子-広町橋-小野橋-森の里青山-厚木西高校 森の里
厚46 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名-六堂辻-台ﾉ上 上古沢
厚47 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名 六堂辻
厚48 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水 毛利台団地
厚50 本厚木駅南口 船子-東名中学校入口-酒井-戸田 大神
厚51 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 東名厚木ｲﾝﾀｰ-酒井-戸田-門沢橋-有馬高校-社家駅-中新田小学校 海老名駅
厚55 本厚木駅南口 旭町-岡田-酒井-戸田-大神 田村車庫
厚58 本厚木駅南口 旭町-岡田-酒井-戸田 大神
厚59 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-桜台-中津-愛川町役場-三増-馬渡 半原
厚60 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-桜台-中津-愛川町役場-三増 上三増
厚61 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-内陸工業団地 春日台団地
厚62 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-内陸工業団地-中平-金田神社 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
厚63 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-内陸工業団地-春日台団地 愛川町役場
厚64 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 妻田-松蓮寺-荻野新宿-神奈川工科大学-桜台-中津-愛川町役場 上三増
厚65 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 妻田-松蓮寺-荻野新宿-神奈川工科大学 厚木北高校
厚66 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-上三田-桜台-中津 愛川町役場
厚67 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ [急行] 神奈川工科大学
厚70 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-船子-宮前 愛甲原住宅
厚71 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-船子-ぐみだ 愛甲原住宅
厚74 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知 長坂
厚75 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知-下六倉 小沢
厚76 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知 猿ヶ島
厚77 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知-昭和橋-上溝-星ヶ丘十字路 相模原駅
厚78 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知-昭和橋 上溝
厚79 本厚木駅 相模大橋-河原口-ﾛｯｸﾗｰ前-座間四ッ谷-下溝-原当麻-番田 上溝
厚79 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-上依知-昭和橋 原当麻駅
厚80 本厚木駅 相模大橋-河原口-ﾛｯｸﾗｰ前-座間四ッ谷-座間 相武台前駅
厚80 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-金田神社-中平-上依知 猿ヶ島
厚81 本厚木駅 相模大橋-河原口-ﾛｯｸﾗｰ前-座間四ッ谷 相武台下駅
厚81 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-金田神社-中平-上依知-昭和橋 原当麻駅
厚82 本厚木駅 相模大橋-河原口 海老名駅西口
厚83 本厚木駅 相模大橋-厚木ﾅｲﾛﾝ-海老名駅-国分-谷入口 相武台下駅
厚84 本厚木駅 相模大橋-厚木ﾅｲﾛﾝ 海老名駅
厚86 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋-神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢温泉
厚87 神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 七沢温泉
厚88 神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘ 広沢寺温泉
厚89 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 妻田-松蓮寺-荻野新宿-神奈川工科大学 鳶尾団地
厚90 本厚木駅 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋-森の里中学校 森の里



厚92 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 合同庁舎-温水-愛名入口-小野橋-七沢森林公園 上谷戸
厚93 本厚木駅南口 相模大橋-社家駅-杉久保-用田辻-松葉 綾瀬車庫
厚94 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市立病院-妻田-松蓮寺-荻野新宿-荻野運動公園 宮の里
厚95 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 厚木警察署-吾妻団地 王子
厚96 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 金田神社-中平-桜台-中津-愛川町役場-愛川ﾊｲﾃｸ団地-三増 上三増
厚97 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 文化会館-船子-広町橋-小野橋-厚木西高校 森の里
厚98 本厚木駅 相模大橋-二大縄 海老名駅
厚105 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 岡田 厚木ｱｸｽﾄ
厚109 本厚木駅南口 赤羽根中央 東京農業大学
①停留所改称：県立病院→市立病院

本 本郷台駅
本01 本郷台駅 長沼-金井高校-田谷-鎌倉女子大 本郷台駅
本21 本郷台駅 天神橋 公田団地
本22 本郷台駅 天神橋-中野町 本郷車庫
本41 本郷台駅 鎌倉女子大-田谷-住友電工 大船駅西口

