
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

横浜駅西口 西菅田 小机駅 新横浜駅 12.18km 12.18km 均一 2022/10/1 6 6 6 6 6 6 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 44% 横／東 泉谷寺前 新横浜駅 26%

横浜駅西口 岡野町 西菅田 小机駅 9.88km 9.88km 均一 2022/10/1 7 7 0 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 54% 横／東 泉谷寺前 小机駅 9%

横浜駅西口 岡野町 西菅田団地 6.70km 6.70km 均一 2022/10/1 29 25 27 29 30 31 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 80%

横浜駅西口（第３） 鶴屋町３ 元久保町 保土ケ谷駅東口 6.32km - 均一 2020/10/19 11 - 8 - 8 - 横／神 横浜駅西口 水道道 59% 横浜市 岩井町 保土ケ谷駅東口 23%

横浜駅西口 鶴屋町３ 元久保町 保土ケ谷駅東口 - 6.59km 均一 2020/10/19 - 11 - 8 - 8 横／神 横浜駅西口 水道道 57% 横浜市 岩井町 保土ケ谷駅東口 22%

横浜駅西口 裁判所 鶴屋町３ 横浜駅西口 8.56km 【循環】 均一 2020/10/19 62 0 0 横浜市 横浜駅西口 岡沢町 40% 横／神 宮田町 横浜駅西口 35%

横浜駅西口 裁判所 （北幸２） 横浜駅西口（第２） 8.30km 【循環】 均一 2020/10/19 0 52 51 横浜市 横浜駅西口 岡沢町 42% 横／神 宮田町 横浜駅西口第２ＴＭ 33%

横浜駅西口 裁判所 洪福寺 6.05km - 均一 2020/10/19 3 2 2 横浜市 横浜駅西口 岡沢町 57% 横／神 宮田町 洪福寺 8%

三ツ沢西町 裁判所 鶴屋町３ 横浜駅西口 5.71km - 均一 2020/10/19 6 0 0 横／神 三ツ沢西町 岡沢町 11% 横／神 宮田町 横浜駅西口 53%

三ツ沢西町 裁判所 （北幸２） 横浜駅西口（第２） 5.45km - 均一 2020/10/19 0 3 1 横／神 三ツ沢西町 岡沢町 11% 横／神 宮田町 横浜駅西口第２ＴＭ 50%

深夜浜５ 横浜駅西口（31番） 裁判所 【深夜】 洪福寺 6.27km - 均一 2021/1/26～当面 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 岡沢町 55% 横／神 宮田町 洪福寺 8%

浜７ 横浜駅西口 岡野町 横浜車庫 3.87km 4.10km 均一 2022/10/1 41 55 34 37 31 34 横浜市 横浜駅西口 片倉入口 87%

横浜駅西口 【臨時】 三ツ沢グランド（構内） 2.60km 2.60km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0

横浜駅西口 (岡野町)
【臨時】
【直行】

三ツ沢総合グランド入口 2.10km 2.10km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 三ッ沢総合グランド入口 100%

横浜駅西口 岡野町 【臨時】 三ツ沢総合グランド入口 2.10km 2.10km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 三ッ沢総合グランド入口 100%

横浜駅西口 国大西 横浜新道 横浜駅西口 10.90km 【循環】 均一 2020/10/19 13 0 0 横／神 横浜駅西口 横浜駅西口 100%

横浜駅西口 国大西 横浜新道 6.85km - 均一 2020/10/19 3 0 0 横／神 横浜駅西口 横浜新道 100%

国大西 横浜新道 横浜駅西口 5.88km - 均一 2020/10/19 3 0 0 横／神 国大西 横浜駅西口 100%

横浜駅西口 (三ツ沢)
【臨時】
【直行】

横浜国立大学正門前 4.08km 3.76km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0 横浜市 横浜駅西口
横浜国立大
学正門前 100%

