
作成日：2023/3/23

＜運行系統表＞

往路 復路 往路 復路 往路 復路 往路 復路 会社 起点 終点 割合 会社 起点 終点 割合

綾１ 大和駅 境橋 ニュータウン南瀬谷 3.25km 3.25km 前払い 2023/4/3 42 41 33 32 33 32 神奈中 大和駅 大和南 31%

6.10km - 後払い 2023/4/3 32 29 29 神奈中 海老名駅 国分 16%

- 6.10km 前払い 2021/6/28 35 30 30 神奈中 海老名駅 国分 16%

4.60km - 後払い 2023/4/3 28 23 23 神奈中 海老名駅 国分 22%

- 4.60km 前払い 2021/6/28 36 24 24 神奈中 海老名駅 国分 22%

6.10km - 後払い 2023/4/3 15 13 13 神奈中 海老名駅 国分 16%

- 6.10km 前払い 2021/6/28 10 11 11 神奈中 海老名駅 国分 16%

5.59km - 後払い 18 12 12

- 5.59km 前払い 15 12 12

4.60km - 後払い 2023/4/3 43 34 34

- 4.60km 前払い 2021/6/28 48 35 35

海老名駅（東口） 下浜田 【深夜】 農大前(かながわ農業アカデミー) 4.60km - 後払い 2023/4/3 1 0 0

5.11km - 後払い 2023/4/3 44 33 33 神奈中 海老名駅 みずほ団地前 22%

- 5.11km 前払い 2021/6/28 45 33 33 神奈中 海老名駅 みずほ団地前 22%

5.52km - 後払い 0 0 0 神奈中 海老名駅 みずほ団地前 20%

- 5.52km 前払い 0 0 0 神奈中 海老名駅 みずほ団地前 20%

6.99km - 後払い 2022/4/4 47 34 34 神奈中 海老名駅 望地 21%

- 7.19km 前払い 2021/6/28 56 33 32 神奈中 海老名駅 望地 21%

海老名駅（東口） 小園 【深夜】 綾瀬市役所 6.99km - 後払い 2022/4/4 1 0 0 神奈中 海老名駅 望地 21%

3.80km - 後払い 2021/6/28 5 2 2 神奈中 海老名駅 望地 39%

- 3.80km 前払い 2023/4/3 7 1 1 神奈中 海老名駅 望地 39%

6.17km - 後払い 16 11 0 神奈中 海老名駅 望地 24%

- 6.17km 前払い 16 11 0 神奈中 海老名駅 望地 24%

5.70km - 後払い 3 0 0 神奈中 海老名駅 望地 26% 神奈中 綾瀬タウンヒルズ 綾瀬市役所 9%

- 5.70km 前払い 1 0 0 神奈中 海老名駅 望地 26% 神奈中 綾瀬タウンヒルズ 綾瀬市役所 9%

7.04km - 後払い 40 32 32 神奈中 海老名駅 望地 21% 神奈中 観音橋 綾瀬市役所 22%

- 7.04km 前払い 45 32 32 神奈中 海老名駅 望地 21% 神奈中 観音橋 綾瀬市役所 22%

5.92km - 後払い 2023/4/3 33 28 28 神奈中 海老名駅 望地 25% 綾コミ 寺尾入口 綾北小学校 8%

- 5.92km 前払い 2022/4/4 31 27 27 神奈中 海老名駅 望地 25% 綾コミ 寺尾入口 綾北小学校 8%

3.89km - 後払い 2021/6/28 10 8 8 神奈中 海老名駅 望地 39%

- 3.69km 前払い 2023/4/3 10 10 10 神奈中 海老名駅 望地 41%

海老名駅（東口） 国分 日立相模 - 1.98km 前払い 2021/6/28 1 0 0 神奈中 海老名駅 望地 76%

3.70km - 後払い 2018/10/1 15 0 0

- 3.70km 前払い 2020/4/6 18 0 0

3.80km - 後払い 9 0 0 神奈中 海老名駅 望地 39%

- 3.80km 前払い 7 0 0 神奈中 海老名駅 望地 39%

3.70km - 後払い 0 8 8 神奈中 海老名駅 望地 41%

- 3.70km 前払い 0 9 9 神奈中 海老名駅 望地 41%

※　貸切・特定・自家用管理（運行委託）の系統は一般に運行経路・時刻が公表されているもののみを掲載しています。ただし、企業通勤向け（富士フイルムビジネスイノベーション線を除く）、スクールバス（それに準ずる路線）は掲載していません。