舞 舞岡
舞01 舞岡 日限山-上永谷駅-吉原 上大岡駅

町 町田駅
町01 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 相模病院-鵜の森-谷口 相模大野駅北口
町02 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 原町田(四) 市民病院正門
町03 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 原町田(四)-南大谷都営 玉川学園前駅
町04 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 相模病院-大野小学校入口-共和-淵野辺十字路 相模原駅南口
町05 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 相模病院-大野小学校入口-共和-弥栄-千代田 上溝
町06 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ
町08 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ
町09 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 古淵駅-大沼-国立相模原病院 小田急相模原駅
町11 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地
町12 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 境川団地 木曽南団地
町13 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ [急行]境川団地 山崎団地ｾﾝﾀｰ
町14 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 境川団地 木曽南団地
町15 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ 山崎団地
町16 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ [急行] 日大三高
町17 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-木曽南団地-日向根ﾄﾝﾈﾙ 淵野辺駅北口
町20 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地 山崎団地ｾﾝﾀｰ
町21 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院正門
町22 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽 上宿
町23 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院 山崎団地ｾﾝﾀｰ
町24 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 市民病院-山崎団地ｾﾝﾀｰ 山崎団地
町25 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-山崎団地ｾﾝﾀｰ-薬師池-袋橋 野津田車庫
町26 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-図師大橋-図師 野津田車庫
町27 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-図師大橋 小山田
町28 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸 桜美林学園
町29 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-桜美林学園 淵野辺駅北口
町30 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 市民病院-木曽-上宿-根岸-常盤-久保ヶ谷戸 橋本駅北口
町31 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-図師大橋-図師 多摩丘陵病院
町32 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-木曽-忠生(二)-桜美林学園 小山田桜台
町33 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-木曽南団地-忠生(二) 下山崎
町34 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-忠生(二)-桜美林学園 小山田桜台
町35 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ-薬師池-袋橋 野津田車庫
町36 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-図師大橋-図師-五反田-大蔵 鶴川駅
町37 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽中原-藤の台団地 やくし台ｾﾝﾀｰ
町38 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿 市立室内ﾌﾟｰﾙ
町39 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-市立室内ﾌﾟｰﾙ-図師大橋-図師 野津田車庫
町41 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 菅原神社-市立博物館 藤の台団地
町42 町田ﾀｰﾐﾅﾙ [急行]市立博物館 藤の台団地



町45 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-図師大橋-図師 都立野津田高校
町47 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ-藤の台団地-団地南口-大谷都営 町田ﾀｰﾐﾅﾙ
町48 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 大谷都営-団地南口-藤の台団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ-境川団地 町田ﾀｰﾐﾅﾙ
町50 町田駅 菅原神社-市立博物館-藤の台団地-金井-鶴川駅-ｾﾝﾀｰ前 鶴川団地
町51 町田駅 菅原神社-団地南口-南大谷都営 町田駅
町52 町田駅 菅原神社-市立博物館-金井 鶴川駅
町53 町田駅 菅原神社-本町田-薬師池-袋橋-大蔵 鶴川駅
町54 町田駅 菅原神社-市立博物館-藤の台団地-金井 鶴川駅
町55 町田駅 菅原神社-本町田-薬師池-袋橋 野津田車庫
町60 町田ﾀｰﾐﾅﾙ 市民病院-木曽-上宿-根岸-常盤-多摩境駅-久保ヶ谷戸 橋本駅北口
町61 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-山崎団地ｾﾝﾀｰ-藤の台団地-やくし台ｾﾝﾀｰ-袋橋 野津田車庫
町62 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-上宿-根岸-常盤 神奈中多摩車庫
町66 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 市民病院-木曽-忠生(二) 下山崎
町70 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-中恩田橋-田奈駅 十日市場駅
町71 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-中恩田橋-田奈駅-青葉台駅 中山駅北口
町72 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-中恩田橋-田奈駅-下長津田 長津田駅
町73 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-中恩田橋-田奈駅 青葉台駅
町74 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校 成瀬台
町75 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-南成瀬 成瀬駅
町76 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南大谷都営-三ッ又 成瀬台
町77 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-中恩田橋-田奈駅-十日市場駅-霧ヶ丘ｾﾝﾀｰ 若葉台中央
町78 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 境川団地-木曽南団地-忠生-図師大橋-図師 野津田車庫
町80 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-町谷-つきみ野駅-中央林間駅-南林間駅東口 大和駅
町81 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-つくし野駅 長津田駅
町82 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-長津田辻-岡部谷戸-下長津田 長津田駅
町82 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-町谷 つきみ野駅
町83 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原 つくし野駅
町84 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-小川支所 成瀬駅
町85 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原 すずかけ台駅
町86 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-長津田辻-大ヶ谷戸-目黒-八幡神社-竹村町 瀬谷駅
町87 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-長津田辻-大ヶ谷戸-下鶴間-車庫前 鶴間駅東口
町88 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 南中学校-町谷原-長津田辻-大ヶ谷戸-下鶴間 車庫前
町89 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 西田-町谷 南町田駅
町92 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 高ヶ坂団地
町93 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校-昭和薬科大学 成瀬台
町94 町田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 成瀬高校 昭和薬科大学
町98 藤の台団地 山崎団地ｾﾝﾀｰ-木曽-上宿-根岸 市立室内ﾌﾟｰﾙ

三 三ヶ木
三11 三ヶ木 相模中野-三井 上中沢
三11 三ヶ木 又野城山-尾崎記念館-津久井合同庁舎-中野小学校 三井
三12 三ヶ木 相模中野-北根小屋 城山
三13 三ヶ木 相模中野-北根小屋-都井沢 若葉台住宅
三51 三ヶ木 青山-関-長竹-串川橋 半原
三52 三ヶ木 相模中野-土沢-長竹-串川橋 半原
三53 三ヶ木 青山-関-鳥屋 鳥居原ふれあい館
三54 三ヶ木 青山-関-鳥屋 宮ヶ瀬
三55 三ヶ木 青山-青野原-西野々 東野
三56 三ヶ木 青山-青野原-西野々-東野 月夜野