横浜駅西口（第２） (三ツ沢)
【臨時】
【直行】

横浜国立大学正門前 3.99km - 均一 行事日運行 0 0 0 横浜市 横浜駅西口
横浜国立大
学正門前 100%

横浜駅西口 (泉町)
【臨時】
【直行】

横浜国立大学正門前 - 調査中 均一 行事日運行 0 0 0 横浜市 横浜駅西口
横浜国立大
学正門前 100%

横浜駅西口（第２） (泉町)
【臨時】
【直行】

横浜国立大学正門前 調査中 - 均一 行事日運行 0 0 0 横浜市 横浜駅西口
横浜国立大
学正門前 100%

横浜駅西口 (三ツ沢)
【臨時】
【急行】

国大西 5.09km 4.79km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 国大西 100%

横浜駅西口（第２） (三ツ沢)
【臨時】
【急行】

国大西 5.02km - 均一 行事日運行 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 国大西 100%

横浜駅西口 (泉町)
【臨時】
【急行】

国大西 5.09km 4.79km 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0

横浜駅西口（第２） (泉町)
【臨時】
【急行】

国大西 5.02km - 均一 行事日運行 0 0 0

横浜駅西口 (泉町)
【臨時】
【直行】

大学会館前 調査中 調査中 均一 行事日運行 0 0 0 0 0 0

横浜駅西口（第２） (泉町)
【臨時】
【直行】

大学会館前 調査中 - 均一 行事日運行 0 0 0

【ロ】

浜１０

ホームカミングデーで運行 【ロ】

学会で運行

【ロ】

臨浜１０

【ロ】

平日往路のみ　【規】

【ロ】

平日のみ　【ノ】

土曜・休日のみ　【ノ】

【共通】　旧[浜2]

【ロ】

平日往路のみ 【ノ】★

【共通】

【共通】【ロ】

臨浜７

学会で運行

運行実績なし

オープンキャンパスで運行

往路は一部の学会で運行
復路はオープンキャンパスで運行

夜往路のみ　【ノ】

往路は早起き応援キャンペーンで運行
復路はホームカミングデーで運行

【ロ】

【ロ】

往路は未確認
復路はオープンキャンパスで運行

【ロ】　復路のみ？

近年の運行実績なし

J1・J2開催のみ運行（基本的に復路のみ）

【ロ】

平日往路のみ　【規】

元[西1]【ロ】

平日のみ　【規】

ホームカミングデーで運行

ホームカミングデーで運行

浜５

平日朝往路のみ　【ノ】

備考

【共通】

平日のみ【共通】

路線名

【ノ】

経由【道路／種別】 終点起点
競合概要②

浜４
【ノ】

休日回数 競合概要①土曜回数キロ程
運賃制度

土休日、朝往路のみ　【ノ】

浜１

ダイヤ改定日
平日回数

J1・J2開催のみ運行（基本的に往路のみ） 【ロ】

神奈中競合区間は、

三ッ沢西町～横浜新道のみ
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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

横浜駅西口 釜台３ 上星川駅 6.67km - 均一 2022/10/1 50 28 24 横浜市 横浜駅西口 三ツ沢西町 43% 横／神 常盤園入口 保土ケ谷中学校入口 4%

横浜駅西口 中央病院 釜台３ 上星川駅 - 6.96km 均一 2023/4/3 52 30 27 横浜市 横浜駅西口 三ツ沢西町 41% 横／神 常盤園入口 保土ケ谷中学校入口 4%

横浜駅西口 釜台住宅第３ 5.45km - 均一 2022/10/1 29 29 34 横浜市 横浜駅西口 三ツ沢西町 52%

横浜駅西口 中央病院 釜台住宅第３ - 5.74km 均一 2022/10/1 22 32 34 横浜市 横浜駅西口 三ツ沢西町 50%

横浜車庫 釜台３ 上星川駅 4.63km - 均一 2022/10/1 5 1 3 横浜市 片倉町入口 峰沢入口 6% 横／神 常盤園入口 保土ケ谷中学校入口 6%

横浜車庫 中央病院 釜台３ 上星川駅 - 4.69km 均一 2022/10/1 3 0 0 横浜市 片倉町入口 峰沢入口 6% 横／神 常盤園入口 保土ケ谷中学校入口 6%