※　キロ数はいつの間にか変わっていることがありますが、そこまでは把握しきれません・・・。ご了承ください。

【変更概要】4月3日付、朝・深夜時間帯ダイヤ改定

2021/6/28

平日往路のみ

2021/6/28

2021/6/28

備考

農大前
(かながわ農業アカデミー)

綾５１

海老名駅（東口）

海老名駅（東口） 釜田

綾瀬市役所

綾瀬市役所

【各停】国分 早川中央第３

綾３１

海老名駅（東口） 下浜田 農大前
(かながわ農業アカデミー)綾２３

海老名駅（東口） ナイロン

下浜田海老名駅（東口）

海老名駅（東口） 吉岡芝原

国分海老名駅（東口）

ハマキョウレックス

海老名駅（東口）

平日のみ　【規】

綾瀬市役所 2023/4/3

路線名 起点 経由【道路／種別】 終点

早川

綾１２

綾２２

農大前
(かながわ農業アカデミー)

綾瀬市役所

海老名駅（東口）

海老名駅（東口）

海老名駅（東口） 小園

臨綾３１

綾４１

綾４３

ナイロン 【迂回】

小園

綾瀬市役所

海老名駅（東口）

国分寺台
第１２

国分

綾１１

キロ程
運賃制度 ダイヤ改定日

旧[綾46]

旧[綾33]

平日回数 土曜回数 休日回数 競合概要②競合概要①

旧[綾40]

国分寺台第１２ 旧[綾29]

海老名駅（東口）

平日往路のみ

土曜、休日のみ

旧[綾5]

計画停電ダイヤ

旧[綾34]　休日往路なし

平日復路2便【規】

綾瀬車庫

釜田
綾瀬タウン

ヒルズ

海老名駅（東口） 蓼川

旧[綾35]

東日本大震災以降の計画停電が実施され
た場合に運行（運行実績なし？）

海老名駅（東口）

観音橋

早川中央第３

行事日運行

2021/6/28 旧[綾7]　平日・土曜のみ

旧[綾43]　　朝、夜のみ

2021/6/28海老名駅（東口）

綾５２

綾５３
綾瀬車庫

【急行】【４０号】綾６１

早川中央第２

綾６２

海老名駅（東口）

旧[綾30]

平日のみ　【規】

国分 【各停】

富士塚

相模大塚駅（南口）

[綾51] 観音橋経由

神奈中競合区間は、

ハンディーホームセンター前

～市民文化センター前を除く



作成日：2023/3/23

＜運行系統表＞ 【変更概要】4月3日付、朝・深夜時間帯ダイヤ改定

往路 復路 往路 復路 往路 復路 往路 復路 会社 起点 終点 割合 会社 起点 終点 割合

1.88km - 前払い 5 2 2

- 1.88km 後払い 5 2 2

7.46km - 前払い 2 2 2

- 6.96km 後払い 3 3 3

4.81km - 前払い 2021/6/28 10 7 7

- 4.61km 後払い 2023/4/3 9 6 6

相模大塚駅（南口） 蓼川 綾瀬車庫 4.81km - 前払い 2021/6/28 1 0 0

綾７３ 海老名駅（東口） 東今里 寒川駅（北口） 11.11km 11.11km 後払い 2017/4/1 5 3 3 神奈中 海老名駅 寒川駅 100%

海７３ 海老名駅（東口） 東今里 十二天 寒川駅（北口） 11.11km 11.11km 後払い 2017/4/1 5 3 3 相鉄 海老名駅 寒川駅 100%

相模大塚駅北口 さがみ野駅 南林間駅 5.80km 5.80km 前払い 2021/6/28 6 4 5 4 6 6 神奈中 ひばりが丘１丁目 南林間駅 25% 座間市コミ 県公社東原団地前 工機入口 1%

さがみ野駅 南林間駅 4.00km 4.00km 前払い 2023/4/3 35 37 29 30 25 25 神奈中 ひばりが丘１丁目 南林間駅 36% 座間市コミ 県公社東原団地前 工機入口 1%

さがみ野駅 県公社東原団地前 - 1.70km 前払い 2023/4/3 1 1 0

海老名駅（1台目） 【直行】 富士フイルムBI 6.04km - - 2021/4/5 40 1 0

海老名駅（2台目） 【直行】 富士フイルムBI 6.04km - - 2021/4/5 13 0 0

海老名駅 【直行】 富士フイルムBI（1番） - 6.04km - 2022/4/4 46 1 0

海老名駅 【直行】 富士フイルムBI（2番） - 6.04km - 行事日運行 0 0 0

海老名駅（東口0番） 【直行】 【臨時】 寒川神社 9.00km - 前払い 行事日運行 0 44 44

海老名駅（東口5番） 【直行】 【臨時】 寒川神社 9.00km - 前払い 行事日運行 0 0 0

海老名駅 【直行】 【臨時】 寒川神社（参集殿敷地内） - 9.00km 前払い 行事日運行 0 4 4

海老名駅 【直行】 【臨時】 寒川神社（参集殿前道路） - 9.00km 前払い 行事日運行 0 41 41

海老名駅（東口）
Ebina Sta.

