
停留所一覧 2021/10/1現在

停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

秋葉山古墳群 あきばやまこふんぐん 海老コミ(上今泉)

曙町 あけぼのちょう 旭4

浅岡橋 あさおかばし 旭4,10,浜4,5,16

旭が丘中学校入口 あさひがおかちゅうがっこういりぐち 綾73,海73

旭高校入口 あさひこうこういりぐち 旭21,22,33,34,37

旭高校入口（旭営業所） あさひこうこういりぐち（あさひえいぎょうしょ） 旭20,21,22,33,34

旭台 あさひだい 旭10,12 折り返し場

旭保育園入口 あさひほいくえんいちぐち 綾73,海73

東台 あずまだい 浜4

厚木ナイロン あつぎないろん 綾31

アパート入口 あぱーといりぐち 旭29

アパート前 あぱーとまえ 浜16,19

綾瀬上原 あやせかみはら 綾61,62

綾瀬高校 あやせこうこう 綾51,綾コミ①

綾瀬厚生病院 あやせこうせいびょういん 綾コミ①,④,⑤ 病院敷地

綾瀬市役所 あやせしやくしょ 綾12,41,43,51,綾コミ①,④,⑤ バスターミナル

綾瀬市役所南入口 あやせしやくしょみなみいりぐち 綾コミ⑤

綾瀬車庫 あやせしゃこ 綾41,42,53,,72

綾瀬タウンヒルズ前 あやせたうんひるずまえ 綾51 旧:保健医療センター

綾瀬中学校 あやせちゅうがっこう 綾コミ④

綾瀬中原 あやせなかはら 綾53,72

綾瀬メディカルプラザ あやせめでぃかるぷらざ 綾コミ①

池上小学校下 いけうえしょうがっこうした 浜1

池の谷戸 いけのやと 浜13,20

伊勢山 いせやま 海老コミ(国分)

伊勢山自然公園 いせやましぜんこうえん 海老コミ(国分)

市沢上町 いちさわかみちょう 旭1,6,浜19

市沢下町 いちさわしもちょう 浜16,19

市沢住宅 いちさわじゅうたく 旭1,浜16

市沢小学校 いちさわしょうがっこう 旭6

市沢団地入口 いちさわだんちいりぐち 旭1,6,浜19

市沢町 いちさわちょう 旭1,6,浜16,19

市場 いちば 海老コミ(大谷)

いちょう並木 いちょうなみき 大和市(のりあい)

稲荷神社入口 いなりじんじゃいりぐち 旭1,75,浜16

今井大上 いまいおおがみ 旭4

今井町 いまいちょう 旭4,5,浜45

今井町（横浜新道） いまいちょう 浜17,18 横浜新道上

今井橋 いまいばし 旭4,5

岩井町 いわいちょう 浜4

岩井町坂上 いわいちょうさかうえ 浜4

岩崎町 いわさきちょう 旭5

うぐいす橋 うぐいすばし 旭4,5

内出稲荷 うちでいなり 海老コミ(上今泉)

梅の木 うめのき 旭10

浦舟町 うらふねちょう 旭4

運転免許センター うんてんめんきょせんたー 旭22,23,24

EXPASA海老名下り えくすぱーさえびなくだり 海老コミ(大谷) 旧：海老名サービスエリア下り

EXPASA海老名上り えくすぱーさえびなのぼり 海老コミ(大谷) 旧：EXPASA海老名前

江戸道 えどみち 綾11

海老名駅 えびなえき
綾11,12,22,23,31,41,42,43,51,52,53,綾
61,62,73,海73,急行,海老コミ(大谷,国分,
本郷),高速(海老名)

本郷ルート休
止中
バスターミナ
ル

海老名駅西口 えびなえきにしぐち 海老コミ(上今泉)

海老名ケアサポートセンター前 えびなけあさぽーとせんたーまえ 綾73,海73

海老名高校前 えびなこうこうまえ 海老コミ(本郷) バス停休止・撤去

えびなこどもセンター えびなこどもせんたー　 海老コミ(大谷)
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海老名市役所 えびなしやくしょ 綾31,73,海73,海老コミ(大谷)

海老名市役所北 えびなしやくしょきた 海老コミ(大谷,本郷) 本郷ルートは休止中

海老名総合病院 えびなそうごうびょういん 海老コミ(大谷,本郷) 本郷ルートは休止中、病院敷地

海老名中学校 えびなちゅうがっこう 綾22,23

オアシス湘南病院前 おあしすしょうなんびょういんまえ 綾73,海73,海老コミ(本郷) 本郷ルートは休止中

オークシティ おーくしてぃ 大和市(のりあい)

大塚下 おおつかした 綾コミ①

大塚南 おおつかみなみ 綾コミ①

大貫橋 おおぬきばし 116

大谷公民館 おおやこうみんかん 海老コミ(大谷)

大谷コミュニティセンター おおやこみゅにてぃせんたー 海老コミ(大谷)

