
JR御殿場線 JR中央本線 伊豆箱根鉄道
大雄山線

金沢シーサイドライン 湘南モノレール
江の島線

箱根登山鉄道 横浜市営地下鉄
グリーンライン

JR京浜東北線・
JR根岸線

JR相模線 JR東海道本線 JR南武線

国府津 相模湖 小田原 新杉田 大船 小田原 日吉 川崎 茅ケ崎 川崎 川崎
下曽我 藤野 緑町 南部市場 富士見町 箱根板橋 日吉本町 鶴見 北茅ケ崎 横浜 尻手
上大井 井細田 鳥浜 湘南町屋 風祭 高田 新子安 香川 戸塚 矢向
相模金子 五百羅漢 並木北 湘南深沢 入生田 東山田 東神奈川 寒川 大船 鹿島田
松田 穴部 並木中央 西鎌倉 箱根湯本 北山田 横浜 宮山 藤沢 平間
東山北 飯田岡 幸浦 片瀬山 塔ノ沢 センター北 桜木町 倉見 辻堂 向河原
山北 相模沼田 産業振興ｾﾝﾀｰ 目白山下 大平台 センター南 関内 門沢橋 茅ケ崎 武蔵小杉
谷峨 岩原 福浦 湘南江の島 宮ノ下 都筑ふれあいの丘 石川町 社家 平塚 武蔵中原

塚原 市大医学部 小涌谷 川和町 山手 厚木 大磯 武蔵新城
和田河原 八景島 彫刻の森 中山 根岸 海老名 二宮 武蔵溝ノ口
富士ﾌｲﾙﾑ前 海の公園柴口 強羅 磯子 入谷 国府津 津田山
大雄山 海の公園南口 新杉田 相武台下 鴨宮 久地

野島公園 洋光台 下溝 小田原 宿河原
金沢八景 港南台 原当麻 早川 登戸

本郷台 番田 根府川 中野島
大船 上溝 真鶴 稲田堤

南橋本 湯河原
橋本



JR横須賀線 JR横浜線 JR鶴見線 江ノ島電鉄 横浜市営地下鉄
ブルーライン

東急田園都市線 東急東横線・
みなとみらい線

東急目黒線 東急
こどもの国線

東急大井町線 京急本線

武蔵小杉 東神奈川 鶴見 藤沢 あざみ野 二子玉川 多摩川 新丸子 長津田 二子玉川 京急川崎
新川崎 大口 国道 石上 中川 二子新地 新丸子 武蔵小杉 恩田 溝の口 八丁畷
横浜 菊名 鶴見小野 柳小路 センター北 高津 武蔵小杉 元住吉 こどもの国 鶴見市場
保土ケ谷 新横浜 弁天橋 鵠沼 センター南 溝の口 元住吉 日吉 京急鶴見
東戸塚 小机 浅野 湘南海岸公園 仲町台 梶が谷 日吉 花月園前
戸塚 鴨居 安善 江ノ島 新羽 宮崎台 綱島 生麦
大船 中山 武蔵白石 腰越 北新横浜 宮前平 大倉山 京急新子安
北鎌倉 十日市場 浜川崎 鎌倉高校前 新横浜 鷺沼 菊名 子安
鎌倉 成瀬 昭和 七里ヶ浜 岸根公園 たまプラーザ 妙蓮寺 神奈川新町
逗子 町田 扇町 稲村ヶ崎 片倉町 あざみ野 白楽 仲木戸
東逗子 長津田 極楽寺 三ツ沢上町 江田 東白楽 神奈川
田浦 古淵 長谷 三ツ沢下町 市が尾 反町 横浜
横須賀 淵野辺 由比ヶ浜 横浜 藤が丘 横浜 戸部
衣笠 矢部 和田塚 高島町 青葉台 新高島 日ノ出町
久里浜 相模原 鎌倉 桜木町 田奈 みなとみらい 黄金町

橋本 関内 長津田 馬車道 南太田
伊勢佐木長者町 つくし野 日本大通り 井土ヶ谷
阪東橋 すずかけ台 元町・中華街 弘明寺
吉野町 南町田 上大岡
蒔田 つきみ野 屏風浦
弘明寺 中央林間 杉田
上大岡 京急富岡
港南中央 能見台
上永谷 金沢文庫
下永谷 金沢八景
舞岡 追浜
戸塚 京急田浦
踊場 安針塚
中田 逸見
立場 汐入
下飯田 横須賀中央
湘南台 県立大学

堀ノ内
京急大津
馬堀海岸
浦賀



京急空港線 京急逗子線 京急大師線 京急久里浜線 京王
相模原線

小田急小田原線 小田急多摩線 小田急江ノ島線 相鉄いずみ野線 相鉄本線 浜川崎支線

大鳥居 金沢八景 京急川崎 堀ノ内 橋本 町田 新百合ヶ丘 相模大野 二俣川 横浜 浜川崎
穴守稲荷 六浦 港町 新大津 相模大野 五月台 東林間 南万騎が原 平沼橋 川崎新町
天空橋 神武寺 鈴木町 北久里浜 小田急相模原 栗平 中央林間 緑園都市 西横浜 八丁畷
国際線ターミナル 新逗子 川崎大師 京急久里浜 相武台前 黒川 南林間 弥生台 天王町 尻手
国内線ターミナル 東門前 YRP野比 座間 はるひ野 鶴間 いずみ野 星川 小田栄

産業道路 京急長沢 海老名 玉川学園前 大和 いずみ中央 和田町
小島新田 津久井浜 厚木 鶴川 桜ヶ丘 ゆめが丘 上星川

三浦海岸 本厚木 柿生 高座渋谷 湘南台 西谷
三崎口 愛甲石田 百合ヶ丘 長後 鶴ヶ峰

伊勢原 読売ランド前 湘南台 二俣川
鶴巻温泉 生田 六会日大前 希望ヶ丘
東海大学前 向ヶ丘遊園 善行 三ツ境
秦野 登戸 藤沢本町 瀬谷
渋沢 藤沢 大和
新松田 本鵠沼 相模大塚
開成 鵠沼海岸 さがみ野
栢山 片瀬江ノ島 かしわ台
富水 海老名
螢田
足柄
小田原



相鉄新横浜線

羽沢横浜国大
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