緑苑 【国分】 かしわ台駅
Kashiwadai Sta.

6.17km 6.37km
前払い
均一

2019/10/1 10 10 10 10 10 10

海老名駅西口
Ebina Sta.W

上今泉 【上今泉】 かしわ台駅
Kashiwadai Sta.

7.48km 7.03km
前払い
均一

2019/4/1 9 9 9 9 9 9

海老名駅西口
Ebina Sta.W

大谷 【大谷】
海老名サービスエリア下

り
6.76km 6.47km

前払い
均一

2021/4/1 10 9 10 9 10 9

海老名駅（東口）
Ebina Sta.

【南伸】
本郷

【本郷】 本郷コミュニティセンター
Hongo Community Center

8.97km 8.97km
前払い
均一

2014/9/1 0 0 0 0 0 0

綾瀬市役所
Ayase City Office

かしわ台駅
前ロータリー

【寺尾】
【１号車】

綾瀬市役所
Ayase City Office

15.45km 【循環】
前払い
均一

2016/11/1 9 9 9 神奈中 柏ヶ谷 天野原 16%

綾瀬市役所
Ayase City Office

中原公園
【上土棚】
【４号車】

長後駅西口
Chogo Sta.W

7.44km 7.36km
前払い
均一

2016/11/1 4 4 4 4 4 4

綾瀬市役所
Ayase City Office

【吉岡】
【５号車】

高座屋内温水プール
Koza Indoor Swimming Pool

7.75km 7.75km
前払い
均一

2016/11/1 3 4 3 4 3 4

横浜駅西口（第２） 【深夜】 【急行】 海老名駅（東口）
Ebina Sta.

30.84km - 前払い 2019/8/26 2 0 0

大和駅 【深夜】 【急行】 横浜駅西口（第２） 20.86km - 前払い 2019/8/26 1 0 0

高速
海老名駅（東口）

Ebina Sta.
【湾岸線】

第１TM
第２TM

羽田空港第３ターミナル
Haneda Airport

67.64km 66.09km
前払い
均一

2020/3/29 3 3 3 3 3 3 京／神 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

平限-羽田
201・251

海老名駅（東口）
Ebina Station

【湾岸線】
第１TM
第２TM

羽田空港第３ターミナル 66.9km 66.9km
前払い
均一

2020/3/29 2 3 2 3 2 3 京／相 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

空港 羽田空港 【湾岸線】
第１TM
第２TM

海老名駅 66.09km 67.64km
前払い
均一

2020/3/29 6 6 6 6 6 6 相／神 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

高速
海老名駅（東口）

Ebina Sta.
【湾岸線】 【直行】 羽田空港第３ターミナル

Haneda Airport
66.33km 64.62km

前払い
均一

- 0 0 0 0 0 0 京／神 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

平限-羽田
301・351

海老名駅（東口）
Ebina Station

【横羽線】 【直行】 羽田空港第３ターミナル 54.0km 54.0km
前払い
均一

2020/3/29 1 1 1 1 1 1 京急 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

朝・夕のみ

１日3往復

神奈中担当　 【ノ】
中乗り・前降り方式

相鉄担当　 【ノ】
前乗り・前降り方式

【ノ】

臨時急行

飛行場正門
Atsugi Air Base

綾瀬
コミュニティ

運賃制度

綾瀬車庫

綾瀬車庫

終点
平日回数 土曜回数

ダイヤ改定日
休日回数

備考起点

平日・土曜復路のみ　【規】

環境定期券外【ワ】【ロ】

※　京浜急行担当【ロ】

※　相鉄担当　【ロ】

※　神奈中担当　【ロ】

平日往路　【ツ】★

【ノ】　運行休止中

【ノ】

※　相鉄担当
運行実績無し【ロ】

【ノ】

年末年始運休【ノ】試行【ロ】

年末年始運休【ノ】試行【ロ】

2021/6/28

2021/6/28

環境定期券外【ワ】【ロ】

平日・土曜　復路1便【ロ】

旧[綾38]

平日往路　【ツ】

平日往路のみ　【規】

経由【道路／種別】

深夜急行

競合概要① 競合概要②

急行

相模大塚
駅南口

蓼川
綾７２

路線名

海老名
コミュニティ

環境定期券外【ワ】【ロ】

相模大塚駅（南口）

大和駅

綾７５

蓼川

環境定期券外【ワ】【ロ】

キロ程

旧[綾38]