大邸 おおやしき 綾コミ④

大谷宿 おおやじゅく 綾31

大谷小学校 おおやしょうがっこう 綾22,23

岡沢上 おかざわうえ 浜5

岡沢下 おかざわした 浜5,10 旧：市民病院下

岡沢町 おかざわちょう 浜5,10

岡野町 おかのまち 浜1,5,7,10,11,13

小川橋 おがわばし 浜1

奥田 おくだ 綾コミ④

尾上町 おのえちょう 旭4

尾張屋橋際 おわりやばしきわ 旭4,浜4

会館前 かいかんまえ 旭4

介護施設くぬぎ台 かいごしせつくぬぎだい 旭75 降車のみ施設敷地

学園入口 がくえんいりぐち 浜4

柏ケ谷 かしわがや 綾75 さがみ野駅近く

柏ヶ谷（コミュニティ） かしわがや 綾コミ① かしわ台駅近く

かしわ台駅 かしわだいえき 海老コミ(国分,上今泉) 折り返し場

かしわ台駅前ロータリー かしわだいえきまえろーたりー 海老コミ(国分,上今泉),綾コミ①

柏保育園前 かしわほいくえんまえ 旭19,87

春日原 かすがはら 綾42

片倉町入口 かたくらちょういりぐち 浜1,7,1,13

帷子町会館前 かたびらちょうかいかんまえ 浜45

勝瀬 かつせ 海老コミ(大谷)

金が谷 かねがや 旭24,32,34,37

庚台 かのえだい 旭4

釜田 かまた 綾51

釜台住宅第１ かまだいじゅうたくだいいち 浜11

釜台住宅第３ かまだいじゅうたくだいさん 浜11 横浜方面は折り返し場

釜台住宅第２ かまだいじゅうたくだいに 浜11

釜田第１公園 かまただいいちこうえん 綾コミ①

釜田第４公園 かまただいよんこうえん 綾コミ①

鎌谷町 かまやちょう 浜5

上今泉五丁目北 かみいまいずみごちょうめきた 海老コミ(上今泉)

上今泉五丁目西 かみいまいずみごちょうめにし 海老コミ(上今泉)

上今泉三丁目 かみいまいずみさんちょうめ 海老コミ(上今泉)

上今泉第二公園 かみいまいずみだいにこうえん 海老コミ(上今泉)

上今泉二丁目北 かみいまいずみにちょうめきた 海老コミ(上今泉)

上今泉二丁目南 かみいまいずみにちょうめみなみ 海老コミ(上今泉)

上今泉四丁目 かみいまいずみよんちょうめ 海老コミ(上今泉)

上白根入口 かみしらねいりぐち 旭11,13,14,37

上白根町 かみしらねちょう 旭10,11,15

上草柳ロータリー かみそうやぎろーたりー 大和市(のりあい)

上町 かみちょう 海老コミ(本郷) バス停休止中

上土棚北二丁目 かみつちだなきたにちょうめ 綾コミ④

上土棚自治会館前 かみつちだなじちかいかんまえ 綾コミ④

上土棚中 かみつちだなちゅう 綾コミ④
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上土棚郵便局南 かみつちだなゆうびんきょくみなみ 綾コミ④