深夜浜11 横浜駅西口（31番） 釜台３ 【深夜】 上星川駅（上星川） 6.89km - 均一 運休 0 0 0 横浜市 横浜駅西口 三ツ沢西町 41% 横／神 常盤園入口 上星川 7%

横浜駅西口 岡野町 羽沢 上星川駅 8.42km 8.62km 均一 2022/10/1 40 39 34 33 33 34 横浜市 横浜駅西口 三枚町 53% 神奈中 川島住宅 杉山神社前 6%

横浜車庫 羽沢 上星川駅 4.83km 5.03km 均一 2023/4/3 6 4 3 3 3 2 横浜市 峰沢団地前 三枚町 12% 神奈中 川島住宅 杉山神社前 11%

横浜駅西口（第３） 鶴屋町３ 星川駅 西原住宅
（ハイツ南原団地）

9.37km - 均一 2022/10/1 5 - 5 - 5 - 横／神 横浜駅西口 和田町駅 56%

横浜駅西口 鶴屋町３ 星川駅 西原住宅
（ハイツ南原団地）

- 9.64km 均一 2022/10/1 - 5 - 5 - 5 横／神 横浜駅西口 和田町駅 57%

星川駅 市沢町 鶴ヶ峰駅南口 5.92km 5.65km 均一 2022/10/1 5 5 0 0 0 0 横浜市 星川駅 和田町駅 16%

星川駅 市沢町 西原住宅
（ハイツ南原団地）

5.05km 5.05km 均一 2023/4/3 36 33 29 31 29 31 横浜市 星川駅 和田町駅 19%

東戸塚駅西口 【今井IC】 星川ﾗﾝﾌﾟ 東戸塚駅西口 9.82km 【循環】 対キロ 2022/4/1 58 45 45

藤塚町 星川ﾗﾝﾌﾟ 【今井IC】 東戸塚駅西口 6.76km - 対キロ 2020/10/19 6 3 1

東戸塚駅西口 【川上IC】 星川ランプ 5.22km - 対キロ 2020/10/19 0 2 2

東戸塚駅西口 【川上IC】 【深夜】 星川ランプ 5.22km - 対キロ 2021/1/26～当面 0 0 0

藤塚町 星川ﾗﾝﾌﾟ 【川上IC】 東戸塚駅西口 7.23km - 対キロ 2020/10/19 0 0 1

星川駅 市沢町 新桜ケ丘団地 5.15km 5.15km 均一 2023/4/3 50 51 39 36 39 36 横浜市 星川駅 和田町駅 18%

星川駅 市沢町 【深夜】 新桜ケ丘団地 5.15km - 均一 2023/4/3 1 0 0 横浜市 星川駅 和田町駅 18%

浜２０ 横浜車庫 羽沢 【直環２】 新桜ケ丘団地 6.54km 6.54km 均一 2022/4/1 1 1 1 1 1 1 横浜市 峰沢団地前 三枚町 9%

横浜駅西口 天屋 八反橋 横浜駅西口 11.90km 【循環】 均一 2022/10/1 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 83%

横浜駅西口 羽沢団地 八反橋 横浜駅西口 11.90km 【循環】 均一 2022/10/1 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 83%

横浜車庫 天屋 八反橋 横浜駅西口 8.31km 8.31km 均一 2022/10/1 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 72%

横浜車庫 羽沢団地 八反橋 横浜駅西口 8.31km 8.31km 均一 2022/10/1 横浜市 横浜駅西口 東泉寺前 72%

美立橋 新桜ケ丘 星川駅 保土ケ谷駅西口 7.42km 7.42km 均一 2022/10/1 15 15 3 3 4 4 横／神 星川駅 保土ケ谷駅西口 32%

美立橋 新桜ケ丘 星川駅 5.49km 5.49km 均一 2022/10/1 5 5 11 11 7 7

高速 二俣川駅（北口）
Futamatagawa Sta.

【湾岸線】
第１TM
第２TM

羽田空港第３ターミナル
Haneda Airport

42.60km 41.05km 均一 2021/12/1 10 10 10 10 10 10 京急
二俣川駅

北口
羽田空港
第３TM

100%

空港 羽田空港 【湾岸線】
第２TM
第１TM

二俣川駅 41.05km 42.60km 均一 2021/12/1 10 10 10 10 10 10 相鉄
羽田空港
第３TM

二俣川駅
北口

100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

御殿場駅 【各停】 河口湖駅
Kawaguchiko Sta.