境 三ッ境駅
境01 三ッ境駅 阿久和-柳明-ひなた山 上飯田車庫
境11 三ッ境駅 原店 宮沢
境12 三ッ境駅 阿久和 相模新橋
境13 三ッ境駅 阿久和-相模新橋-西田橋 弥生台駅
境14 三ッ境駅 阿久和 湘南泉病院
境15 三ッ境駅 阿久和-相模新橋 新橋町
境21 三ッ境駅北口 亀の甲山-近隣公園-若葉台中央-霧ヶ丘ｾﾝﾀｰ 十日市場駅
境30 三ッ境駅北口 相沢 細谷戸第5



南 南大沢駅
南51 南大沢駅 大平公園-南大沢団地-赤石公園 南大沢駅
南52 南大沢駅 赤石公園-南大沢団地-大平公園 南大沢駅

南 南町田駅
南01 南町田駅 東名横浜町田ｲﾝﾀｰ-近隣公園 若葉台中央
南02 南町田駅 [直行] ﾏｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ
南03 南町田駅 大ヶ谷戸 ﾏｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ

林 南林間駅
林03 南林間駅 小松原 日産
林11 南林間駅東口 つきみ野橋-中和田入口 町田ﾀｰﾐﾅﾙ

六 六会日大前駅
六01 六会日大前駅西口 天神町4号-天神町6号-天神町9号-天神町6号-天神町4号 六会日大前駅西口
六02 六会日大前駅西口 天神町4号-天神町6号 天神町9号
六03 天神町6号 天神町9号-天神町6号-天神町4号 六会日大前駅西口
六04 六会日大前駅西口 4号西-天神町6号-天神町9号-天神町6号-4号西 六会日大前駅西口
六05 六会日大前駅西口 4号西-天神町6号 天神町9号
六06 天神町6号 天神町9号-天神町6号-4号西 六会日大前駅西口

和 大和駅
和02 大和駅 桜株-上和田 いちょう団地
和03 大和駅 桜株-上和田 上和田団地
和04 大和駅 一の関-下鶴間 上瀬谷通信隊
和06 大和駅 桜株-上和田-上和田団地-上和田 いちょう団地

や やまなみ温泉
や01 やまなみ温泉 奥相模湖 東野
や02 やまなみ温泉 釜の沢 篠原
や03 やまなみ温泉 奥相模湖-いやしの湯 東野

弥 弥生台駅
弥01 弥生台駅 白百合台団地-領家中学校-鳥が丘中央-東原-中田 立場
弥01 弥生台駅 西田橋-みやこｶﾞｰﾃﾞﾝ 緑園都市駅
弥02 弥生台駅 白百合台団地-領家中学校-鳥が丘中央-東原-中田-立場 いずみ中央駅
①[弥02]実際の運行はなかった

横 横浜駅
横04 横浜駅西口 洪福寺-和田町-梅の木-鶴ヶ峰駅-今宿-川井宿-亀の甲山-下鶴間 鶴間駅東口
横06 横浜駅西口 洪福寺-和田町-梅の木-鶴ヶ峰駅 今宿
横15 横浜駅西口 洪福寺-保土ヶ谷駅-狩場町 平戸団地
横17 横浜駅西口 洪福寺-保土ヶ谷駅-狩場町-国道平戸-品濃口 東戸塚駅
横18 横浜駅東口 羽衣町-井土ヶ谷-国道平戸-品濃口 東戸塚駅
横32 横浜駅西口 [ﾊﾞｲﾊﾟｽ]-星川町-ｿﾆｰ研究所-今井町-品濃町-川上町 戸塚駅西口
横41 横浜駅東口 西平沼橋-保土ヶ谷駅-狩場町-国道平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
横43 横浜駅東口 羽衣町-井土ヶ谷-国道平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
横44 横浜駅東口 羽衣町-井土ヶ谷-こども医療ｾﾝﾀｰ国道平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
横46 横浜駅西口 洪福寺-保土ヶ谷駅-狩場町-国道平戸-品濃口-柏尾-不動坂 戸塚駅東口
横47 横浜駅西口 洪福寺-保土ヶ谷駅-狩場町-国道平戸-品濃口-柏尾 不動坂
横51 横浜駅西口 洪福寺-和田町-梅の木-上菅田町-鴨居町 中山駅
横52 横浜駅西口 洪福寺-和田町-梅の木-鶴ヶ峰駅-今宿-川井宿-緑警察署 中山駅



横54 横浜駅西口 岡野町 横浜駅東口
横61 横浜駅東口 羽衣町-弘明寺-上大岡駅 港南区役所笹下町