上の町 かみのまち 旭29,綾1

上橋 かみはし 旭27,28,29

上星川 かみほしかわ 旭10,深夜急行

上星川駅 かみほしかわえき 浜11,13 ロータリー

亀甲山 かめのこやま 116

川井橋 かわいばし 116

河口湖駅 かわぐちこえき 高速(河口湖) バスターミナル

川島住宅 かわしまじゅうたく 浜13,20

川島町 かわしまちょう 旭10

神崎 かんざき 綾コミ⑤

神崎遺跡前 かんざきいせきまえ 綾コミ⑤

環２市沢上町 かんにいちさわかみちょう 旭6 しらゆり新塗装

環２市沢下町 かんにいちさわしもちょう 旭6,浜20 しらゆり新塗装

環２今井 かんにいまい 旭6 しらゆり新塗装

観音橋 かんのんばし 綾51

岸本 きしもと 旭24,32,34,37

北上河内 きたかみごうち 綾73,海73

北軽井沢 きたかるいざわ 浜1,5,7,10,11,13

北幸二丁目 きたさいわいにちょうめ 旭4,10

北原 きたはら 綾51,52,53,62

希望が丘 きぼうがおか 深夜急行 しらゆり旧塗装

希望ヶ丘駅 きぼうがおかえき 旭26,87,80,88,89,99 ロータリー

九条 きゅうじょう 綾75 しらゆり旧塗装

行安寺 ぎょうあんじ 綾73,海73

霧が丘高校前 きりがおかこうこうまえ 116

桐が作入口 きりがさくいりぐち 旭4

キリンビバレッジ前 きりんびばれっじまえ 綾73,海73

楠町 くすのきちょう 旭4,10,浜4,6,15

くぬぎ台小学校 くぬぎだいしょうがっこう 旭75

くぬぎ台団地 くぬぎだいだんち 旭75 ロータリー

くぬぎ台団地入口 くぬぎだいだんちいりぐち 旭1,75,浜16

久保町 くぼちょう 旭4

熊野神社 くまのじんじゃ 綾コミ④

栗の沢 くりのさわ 浜17,18,45

県営住宅前 けんえいじゅうたくまえ 綾75 さがみ野駅近く

県営住宅前（コミュニティ） けんえいじゅうたくまえ 綾コミ① かしわ台駅近く

県公社住宅前 けんこうしゃじゅうたくまえ 浜19,20

県公社東原団地前 けんこうしゃひがしはらだんちまえ 綾75

公園橋 こうえんばし 浜17,18,45

工機入口 こうきいりぐち 綾75

高座屋内温水プール こうざおくないおんすいぷーる 綾コミ⑤

高層住宅前 こうそうじゅうたくまえ 旭29,綾1

公団集会場 こうだんしゅうかいじょう 旭11,13,15,37

高地 こうち 旭4

交通裁判所 こうつうさいばんしょ 浜5

洪福寺 こうふくじ 旭4,10,浜4,5,16

黄金町 こがねちょう 旭4

国大北 こくだいきた 浜10

国大中央 こくだいちゅうおう 浜10

国大西 こくだいにし 浜10 折り返し場

国大南門 こくだいみなみもん 浜10

国分 こくぶ 綾11,12,41,42,43,51,52,53,62

国分尼寺 こくぶあまでら 海老コミ(上今泉)

国分第一児童公園 こくぶだいいちじどうこうえん 海老コミ(国分)

国分やまに平児童公園 こくぶやまにだいらじどうこうえん 海老コミ(国分)

国分寺台第１ こくぶんじだいだいいち 綾11,12
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国分寺台第９ こくぶんじだいだいきゅう 綾11,12,22

国分寺台第５ こくぶんじだいだいご 綾11,12

国分寺台第３ こくぶんじだいだいさん 綾11,12

国分寺台第１０ こくぶんじだいだいじゅう 綾11,12,22,綾コミ⑤

国分寺台第１１ こくぶんじだいだいじゅういち 綾11,12,綾コミ⑤

国分寺台第１２ こくぶんじだいだいじゅうに 綾11,12,綾コミ⑤ 折り返し場

国分寺台第７ こくぶんじだいだいなな 綾11,12

国分寺台第２ こくぶんじだいだいに 綾11,12

国分寺台第８ こくぶんじだいだいはち 綾11,12,22,23

国分寺台第４ こくぶんじだいだいよん 綾11,12

国分寺台第６ こくぶんじだいだいろく 綾11,12

小園 こぞの 綾41,42,43

小園団地 こぞのだんち 綾41,42

小園団地入口（地蔵堂前） こぞのだんちいりぐち 綾41,42,43

小園中央 こぞのちゅうおう 綾41,42

小園バザール前 こぞのばざーるまえ 綾41,42

小机駅 こづくええき 浜1 横浜方面ロータリー

小机辻 こづくえつじ 浜1

御殿場駅 ごてんばえき 高速(河口湖) バスターミナル

御殿橋 ごてんばし 旭33,34,37

御殿場市立図書館前 ごてんばしりつとしょかんまえ 高速(河口湖)

こども自然公園入口 こどもしぜんこうえんいりぐち 旭19,87

子安1号公園 こやすいちごうこうえん 大和市(ふれあい)

子安児童館南 こやすじどうかんみなみ 大和市(ふれあい)

子安ちびっこ広場 こやすちびっこひろば 大和市(ふれあい)

金剛寺 こんごうじ 旭4,5,浜45

才戸第一 さいどだいいち 綾73,海73

妻之神前 さいのかみまえ 綾コミ①

境 さかい 旭11,13,14,37

境橋 さかいばし 旭29,綾1

坂下（海老名市） さかした 綾31

坂下（神奈川区） さかした 浜13,20

相模大塚駅北口 さがみおおつかえききたぐち 綾75 バスターミナル

相模大塚駅南口 さがみおおつかえきみなみぐち 綾52,72,深夜急行 ロータリー

相模国分寺跡 さがみこくぶんじあと 海老コミ(国分)

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
（さがみ湖イルミリオン）（臨時）

さがみこりぞーとぷれじゃー
ふぉれすと（さがみこいるみりおん）

高速（さがみ湖）
冬季のみ
敷地内

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト（臨時） さがみこりぞーとぷれじゃーふぉれすと 高速（さがみ湖） GW・夏季のみ

さがみ野駅 さがみのえき 綾75 ロータリー

さがみ野駅入口 さがみのえきいりぐち 深夜急行

坂本町 さかもとちょう 浜16,19

桜ケ丘 さくらがおか 旭5

桜木町駅 さくらぎちょうえき 旭4 バスターミナル

左近山第１ さこんやまだいいち 旭1,2,6

左近山第５ さこんやまだいご 旭1,2,6

左近山第３ さこんやまだいさん 旭1,2,6

左近山第２ さこんやまだいに 旭1,2,6

左近山第４ さこんやまだいよん 旭1,2,6

左近山第６ さこんやまだいろく 旭1,2,6 二俣川方面のみ折り返し場

笹野台 ささのだい 旭24,32,34,37

笹野台商店街 ささのだいしょうてんがい 旭24,32,34,37

さちが丘 さちがおか 旭88

寒川駅 さむかわえき 綾73,海73 ロータリー

寒川神社（臨時） さむかわじんじゃ 急行 正月のみ

寒川神社 さむかわじんじゃ 綾73,海73

寒川神社参道 さむかわじんじゃさんどう 綾73,海73

寒川郵便局前 さむかわゆうびんきょくまえ 綾73,海73
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産川せせらぎ公園 さんがわせせらぎこうえん 海老コミ(上今泉)