120.82km 120.62km 対キロ 2023/3/1 1 1 1 1 1 1 富士急
横浜駅西

口
河口湖駅 100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

御殿場駅 【各停】 河口湖駅
Kawaguchiko Station

約118.5km 約118.5km 対キロ 2023/3/1 1 1 1 1 1 1 相鉄
横浜駅西

口
河口湖駅 100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

御殿場駅 【各停】 河口湖駅
Kawaguchiko Sta.

120.82km 120.62km 対キロ 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 富士急
横浜駅西

口
河口湖駅 100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

御殿場駅 【各停】 河口湖駅
Kawaguchiko Station

約118.5km 約118.5km 対キロ 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 相鉄
横浜駅西

口
河口湖駅 100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

河口湖駅 【各停】 富士山五合目
Mt.Fuji 5th

150.05km 149.85km 対キロ 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 富士急
横浜駅西

口
富士山五

合目
100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

河口湖駅 【各停】 富士山五合目
5th Mt.Fuji_oneway

約148km 約148km 対キロ 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 相鉄
横浜駅西

口
富士山五

合目
100%

浜１９

高速
※　相鉄担当　　【ロ】

※フジエクスプレス担当
【ロ】夏季繁忙期往路のみ

起点 経由【道路／種別】
キロ程

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

午後　旧市営[44]

往路午前、復路午後

往路午後、復路午前

【共通】

備考

【ETC】　平日往路のみ
旧[旭16]

土曜・休日本数少　旧[旭4]

臨各

※フジエクスプレス担当
【ロ】

【ETC】　休日朝往路1便
旧[旭16]

競合概要②

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

浜４５

運賃制度

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

土曜回数 休日回数

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

【ETC】　旧[旭17]

※ 京浜急行バス担当
【ロ】

路線名 終点

※　相鉄担当　　【ロ】

1日1往復のみ【共通】

浜１８

競合概要①

浜１７

浜１６

浜１３

平日のみ　元[西18]

【共通】

平日復路のみ

午前　旧市営[44]

【ETC】　朝往路のみ
旧[旭17]

※フジエクスプレス担当
【ロ】　夏期繁忙期のみ

※　相鉄担当
【ロ】夏季繁忙期往路のみ

平日往路のみ　★

※　相鉄担当
【ロ】　夏期繁忙期のみ

元[西9]　往路のみ

【ETC】土・休の夜往路
旧[旭16]

平日本数少　旧[旭4]

平日往路のみ

ダイヤ改定日
平日回数

復路のみ
浜１１

復路のみ

往路のみ

往路のみ

浜４４

神奈中競合区間は、

横浜駅西口～大門通のみ

神奈中競合区間は、
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＜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

桜木町駅
Sakuragicho Sta.

横浜駅
西口

【圏央道】
【特急】

河口湖駅
Kawaguchiko Sta.

125.15km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 富士急 桜木町駅 河口湖駅 100%

桜木町駅
Sakuragicho Station

横浜駅
西口

【圏央道】
【特急】

河口湖駅
Kawaguchiko Station

約120.3km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 相鉄 桜木町駅 河口湖駅 100%

桜木町駅
Sakuragicho Sta.

横浜駅
西口

【圏央道】
【特急】

富士山五合目
Mt.Fuji 5th

154.89km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 富士急 桜木町駅
富士山五

合目
100%

桜木町駅
Sakuragicho Station

横浜駅
西口

【圏央道】
【特急】

富士山五合目
5th Mt.Fuji_oneway

調査中 - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 相鉄 桜木町駅
富士山五

合目
100%

富士山五合目
5th Mt.Fuji_oneway

桜木町駅
【圏央道】
【特急】

横浜駅西口 153.72km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 富士急
富士山五

合目
河口湖駅 100%

富士山五合目
5th Mt.Fuji_oneway

桜木町駅
【圏央道】
【特急】

横浜駅西口 約153km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 相鉄
富士山五

合目
河口湖駅 100%

河口湖駅
Kawaguchiko Sta.