蓼川相模大塚駅（南口）

平日・土曜往路のみ　【規】

年末年始運休　【ノ】【ロ】

朝往路・夜復路【ロ】
※　神奈中担当　【ロ】

【規】2番乗り場は臨時用

平日往路のみ

※　「平日欄」は12/31～1/1（終夜運転）、「土曜欄」は1/1（日中運行
便）、「休日欄」は1/2、1/3を示す。

※　運行本数は2020年12月31日～2021年1月3日の実績

※　土曜日は不定期運行
※　事業所稼働日に合わせて平日でも運休・休日でも運行の場合あり

新型コロナウイルスの影響

および需要の低下に伴い、

2020/9/1～全便運休

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

2020/4/21深夜～全便運休



作成日：2023/3/23

＜運行系統表＞ 【変更概要】4月3日付、朝・深夜時間帯ダイヤ改定

往路 復路 往路 復路 往路 復路 往路 復路 会社 起点 終点 割合 会社 起点 終点 割合

空港 羽田空港 【横羽線】 【直行】 海老名駅 54.33km 53.69km
前払い
均一

2020/3/29 1 1 1 1 1 1 神奈中 海老名駅
羽田空港
新国際線

100%

市役所 文化北
西鶴間
８丁目

市役所 7.69km 【循環】
前払い
均一

2023/1/4 9 12 12

市役所
【北ルー

ト】
文化北
鶴間駅

市役所 6.83km 【循環】
前払い
均一

2023/1/4 1 0 0

西鶴間８丁目
【北ルー

ト】
鶴間駅 市役所 4.37km -

前払い
均一

2023/1/4 4 0 0

市役所
【南ルー

ト】
西鶴間８丁
目・鶴間駅

市役所 5.59km 【循環】
前払い
均一

2023/1/4 1 0 0

文化北
【南ルー

ト】
鶴間駅 市役所 4.04km -

前払い
均一

2023/1/4 5 0 0

※　貸切・特定・自家用管理（運行委託）の系統は一般（乗り場）に運行経路・時刻が公表されているもののみを掲載しています。ただし、企業通勤向け（富士フイルムビジネスイノベーション線を除く）、スクールバス（それに準ずる路線）は掲載していません。

大和市
「のりあい」

平日は添乗員が乗車する
場合あり

添乗員が乗車する場合あり

添乗員が乗車する場合あり

添乗員が乗車する場合あり

朝往路・夜復路【ロ】
※ 京浜急行担当【ロ】

添乗員が乗車する場合あり

路線名 起点 経由【道路／種別】 終点
キロ程 土曜回数

ダイヤ改定日
競合概要②休日回数 競合概要①

運賃制度
平日回数

備考

新型コロナウィルスの影響・需要低下のため運休中



＜運賃＞
対キロ運賃　・・・　一般路線バス

　　運賃前払い・・・前乗り・中降り方式　降車する停留所を申し出た上で運賃を支払う

　　運賃後払い・・・前乗り・前降り方式　整理券またはICリーダーにタッチして乗車、降車時に運賃を支払う（海老名駅から乗車する場合は中乗りとなります）

均一運賃　・・・　臨時急行（寒川神社）、海老名市コミュニティバス、綾瀬市コミュニティバス、高速リムジンバス、大和市「のりあい」

　　運賃前払い・・・前乗り・中降り方式　乗車時に運賃を支払う

富士フイルムビジネスイノベーション・・・中乗り、前・中降り方式（運賃は無料）、事業所操業日に併せて運行のため一部運休や特別ダイヤで運行する場合あり

※　「回数券」、「一日フリー乗車券」、「環境定期券」、「ほほえみ会員証」、「かなちゃん手形」、「全線定期券」、「トクトクていき」、「株主優待特別乗車証」は発行会社のみ使用可