サンパルク６５０ さんぱるくろくごーまる 綾23

三枚町 さんまいちょう 浜1,13,20

サンモール商店街 さんもーるしょうてんがい 旭19,87

サンモール西横浜 さんもーるにしよこはま 浜4

市営集会場前 しえいしゅうかいじょうまえ 旭11,13,37

四季の森小学校 しきのもりしょうがっこう 旭11,13,15,37

地神前 じしんまえ 旭28,29

市大センター病院前 しだいせんたーびょういんまえ 旭4

七里堰 しちりせき 浜13,20

児童遊園前 じどうゆうえんまえ 大和市(のりあい)

品濃町（側道） しなのまち 旭6,浜17 横浜新道側道上

品濃町（横浜新道） しなのまち 浜18 横浜新道上

芝浦機械 しばうらきかい 綾75 旧：東芝機械

清水 しみず 綾31

清水ケ丘 しみずがおか 旭4

清水ヶ丘団地 しみずがおかだんち 旭21,22,23,24,32

市民スポーツセンター しみんすぽーつせんたー 綾51,綾コミ①

市民スポーツセンター北 しみんすぽーつせんたーきた 綾コミ①

市民文化センター前 しみんぶんかせんたーまえ 綾42,51,綾コミ①,④,⑤

下河内 しもごうち 綾73,海73,海老コミ(本郷) 本郷ルートは休止中

下白根橋 しもしらねばし 旭10

下瀬谷第二公園 しもせやだいにこうえん 旭28,29,綾1

下浜田 しもはまだ 綾22,23

市役所 しやくしょ 大和市(のりあい)

十一条 じゅういちじょう 綾75

住宅入口 じゅうたくいりぐち 旭88

住宅前 じゅうたくまえ 旭4,5

十二天 じゅうにてん 綾73,海73

樹源寺 じゅげんじ 旭4,5

小学校前 しょうがっこうまえ 旭19,26,89,99

浄水場前 じょうすいじょうまえ 浜16,19

上星小学校前 じょうせいしょうがっこうまえ 海老コミ(上今泉)

常泉院前 じょうせんいんまえ 海老コミ(上今泉)

湘南ユニテック前 しょうなんゆにてっくまえ 綾73,海73

青蓮寺前 しょうれんじまえ 浜13,20

食の創造館前 しょくのそうぞうかんまえ 綾73,海73

白根アパート しらねあぱーと 旭10,11,12,15

白根小学校前 しらねしょうがっこうまえ 旭10,11,12,15

白根台第１ しらねだいだいいち 旭10,12

白根台第２ しらねだいだいに 旭10,12

白根町 しらねちょう 旭10,深夜急行

白根不動入口 しらねふどういりぐち 旭10

市立病院 しりつびょういん 大和市(のりあい)

城郷中学校 しろさとちゅうがっこう 浜1

白妙町 しろたえちょう 旭4

城山 しろやま 綾31

城山公園 しろやまこうえん 綾41,43

新桜ケ丘第１ しんさくらがおかだいいち 浜45

新桜ケ丘第２ しんさくらがおかだいに 浜45

新桜ケ丘団地 しんさくらがおかだんち 浜19,20 始発のみ折り返し場

新桜ケ丘東 しんさくらがおかひがし 浜45

新桜ケ丘保育園 しんさくらがおかほいくえん 旭6

新道 しんどう 綾31

新橋 しんばし 綾42,43

神明社前 しんめいしゃまえ 旭5,浜16,45

新横浜駅 しんよこはまえき 浜1 バスターミナル
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停留所一覧 2021/10/1現在

停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

水道企業団前 すいどうきぎょうだんまえ 116

水道路 すいどうみち 綾31

水道道 すいどうみち 旭4.浜4

杉久保 すぎくぼ 綾31

杉久保入口 すぎくぼいりぐち 綾23

杉久保住宅 すぎくぼじゅうたく 綾23

杉久保小学校前 すぎくぼしょうがっこうまえ 綾23

杉本北 すぎもときた 海老コミ(国分)

杉本南 すぎもとみなみ 海老コミ(国分)

杉山神社前 すぎやまじんじゃまえ 旭10,浜13

菅田運動場入口 すげたうんどうじょういりぐち 浜1

菅田中学校前 すげたちゅうがっこうまえ 浜1

菅田ハイツ入口 すげたはいついりぐち 浜1

西南・西（１１条通り） せいなん・にし 大和市(のりあい)