桜木町駅
【圏央道】
【特急】

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

123.98km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 富士急 河口湖駅 桜木町駅 100%

河口湖駅
Kawaguchiko Station

桜木町駅
【圏央道】
【特急】

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

約122.9km - 対キロ 臨時日運行 0 0 0 相鉄 河口湖駅 桜木町駅 100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

たまプ
ラーザ駅

軽井沢駅 草津温泉ホテル櫻井 285.25km - 対キロ 2022/11/1 1 1 1

草津温泉ホテル櫻井 軽井沢駅
横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

281.05km - 対キロ 2022/11/1 1 1 1

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

軽井沢駅 草津温泉ホテル櫻井 266.40km - 対キロ 2022/11/1 1 1 1

草津温泉ホテル櫻井 軽井沢駅
たまプ
ラーザ駅

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

調査中 - 対キロ 2022/11/1 1 1 1

横浜～軽井
沢・草津温泉

線

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

新横浜駅 軽井沢駅 草津温泉ホテル櫻井 調査中 - 対キロ 2022/11/1 1 1 1 1 1 1

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

たまプ
ラーザ駅

旧軽井沢
通過

草津温泉ホテル櫻井 調査中 - 対キロ 行事日運行 1 1 1

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

旧軽井沢
通過

草津温泉ホテル櫻井 調査中 - 対キロ 行事日運行 1 1 1

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

新横浜駅
旧軽井沢

通過
草津温泉ホテル櫻井 調査中 - 対キロ 行事日運行 1 1 1 1 1 1

草津温泉ホテル櫻井
旧軽井沢

通過
横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

調査中 - 対キロ 行事日運行 1 1 1

草津温泉ホテル櫻井
旧軽井沢

通過
たまプ
ラーザ駅

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

調査中 - 対キロ 行事日運行 1 1 1

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

【直行】
さがみ湖プレジャーフォレスト
Sagamiko Pleasure Forest 66.17km 65.70km 均一 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 富士急

横浜駅西
口

さがみ湖
ＰＦ

100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

【直行】
さがみ湖プレジャーフォレスト
Sagamiko Pleasure Forest 約76.1km 約75.8km 均一 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 相鉄

横浜駅西
口

さがみ湖
ＰＦ

100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

PICA
さがみ湖

さがみ湖プレジャーフォレスト
Sagamiko Pleasure Forest 69.56km 69.05km 均一 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 富士急

横浜駅西
口

さがみ湖
ＰＦ

100%

横浜駅西口（第２）
Yokohama Station

PICA
さがみ湖

さがみ湖プレジャーフォレスト
Sagamiko Pleasure Forest 調査中 調査中 均一 臨時日運行 0 0 0 0 0 0 相鉄

横浜駅西
口

さがみ湖
ＰＦ

100%

高速 横浜駅西口（第２）
Yokohama Sta.W.

【直行】 東京サマーランド
Tokyo Summerland

73.50km - 均一 臨時日運行 0 0 0

イオン天王町店 三ッ沢 【北ルート】 イオン天王町店 ※不明※ 【循環】 WAON 休止 0 0 0

イオン天王町店 桜ヶ丘 【南ルート】 イオン天王町店 ※不明※ 【循環】 WAON 休止 0 0 0

※　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、スクールバス（それに準ずる路線）は掲載していません。

