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乗場 系統 行先 主な経由地 

  

厚０１ 半原 荻野新宿・野外センター 

厚０２ 半原 荻野新宿・田代 

厚０３ 清雲寺入口 田代・半原 

厚０４ 上荻野車庫前 荻野新宿・公所 

厚１０ 上荻野車庫前 まつかげ台（休日） 

厚１２ まつかげ台 荻野新宿・鳶尾団地・みはる野 

厚１３ まつかげ台 （急行）鳶尾団地・みはる野 

厚８９ 鳶尾団地 荻野新宿・神奈川工科大学前・リコー前 

厚１０１ 半原 及川球技場入口・細野橋 

厚１０５ 厚木アクスト 始発～９時台 

  

厚０７ あつぎ郷土博物館 神奈川工科大学前 

厚０８ 松蓮寺 妻田 

厚０９ 宿原入口 そりだハイツ 

厚６６ 愛川バスセンター 三田・桜台 

厚６７ 神奈川工科大学 （急行） 

  

厚２６ 東京工芸大学 合同庁舎前・黄金原 

厚２６ 東京工芸大学 （急行） 

厚９５ 王子 厚木警察署前 

厚９７ 王子 厚木警察署前・吾妻団地 

  厚２５ 緑ヶ丘・緑ヶ丘三丁目 市役所・アンリツ前 

乗場 系統 行先 主な経由地 

  

厚３３ 七沢 小野橋・神奈川リハビリ 

厚３４ 七沢 小野橋 

厚３８ 広沢寺温泉 小野橋・七沢温泉 

厚３９ 神奈川リハビリ 小野橋 

厚４３ 森の里 船子・森の里中学校前 

厚４４ 森の里 赤羽根中央・高松山入口 

厚４５ 森の里 船子・森の里青山（平日） 

  

厚５９ 半原 関口・愛川バスセンター・三増 

厚６０ 上三増 関口・愛川バスセンター 

厚６１ 春日台団地 関口 

厚６２ 内陸工業団地 関口 

厚６３ 愛川バスセンター 関口・春日台団地 

厚７４ 長坂 関口・上依知 

厚７６ 猿ヶ島 関口・上依知 

厚７９ 原当麻駅 関口・上依知 

厚８０ 猿ヶ島 市立病院・関口・上依知 

厚８１ 原当麻駅 市立病院・関口・上依知 

厚９６ 上三増 ハイテク団地（平日） 

  

厚３２ 旗谷下 台ノ上・上分 

厚４６ 上分 台ノ上 

厚４８ 毛利台団地 温水・スポーツセンター入口 

        

厚４７ 上分 毛利台団地 

厚６４ 愛川バスセンター 中荻原 

乗場 系統 行先 主な経由地 

  

厚０１ 半原 荻野新宿・野外センター前 

厚０２ 半原 荻野新宿・田代 

厚０３ 清雲寺入口 田代・半原 

厚０４ 上荻野車庫前 荻野新宿・公所 

厚０５ まつかげ台 荻野新宿・みはる野 

厚０６ 鳶尾団地 荻野新宿・公所 

厚０７ あつぎ郷土博物館 神奈川工科大学前 

厚０８ 松蓮寺 妻田 

厚０９ 宿原入口 そりだハイツ 

厚１０ 上荻野車庫前 まつかげ台（休日） 

厚１１ 上荻野車庫前 鳶尾団地・まつかげ台（深夜） 

厚１２ まつかげ台 荻野新宿・鳶尾団地・みはる野 

厚１３ まつかげ台 （急行）鳶尾団地・みはる野 

厚１４ 清雲寺入口 鳶尾団地・まつかげ台・半原（深夜） 

厚４４ 森の里 赤羽根・高松山（１０時～終車まで） 

厚６６ 愛川バスセンター 三田・桜台 

厚８０ 猿ヶ島 市立病院前 

厚８１ 原当麻駅 市立病院前 

厚８９ 鳶尾団地 荻野新宿・神奈川工科大学前・リコー前 

厚９４ 宮の里 荻野新宿・荻野運動公園（土曜） 

厚１０１ 半原 及川球技場入口・細野橋 

  

厚２５ 緑ヶ丘・緑ヶ丘三丁目 市役所・アンリツ前 

厚２６ 東京工芸大学 合同庁舎前・黄金原 

厚２７ 古松台入口 黄金原（深夜） 

厚９５ 王子 厚木警察署前 

厚９７ 王子 厚木警察署前・吾妻団地 

  
空港 羽田空港 （急行） 

空港 成田空港 （急行） 

  厚６１ 春日台団地 藤塚（深夜） 

  

厚１６ 宮の里 市立病院前 

厚１７ 宮の里 合同庁舎前 

厚１８ 上飯山 合同庁舎前 

厚１９ 上煤ヶ谷 市立病院前・上飯山 

厚２０ 宮ヶ瀬 市立病院前・上煤ヶ谷 

厚２１ 宮ヶ瀬 中央通り（土曜） 

厚２２ 上煤ヶ谷 合同庁舎前・宮の里（深夜） 

厚４８ 毛利台団地 温水（深夜） 

乗場 系統 行先 主な経由地 

  

平５３ 平塚駅北口 旭町・大神 

平５４ 平塚駅北口 小田急通り・大神(平日） 

平５７ 平塚駅北口 戸田・大神（急行） 

厚５５ 田村車庫 旭町・大神 

  厚１０９ 東京農業大学 湘北短期大学前 

  厚１０５ 厚木アクスト 
平日 10:00～終車まで 

土・休・祝 始発～終車まで 
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公共交通に関する情報は、お持ちの携帯端末でご覧になることができます 

小田急電鉄 神奈川中央交通

http://www.kanachu.co.jphttp://www.odakyu.jp/

携帯サイトへは、 

ＱＲコードを読み取るか、 

アドレスを直接入力してください。 

この案内図に関する問合せ先：厚木市都市計画課 ０４６－２２５－2357 