西部病院前 せいぶびょういんまえ 116

聖隷横浜病院入口 せいれいよこはまびょういんいりぐち 旭4

瀬端橋 せばたばし 綾43

瀬谷 せや 旭29

瀬谷警察入口 せやけいさついりぐち 旭27,28,29,33

瀬谷スポーツセンター せやすぽーつせんたー 旭27

瀬谷センター せやせんたー 旭29

瀬谷第２小学校前 せやだいにしょうがっこうまえ 旭28,29

浅間下 せんげんした 旭4,10,浜1,4,5,7,10,11,13,16

浅間町車庫前 せんげんちょうしゃこまえ 旭4,10,浜4,5,16

浅間橋 せんげんばし 綾コミ④

浅間橋際 せんげんばしぎわ 綾51

泉谷寺前 せんごくじまえ 浜1

善部第１ ぜんぶだいいち 旭26,87,88,89,99

善部第３ ぜんぶだいさん 旭26,80,87,88,89,99

善部第２ ぜんぶだいに 旭26,80,87,88,89,99

善部夕日が丘 ぜんぶゆうひがおか 旭26,80,87,88,89,99

宗川寺前 そうせんじまえ 旭28,29

相鉄文化会館 そうてつぶんかかいかん 旭19,87

大学会館前 だいがくかいかんまえ 浜10

代官前 だいかんまえ 旭10,11,12,15

第二上土棚橋 だいにかみつちだなばし 綾コミ④

台村町 だいむらちょう 旭15

大門通 だいもんどおり 旭5,浜16,45

立丁場 たっちょうば 旭10,11,15

蓼川一丁目 たてかわいっちょうめ 綾52,72

蓼川自治会館 たてかわじちかいかん 綾52,72

地区公園 ちくこうえん 116

中央一丁目 ちゅうおういっちょうめ 綾11,12,41,42,43,51,52,53,62

中央商店街 ちゅうおうしょうてんがい 旭27

中央図書館前 ちゅうおうとしょかんまえ 海老コミ(上今泉)

長後駅西口 ちょうごえきにしぐち 綾コミ④ バスターミナル

長後市民センター前 ちょうごしみんせんたーまえ 綾コミ④

長者町五丁目 ちょうじゃまちごちょうめ 旭4

長龍寺前 ちょうりゅうじまえ 綾コミ① 旧:保健医療センター前

都岡辻 つおかつじ 旭9,33,34

辻 つじ 旭10,11,15

椿地蔵 つばきじぞう 綾31

露木 つゆき 旭24,32,34,37

つゆきの森 つゆきのもり 116

鶴ヶ岡 つるがおか 綾コミ④

鶴ヶ岡公園 つるがおかこうえん 綾コミ④

鶴ヶ峰駅 つるがみねえき 旭1,9,10,11,12,15,浜16 バスターミナル
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停留所一覧 2021/10/1現在

停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

鶴ヶ峰駅北口 つるがみねえききたぐち 旭1,浜16 鶴ヶ峰方向のみ駐車場内

鶴ヶ峰駅南口 つるがみねえきみなみぐち 旭1,75,浜16

鶴ケ峯小学校前 つるがみねしょうがっこうまえ 旭1,75,浜16

鶴中入口 つるちゅういりぐち 旭10,11,12,15

鶴間駅 つるまえき 大和市(のりあい)

鶴屋町三丁目 つるやちょうさんちょうめ 旭4,10,浜4,5,16

寺尾 てらお 綾41,42

寺尾入口 てらおいりぐち 綾51,72,綾コミ①

寺尾北二丁目 てらおきたにちょうめ 綾コミ①

寺尾北四丁目 てらおきたよんちょうめ 綾コミ①

寺尾児童館 てらおじどうかん 綾コミ①

寺尾中央公園 てらおちゅうおうこうえん 綾51

寺尾西公園 てらおにしこうえん 綾コミ①

寺尾西三丁目 てらおにしさんちょうめ 綾コミ①

寺尾西二丁目 てらおにしにちょうめ 綾コミ①

寺下 てらした 旭4

寺山町 てらやまちょう 旭11,13,14,37

天神下 てんじんした 綾73,海73,海老コミ(本郷) 本郷ルート休止中

天台公園 てんだいこうえん 綾コミ①

天王町 てんのうちょう 浜16

天王町駅前 てんのうちょうえきまえ 浜16

天平通り てんぴょうどおり 海老コミ(国分)

天満宮 てんまんぐう 綾1

天野原 てんやはら 綾コミ①

東京サマーランド（臨時） とうきょうさまーらんど 高速（サマーランド） 夏季のみ、バスターミナル

桃源台 とうげんだい 旭26,87,88,89,99

東泉寺前 とうせんじまえ 浜1

東建ハイツ前 とうたてはいつまえ 綾コミ①

東名綾瀬 とうめいあやせ 綾41,42

東名綾瀬（高速バス） とうめいあやせ 高速(河口湖) 東名高速上

東名御殿場 とうめいごてんば 高速(河口湖) 東名高速外

道路碑 どうろひ 浜1

常盤園入口 ときわえんいりぐち 浜11 市営は「和田町交差点」

常盤園下 ときわえんした 旭10

常盤台住宅 ときわだいじゅうたく 浜10

図書館文書館前 としょかんぶんしょかんまえ 綾73,海73

鳥山 とりやま 浜1

どんどん商店街 どんどんしょうてんがい 旭4

中尾町 なかおちょう 旭22,23,24

中河内 なかごうち 綾73,海73,海老コミ(本郷) 本郷ルート休止中

長坂 ながさか 旭11,13,14,37

中沢町 なかざわちょう 旭22,23

中原 なかはら 綾31

中原公園 なかはらこうえん 綾コミ④

中丸 なかまる 旭27,28,29,33

中山駅 なかやまえき 旭11,13,14,15,37 バスターミナル

中山駅北口 なかやまえききたぐち 臨旭11,臨旭13,臨時直行 臨時便のみ、バスターミナル

中山中学校入口 なかやまちゅうがっこういりぐち 旭11,13,14,37

中山町 なかやまちょう 旭11,13,14,37

梛の木石碑前 なぎのきせきひまえ 旭28,29

西釜台 にしかまだい 浜11

西久保町 にしくぼちょう 旭4

西菅田団地 にしすげただんち 浜1 折り返し場

西鶴間コミセン にしつるまこみせん 大和市(のりあい)