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計
※　相鉄担当

【ロ】春～秋繁忙期のみ

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計
※フジエクスプレス担当
【ロ】春～秋繁忙期のみ

※　相鉄担当

※　東急バス担当

※　上田バス担当

※相鉄担当

※　東急バス担当
たまプラーザで乗務員交代

臨高速

※　相鉄担当

※　東急バス担当

※　上田バス担当

※相鉄担当

※　東急バス担当

ゴールデンウイーク、夏季に運行

ゴールデンウイーク、夏季に運行

ゴールデンウイーク、夏季に運行

ゴールデンウイーク、夏季に運行

ゴールデンウイーク、夏季に運行

高速横浜
草津線

高速

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※相鉄担当　【ロ】
春・夏繁忙期、1日1往復

フジエクスプレス　【ロ】
春・夏繁忙期、1日1往復

土曜回数 休日回数 競合概要① 競合概要②
備考路線名 起点 経由【道路／種別】 終点

キロ程
運賃制度 ダイヤ改定日

※相鉄担当　【ロ】
冬～春繁忙期、1日1往復

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

高速
フジエクスプレス　【ロ】

冬～春繁忙期、1日1往復

※フジエクスプレス担当
【ロ】春～秋繁忙期往路のみ

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計
※　相鉄担当

【ロ】夏季繁忙期往路のみ

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計
※フジエクスプレス担当

【ロ】夏季繁忙期往路のみ

貸切

夏繁忙期 【ロ】

臨特

高速

無料お買い物バス

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計
※　相鉄担当

【ロ】春～秋繁忙期のみ

※　相鉄担当
【ロ】春～秋繁忙期往路のみ

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※ 本数は相鉄バス・フジエクスプレスの合計

※フジエクスプレス担当
【ロ】春～秋繁忙期のみ

平日回数

無料お買い物バス
AEON天王町店建て替えのため運行休止中



＜運賃＞
均一運賃　・・・　運賃前払い（乗車時に運賃を支払う）　前乗り・中降り方式（混雑時や終点などの一部バス停では前から降りれる場合もあります）

（ただし、高速バスは前扉のみのため前乗り・前降り方式、一部を除き領収書発行可能・高額紙幣対応運賃箱を搭載）

対キロ運賃　・・・　運賃前払い（降車する停留所を申し出た上で運賃を支払う）　前乗り・中降り方式　　　　※運賃は右記の運賃表を参照

WAON ・・・ 乗車にはAEONカード、WAONカード、WAONポイントカードの掲示が必要

（イオン天王町店から乗車する場合は上記カードの掲示のほかに発車1時間前～5分前に整理券が必要、詳細は右下）

【共通】・・・共通定期券取扱い路線 【実施区間】　相鉄　[浜1]横浜駅西口～東泉寺前（5.35km）

【実施区間】　相鉄　[浜7]横浜駅西口～横浜車庫（←4.10km、→3.87km）

【実施区間】　相鉄　[浜13]横浜駅西口～三枚町（4.55km）

【実施区間】　相鉄　[浜20]横浜車庫～三枚町（0.96km）

【実施区間】　　　　　[浜44]横浜駅西口～東泉寺前（5.35km） ※浜44系統は2022/10/1から市営44系統より移管

【実施区間】　市営　[83]横浜駅西口～東泉寺前（5.35km）

【実施内容】　共通定期券取扱車の表示のあるバスで使用可能（近距離定期券適用区間は上記路線の横浜駅西口～北軽井沢間）

※　「回数券」、「一日乗車券」、「環境定期券」、「ほほえみ会員証」、「横浜市内均一区間定期券」、「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