※　子ども50円キャンペーンは各社適用日にそれぞれの運行会社の便のみで適用

※　横浜市が発行する敬老特別乗車証（敬老パス）は横浜市内で乗車または、降車する場合のみに利用できます（綾1系統）

１日フリー乗車券（神奈中発行）

空港リムジンバス（海老名駅～羽田空港）

株主優待特別乗車証（神奈中発行）

こども50円キャンペーン（現金）

環境定期券（神奈中発行定期券）

ほほえみ会員証

かなちゃん手形

〇

株主優待特別乗車証（相鉄HD発行）

回数券（相鉄発行：紙タイプ）

回数券（神奈中発行：紙タイプ）

回数券（海老名市発行：紙タイプ）

回数券（綾瀬市発行：紙タイプ）

回数券（空港リムジン用：紙タイプ）

トクトク定期券（相鉄）

海老名市コミュニティバス 綾瀬市コミュニティバス（かわせみ1号車～5号車）

コミュニティバス

〇

環境定期券（相鉄バス発行定期券）

〇（バス特対象外）

路線バス

乗車券券種

交通系ICカード 〇（バス特対象外）

△（神奈川中央交通運行の海73系統のみ）１日フリー乗車券（神奈中発行）

路線バス（空港、深夜急行）

環境定期券（神奈中発行定期券）

ほほえみ会員証

対キロ路線（綾1、綾11、綾12、綾22、綾23、綾31、綾41、綾43、綾51～綾53、綾71、綾72、綾75）

○（バス得対象）

○

○（券面額以上は差額清算）

○

交通系ICカード

回数券（相鉄発行：紙タイプ）

回数券（神奈中発行：紙タイプ）

トクトク定期券（相鉄）

乗車券券種

△（相鉄バスの綾73系統のみ）、券面額以上は差額清算）

△（神奈川中央交通運行の海73系統のみ）

△（相鉄バス運行の綾73系統のみ）

回数券（海老名市発行：紙タイプ）

○（バス得対象）

綾73系統（相鉄バス）、海73系統（神奈中） 急行（海老名駅～寒川神社）　※初詣輸送

○（バス得対象）

〇

深夜急行バス（横浜駅西口～大和駅・海老名駅）

〇

△（相鉄バス運行の綾73系統のみ）

△（神奈川中央交通運行の海73系統のみ）

△（対象会社運行分のみ）

△（相鉄バス運行の綾73系統のみ）

△（神奈川中央交通運行の海73系統のみ）

株主優待特別乗車証（相鉄HD発行）

株主優待特別乗車証（神奈中発行）

こども50円キャンペーン（現金）

回数券（綾瀬市発行：紙タイプ）

回数券（空港リムジン用：紙タイプ）

かなちゃん手形

環境定期券（相鉄バス発行定期券） △（相鉄バス運行の綾73系統のみ）

○

○

△（神奈川中央交通運行の海73系統のみ）

〇

〇

〇（バス特対象外）

○

＜空港リムジンバスについて＞

当日先着順、座席定員を超えた場合は乗車できません（予約不可）

【海老名駅から乗車する場合】

車内で運賃清算

【羽田空港（第１、第２、第３）から乗車する場合】

現金の場合 → 京浜急行バス券売機または各ターミナル内カウンター

クレジットカードの場合 → 各ターミナル内カウンター

ＩＣカードの場合 → 各ターミナル内カウンターにて時刻指定を受けたうえで、車内で運賃清算

回数券の場合 → 各ターミナル内カウンターにて時刻指定を受けたうえで、車内で回数券を渡す

＜深夜急行バスについて＞

当日先着順（予約不可）、座席定員を超えた場合（立席）でも運賃は変わりません

車内で運賃清算

行先を申し出たうえで運賃を支払う、乗車券を受け取り、降車時に手渡し

※ 手前で降りる人が前方の座席、終点近くまで乗る人は後方の座席に着席する旨案内あり



＜その他特記事項＞
【規】・・・一部区間に乗車規制あり 日立相模（工場内）→日立相模前（0.03km）は日立製作所関係者のみ

早川中央第３（工場内）～早川中央第２（0.10km）は東ソー関係者のみ　　（迂回ルート第１～第３530m）

富士フイルムビジネスイノベーション（工場前）～海老名駅（6.04km）は富士フイルムビジネスイノベーション関係者のみ

★・・・横浜駅西口はダイヤモンド地下街閉鎖（23時～翌6時頃）時間帯のため、第2バスターミナル22番乗り場から発車

環境定期券外・・・環境定期券対象外路線

【ロ】・・・相鉄バスナビ（バスロケーションシステム）対象外路線

※　綾瀬市コミュニティバスは相鉄バス担当の1・4・5号車のみ「相鉄バスナビ」で提供、神奈中担当の2・3号車は「神奈中バスロケーション」を含め提供なし（2022/3から相鉄バスナビも対象外）

※　増発臨時便の一部は始発及び一部区間or全区間で「相鉄バスナビ」が表示されず、「系統モード」で運行している車両は時刻表表示と連動せず

【ワ】・・・全便がスロープ板付き、ワンステップ車両で運行

【ノ】・・・全便がスロープ板付き、ノンステップ車両で運行

【ツ】・・・全便がツーステップ車両で運行（スロープ板なしのため、車いすは載せられず）