西鶴間３号公園 にしつるまさんごうこうえん 大和市(のりあい)

西鶴間８丁目 にしつるまはっちょうめ 大和市(のりあい)

西鶴間６丁目西 にしつるまろくちょうめにし 大和市(のりあい)

7 



停留所一覧 2021/10/1現在

停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

西鶴間６丁目東 にしつるまろくちょうめひがし 大和市(のりあい)

西根 にしね 綾コミ⑤

西原住宅 にしはらじゅうたく 浜16

西原住宅入口 にしはらじゅうたくいりぐち 旭1,浜16

西ひかりが丘 にしひかりがおか 旭11,15

西村 にしむら 海老コミ(大谷)

西村橋 にしむらばし 旭11,13,14,37

西谷 にしや 旭10

西谷駅前 にしやえきまえ 旭10,深夜急行

西谷妙福寺前 にしやみょうふくじまえ 旭10

二条通り にじょうどおり 大和市(のりあい)

ニュータウン第１ にゅーたうんだいいち 旭21,23,32

ニュータウン第５ にゅーたうんだいご 旭21,22,24,32

ニュータウン第３ にゅーたうんだいさん 旭21,22,24,32

ニュータウン第７ にゅーたうんだいなな 旭21,22,32

ニュータウン第２ にゅーたうんだいに 旭21,22,23,24,32

ニュータウン第８ にゅーたうんだいはち 旭21,22,24,32

ニュータウン第４ にゅーたうんだいよん 旭21,22,24,32

ニュータウン第６ にゅーたうんだいろく 旭21,22,24,32

ニュータウン南瀬谷 にゅーたうんみなみせや 旭28,29,綾1 折り返し場

根恩馬 ねおんま 綾コミ⑤

根下 ねした 旭4,5,浜45

農大入口 のうだいいりぐち 綾22

農大前 のうだいまえ 綾23,31 折り返し場

羽衣町 はごろもちょう 旭4

バザール前 ばざーるまえ 旭29,綾1,深夜急行

羽沢 はざわ 浜13,20

羽沢団地前 はざわだんちまえ 浜1

橋戸原 はしどはら 旭29

八幡橋 はちまんばし 旭4

羽田空港第１ターミナル はねだくうこうだいいちたーみなる 高速(二俣川,海老名) 旧：国内線第１ターミナル

羽田空港第３ターミナル はねだくうこうだいさんたーみなる 高速(二俣川,海老名) 旧：国際線ターミナル

羽田空港第２ターミナル はねだくうこうだいにたーみなる 高速(二俣川,海老名) 旧：国内線第２ターミナル

ハマキョウレックス はまきょうれっくす 綾22 企業敷地内

浜田歴史公園 はまだれきしこうえん 綾22,23

浜松町 はままつちょう 旭4,浜4

早川 はやかわ 綾43

早川城山１丁目 はやかわしろやまいっちょうめ 綾41,43

早川城山５丁目 はやかわしろやまごちょうめ 綾41

早川城山３丁目 はやかわしろやまさんちょうめ 綾43

早川城山４丁目 はやかわしろやまよんちょうめ 綾41

早川中央第１ はやかわちゅうおうだいいち 綾61,52

早川中央第３ はやかわちゅうおうだいさん 綾61,52 企業敷地内（専用）

早川中央第２ はやかわちゅうおうだいに 綾61,52

隼人中学・高校 はやとちゅうがく・こうこう 旭80,88,89 折り返し場

原分 はらぶん 116

半ヶ谷 はんがや 旭88

ハンディホームセンター前 はんでぃほーむせんたーまえ 綾51,綾コミ①,④

阪東橋 ばんどうばし 旭4

PICAさがみ湖（臨時） ぴかさがみこ 高速（さがみ湖） GW・夏季のみ

東今里 ひがしいまざと 綾73,海73

東久保町 ひがしくぼちょう 浜4

東国分 ひがしこくぶ 綾41,43,51,52,53,62

東逆川 ひがしさかさがわ 海老コミ(国分)

東戸塚駅西口 ひがしとつかえきにしぐち 旭6,浜17,18 バスターミナル

東根 ひがしね 116

東原五丁目 ひがしはらごちょうめ 綾75
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停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

東万騎ヶ原 ひがしまきがはら 旭4

東山 ひがしやま 綾12,綾コミ⑤

飛行場正門 ひこうじょうせいもん 綾52,72

ひじりが丘 ひじりがおか 浜11

日立相模 ひたちさがみ 綾53 終点なし、企業敷地内（専用）

日立相模前 ひたちさがみまえ 綾51,52,53,62

ひばりが丘一丁目 ひばりがおかいっちょうめ 綾75

ひばりが丘四丁目 ひばりがおかよんちょうめ 綾75

フードワン海老名店前 ふーどわんえびなてんまえ 海老コミ(本郷) バス停休止中

深谷中原 ふかやなかはら 綾コミ④

深谷中四丁目 ふかやなかよんちょうめ 綾コミ①

富士学校前 ふじがっこうまえ 高速(河口湖)