 乗り継ぎ乗車・・・乗り継ぎ乗車券発行路線  【実施区間】　[ 浜 4]横浜駅西口～保土ヶ谷駅東口　と　[旭4]保土ヶ谷駅東口～桜木町駅

 【実施内容】　旧浜4系統（横浜駅西口～元久保町～桜木町駅）の代替、上記路線同士の乗り継ぎの場合のみ適用（[ 旭 4]の横浜駅西口～保土ヶ谷駅東口では使用不可）

 【実施内容】　 乗車時に乗務員に申告し、乗り継ぎ乗車券を受け取る。乗り継ぎまでの時間に制限はないが、当日のみ有効。（ 2021年1月1日廃止 ）

2020/2/9をもって運行休止中

高速バス

交通系ICカード ○（バス得対象）

△（相鉄バス運行分のみ）

全線定期券（市営発行）

△（相鉄バス運行分のみ）

○

乗車券券種
路線バス 貸切バス イオン天王町店お買物バス

運賃改定が行われている場合があります。相鉄HPなどでご確認ください。

○（バス得対象）

相鉄・市営共通定期券

回数券（相鉄発行：紙タイプ）

△（横浜市交通局運行分のみ）

○

左記以外の相鉄バス（路線）

○

○

○

○

△（浜1、浜7、浜13、浜20、浜44、83系統のみ）

浜17、浜18系統

○（バス得対象）

○

環境定期券

トクトク定期券（相鉄）

回数券（横浜市発行：紙タイプ）

共通定期券取扱車（横浜駅西口～東泉寺前）

△（相鉄バス運行分のみ）

△（横浜市交通局運行分のみ）

○（券面額以上は差額清算）

先着順（２７名）、６歳未満が一人だけでの乗車不可

【イオン天王町店へ向かうとき】
乗車時にイオンカード、ＷＡＯＮカード、ＷＡＯＮポイントカードを提示して乗

車

【イオン天王町から乗車するとき】
サービスカウンターでイオンカード、ＷＡＯＮカード、ＷＡＯＮポイントカード

を
提示して乗車整理券を受け取ってから乗車する

（乗車整理券は発車１時間前から発車５分前まで配布）

取り扱い内容
○（220円以上の定期券）

○

○

○

＜横浜駅西口～さがみ湖プレジャーフォレスト線＞

ほほえみ会員証 △（相鉄バス運行分のみ）

こども50円キャンペーン（現金）

△（相鉄バス運行分のみ）

△（横浜市交通局運行分のみ）

株主優待特別乗車証

事前予約制

【事前予約】
申込日を含む３日以内に乗車券を発券する
必要あり
事前にコンビニエンスストアなどで支払い発
券or当日車内で支払い（現金のみ取り扱い）

【当日】
乗車区間に空席がある場合に限り、先着順
で乗車可能

＜横浜駅西口～東京サマーランド線＞

△（対象会社運行分のみ）

＜横浜駅西口～河口湖駅／富士山五合目線＞

１日乗車券（市営発行）

＜二俣川駅～羽田空港線＞

当日先着順（予約不可）

【二俣川駅から乗車する場合】
現金の場合　→　券売機での取り扱い時間帯は券売機にて購入が必要
　　 　　　　　　　　 券売機での取り扱いが終了した後は車内で運賃清算
ＩＣカードの場合　→　時間帯にかかわらず車内で運賃清算
※　先着順のため、乗車券を購入していてもＩＣカード利用者等により前に並んでいる
人で
定員を超えた場合は乗車できません。

【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

事前予約制

【事前予約】
事前にウィラートラベルで予約・決済

【当日】
空席がある場合に限り、先着順で乗車可能
（現金のみ取り扱い、往復割引・入場券セット
は適用外）

取り扱い
内容

事前予約制

【事前予約】
事前にコンビニエンスストアなどで支払い発券

【当日】
乗車区間に空席がある場合に限り、先着順で乗車可
能
（現金のみ取り扱い、往復割引適用外）

対キロ路線 現金運賃額
全額を交通系ICカードで支払う

場合はIC運賃が適用されます



＜その他特記事項＞
【規】・・・一部区間に乗車規制日あり 【実施日】　　横浜国立大学入構規制日（前期・後期個別入学試験日など）

【実施区間】　[浜10]横浜国立大学正門前→国大南門（2.34km）

【実施内容】　時間帯により構内バス停での降車時に身分確認等あり

★・・・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3ターミナル31番乗り場から発車

【ロ】・・・相鉄バスナビ（バスロケーションシステム）対象外路線

※　フジエクスプレス担当の河口湖線は(株)フジエクスプレス 横浜営業所 高速バス 位置情報で接近情報等を提供、 相鉄バス便は「相鉄バスナビ」でのみ提供（相鉄便は2016/2/26をもって提供終了）

※　京急バスナビ提供のバスロケーションシステムでは高速バス運行情報は提供されず（二俣川駅～羽田空港線）

※　 相鉄バス便（羽田空港線）は「相鉄バスナビ」でのみ提供（相鉄便は2016/2/26をもって終了）

※　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

【ETC】・・・ETC搭載車両が運行（雨天時はワイパー付きバックミラー車のみが担当）

【ノ】・・・全便がスロープ板付き、ノンステップ車両で運行

で乗車可能
（現金のみ取り扱い）

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

は適用外）