富士急ハイランド ふじきゅうはいらんど 高速(河口湖) バスターミナル

富士山　山中湖 ふじさん やまなかこ 高速(河口湖)

富士山五合目 ふじさんごごうめ 高速(河口湖) バスターミナル

富士塚 ふじづか 綾51,52,53,72,深夜急行

藤塚小学校 ふじづかしょうがっこう 旭6

藤塚町 ふじつかちょう 浜17,18

富士フイルムビジネスイノベーション ふじふいるむびじねすいのべーしょん 急行 バスターミナル

富士見橋 ふじみばし 浜17,18,45

二ツ橋小学校 ふたつばししょうがっこう 旭25

二俣川駅北口 ふたまたがわえききたぐち 旭2,4,20,21,22,23,24,32,高速(二俣川)

二俣川駅南口 ふたまたがわえきみなみぐち 旭1,6,19,26,88,89,99

二俣川銀座 ふたまたがわぎんざ 旭21,22,23,24,32

二俣川橋 ふたまたがわばし 旭4

仏向町 ぶっこうちょう 浜16,19

文化北 ぶんかきた 大和市(のりあい)

文化南 ぶんかみなみ 大和市(のりあい)

分譲住宅 ぶんじょうじゅうたく 旭26,80,87,88,89,99

変電所北 へんでんしょきた 綾22

法泉下 ほうせんした 旭4,5

法泉町 ほうせんちょう 旭4,5

北部公園 ほくぶこうえん 海老コミ(国分)

北部文化福祉会館前 ほくぶぶんかふくしかいかんまえ 綾73,海73

保健福祉センター前 ほけんふくしせんたーまえ 大和市(のりあい) 神奈中は鶴間２丁目

星川駅 ほしかわえき 浜45 ロータリー

星川駅前 ほしかわえきまえ 浜16

星川小学校前 ほしかわしょうがっこうまえ 浜16,45

星川町 ほしかわちょう 旭5,浜16,45

星川ランプ ほしかわらんぷ 浜17,18,45

保土ケ谷駅西口 ほどがやえきにしぐち 浜45 バスターミナル

保土ケ谷駅東口 ほどがやえきひがしぐち 旭4,浜4 バスターミナル

程ヶ谷カントリークラブ前 ほどがやかんとりーくらぶまえ 116

保土ケ谷区役所入口 ほどがやくやくしょいりぐち 旭5

保土ケ谷中学校前 ほどがやちゅうがっこうまえ 旭10,浜11

保土ケ谷町
（保土ケ谷町２丁目）

ほどがやちょう 旭4,5
保土ヶ谷駅方向は
保土ケ谷町２丁目

保土ケ谷橋
ほどがやばし
（ほどがやちょうにちょうめ）

旭4,浜4

ポリテクセンター前 ぽりてくせんたーまえ 旭26,80,87,88,89,99

堀ノ内 ほりのうち 綾11

本郷五反田橋 ほんごうごたんだばし 綾73,海73

本郷コミュニティセンター ほんごうこみゅにてぃせんたー 海老コミ(本郷) バス停休止中

本郷原 ほんごうはら 海老コミ(本郷) バス停休止中

本町四丁目 ほんちょうよんちょうめ 旭4

前里町三丁目 まえさとちょうさんちょうめ 旭4

前里町四丁目 まえさとちょうよんちょうめ 旭4

万騎が原大池 まきがはらおおいけ 旭1,6
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万騎が原交番前 まきがはらこうばんまえ 旭88

万騎が原第１ まきがはらだいいち 旭1,6,19,26,88,89,99

万騎が原第５ まきがはらだいご 旭19,26,89,99

万騎が原第３ まきがはらだいさん 旭19,26,88,89,99

万騎が原第２ まきがはらだいに 旭1,6,19,26,88,89,99

万騎が原第４ まきがはらだいよん 旭19,26,89,99

万騎が原中央 まきがはらちゅうおう 旭1,6

まきの台 まきのだい 綾75

真鯨 まくじら 海老コミ(大谷)

又口橋 またぐちばし 浜1

三嶌神社 みしまじんじゃ 旭33,34,37

みずほ団地前 みずほだんちまえ 綾31

美立橋 みたてばし 旭4,5,浜45

三ツ境駅 みつきょうえき 旭24,27,28,29,32,33,34,37,116,深夜急行

三ツ沢池 みつざわいけ 浜11

三ツ沢公園自由広場 みつざわこうえんじゆうひろば 浜1,5,7,10,11,13 旧：市民病院入口

三ツ沢総合グランド入口 みつざわそうごうぐらんどいりぐち 浜1,5,7,10,11,13

三ツ沢西町 みつざわにしちょう 浜5,10,11

緑ヶ丘 みどりがおか 旭18,88

緑区役所前 みどりくやくしょまえ 旭15

緑消防署前 みどりしょうぼうしょまえ 旭11,13,14,37

南希望が丘 みなみきぼうがおか 旭26,80,87,88,89,99

南区総合庁舎前 みなみくそうごうちょうしゃまえ 旭4

南瀬谷小学校 みなみせやしょうがっこう 旭27

南台入口 みなみだいいりぐち 旭27,28,29

南台Ａハイツ みなみだいえーはいつ 旭27,28,29

南台交番前 みなみだいこうばんまえ 旭27,28,29,深夜急行

南台Ｂ集会場 みなみだいびーしゅうかいじょう 旭27

南鶴間自治会館入口 みなみつるまじちかいかんいりぐち 大和市(のりあい)

南本宿 みなみほんじゅく 旭4

南本宿インター前 みなみほんじゅくいんたーまえ 旭1,2,4,6

南本宿交差点 みなみほんじゅくこうさてん 旭1,4,6

南万騎が原駅 みなみまきがはらえき 旭19,26,89,99

南林間駅 みなみりんかんえき 綾75

南林間6丁目 みなみりんかんろくちょうめ 大和市(のりあい)

峰岡上 みねおかうえ 浜5

峰岡町 みねおかちょう 旭10

峰沢入口 みねさわいりぐち 浜11

峰沢団地前 みねさわだんちまえ 浜1,13,20

峰沢町 みねさわちょう 浜11

峯小学校前 みねしょうがっこうまえ 旭10

宮際 みやぎわ 綾11

宮田中学校前 みやたちゅうがっこうまえ 浜5

宮田町 みやたちょう 旭10,浜5

宮田町二丁目 みやたちょうにちょうめ 浜5

宮の下 みやのした 旭11,13,14,37

向原 むこうはら 海老コミ(大谷)

武者寄橋 むしゃよせばし 綾12,綾コミ⑤

望地 もうち 綾41,43,51,52,53,62,深夜急行

元久保町 もとくぼちょう 浜4

元町橋 もとまちばし 旭4,5

森の台小学校入口 もりのだいしょうがっこう 旭15

森の台中央 もりのだいちゅうおう 旭15

矢指町入口 やさしちょういりぐち 116

谷戸入口 やといりぐち 旭10,11,15

柳会中央 やなぎかいちゅうおう 大和市(のりあい)

山崎 やまざき 綾コミ⑤
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停留所一覧 2021/10/1現在

停留所名 ていりゅうじょめい 路線 備考

大和駅 やまとえき 綾1,72,深夜急行

大和南 やまとみなみ 綾1

やまに平 やまにだいら 海老コミ(国分)

遊園地前 ゆうえんちまえ 浜16

郵便局前（海老名市） ゆうびんきょくまえ 綾22,23

郵便局前（瀬谷区） ゆうびんきょくまえ 綾1,旭28,29

横浜駅西口 よこはまえきにしぐち
旭4,10,浜1,4,5,7,10,11,13,16,高速(河口
湖,さがみ湖,サマーランド),深夜急行

バスターミナル

横浜FCクラブハウス前 よこはまえふしーくらぶはうすまえ 浜16,19 旧：浄水場裏

横浜旭陵高校坂下 よこはまきょくりょうこうこうさかした 旭9,10,13,14,34,35,37 旧：動物園入口

横浜旭陵高校前 よこはまきょくりょうこうこうまえ 旭9,33,34,37

横浜国立大学正門前 よこはまこくりつだいがくせいもんまえ 浜10

横浜ゴルフ場下（側道） よこはまごるふじょうした 旭6,浜17

横浜ゴルフ場下（横浜新道） よこはまごるふじょうした 浜18

横浜市役所前 よこはましやくしょまえ 旭4 旧：馬車道駅前

横浜車庫 よこはましゃこ 浜7,11,13,20

横浜新道 よこはましんどう 浜10

よこはま動物園 よこはまどうぶつえん 旭9,10,13,14,34,35,37 バスターミナル

よこはま動物園北門 よこはまどうぶつえんきたもん 旭10,13 起点なし、バスターミナル

横浜橋 よこはまばし 旭4

横浜保土ケ谷中央病院 よこはまほどがやちゅうおうびょういん 浜11 病院敷地

吉岡芝原 よしおかしばはら 綾11 ロータリー

吉岡地区センター前 よしおかちくせんたーまえ 綾コミ⑤

嫁ヶ久保 よめがくぼ 綾41,42,43

ライトセンター前 らいとせんたーまえ 旭22,23,24

楽老峰 らくろうほう 旭32,34,37

綾西五丁目 りょうせいごちょうめ 綾コミ⑤

綾西小学校入口 りょうせいしょうがっこういりぐち 綾コミ⑤

綾北小学校前 りょうほくしょうがっこうまえ 綾52,72

緑苑 りょくえん 海老コミ(国分)

緑園都市駅 りょくえんとしえき 旭19,87

蓮光寺北 れんこうじきた 綾コミ④

若葉台近隣公園前 わかばだいきんりんこうえんまえ 116

若葉台車庫前 わかばだいしゃこまえ 116

若葉台中央 わかばだいちゅうおう 116

若葉台中学校前 わかばだいちゅうがっこうまえ 116

若葉台南 わかばだいみなみ 116

和田町 わだまち 旭10

和田町駅 わだまちえき 浜16,19

凡例：

綾コミ：綾瀬市コミュニティバス

海老コミ：海老名市コミュニティバス

※　ファンの1個人が作成している一覧表ですので、公式見解と異なる場合があります。また、間違い等はご了承ください。
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