
申　請

　 実　施 神陸旅　第777号

平日 土曜 日祭

1-1 藤沢駅 深沢 鎌倉駅 往7.67 復7.59 25 6:00～20:49 往79 復80 往71 復68 往71 復68 7～25 手広

1-2 藤沢駅 富士見ヶ丘・深沢 鎌倉駅 7.60 25 20:50～22:40 往6 復9 往4 復8 往4 復8 15～28 手広

1-3 藤沢駅 富士見ヶ丘 桔梗山 5.50 16 6:07～23:48 往34 復35 往31 復34 往31 復34 13～60 手広 深夜バス 2310,23:43 12/30～1/3を除く

1-4 鎌倉駅 長谷観音前 桔梗山 5.70 17 6:00～21:40 往21 復25 往19 復20 往19 復20 8～61 手広

1-5 藤沢駅 手広 手広車庫 2.68 8 6:00～22:23 往26 復34 往31 復46 往18 復41 1～63 手広

1-6 藤沢駅 奥田・手広 手広車庫 往2.81 復2.96 8 14:10～19:30 往9 復14 往14 復21 往12 復26 8～75 手広

1-7 鎌倉駅 深沢 手広車庫 4.92 17 6:00～7:01 復3 往6 復5 2 午前1.5 手広

2-1 藤沢駅 腰越海岸・津村 藤沢駅 往9.50　復9.65 28 6:52～8:43 往5 往7 復5 往7 復5 午前 往5 手広

2-2 藤沢駅 腰越海岸・津村 手広車庫 往7.92　復8.07 25 7:29～8:50 復4 復3 復3 午前 複4 手広

2-3 腰越駅 津村 藤沢駅 5.38 19 6:07～6:45 往3 - - 午前 往3 手広

2-4 藤沢駅 手広・七里ヶ浜東台 藤沢駅 17.40 54 7:20～18:05 往8 往4 往4 復8 30～120 手広

2-5 藤沢駅 手広・津村 小動 往5.78　復5.77 16 9:00～22:26 26 21 21 午前7 午後18.5 手広

3-1 藤沢駅 手広 大船駅 5.35 23 7:13～19:20 5 4 4 午前3 午後2 手広

3-2 藤沢駅 町屋橋 長島 3.54 13 7」25～21:58 往13 復23 往2 往2 午前10 午後8 手広

3-3 大船駅 手広 手広車庫 3.77 12 6:59～22:25 往5 復6 - - 午前3 午後2.5 手広

4 藤沢駅 川名橋 山武前 往0.98　復0.90 4 7:44～17:55 9 - - 午前5 午後4 手広

5-1 藤沢駅 片瀬山・西鎌倉 藤沢駅 往7.94　復8.09 27 6:45～22:06 往30 復19 往31 復15 往31 復15 午前10.5 午後14 手広

5-2 藤沢駅 片瀬山・西鎌倉 手広車庫 往6.36　復6.51 21 6:15～22:49 9 2 2 午前9 午後9 手広

5-3 藤沢駅 片瀬山・西鎌倉 津村 往5.37　復5.46 17 9:05～16:58 20 10 10 午前8 午後12 手広

6 鎌倉駅 常楽寺 大船駅 5.30 20 6:22～22:00 往36 復33 往16 復13 往16 復13 午前12 午後22.5 手広

7-1 鎌倉市役所前 八雲神社前 桔梗山 4.33 15 7:10～21:30 往17～0 往16～0 往16～0 午前6～0 午後11～0 手広

7-2 桔梗山 八雲神社前 鎌倉駅西口 4.59 15 6:50～21:10 往18～0 往16～0 往16～0 午前9～0 午後9～0 手広

7-3 鎌倉市役所前 八雲神社前 手広車庫 3.55 15 9:20 往1 - - 午前1 手広

7-4 鎌倉市役所前 八雲神社前 桔梗山 4.33 15 7:10～21:30 往0～17 復0～18 0～16 0～16 午前0～6 午後0～11 手広 7-1、2連休時運休 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ 花火大会および正月交通規制日

7-5 津村 新鎌倉山 津村 2.37 10 6:40～22:10 往45 往30 往30 15～40 手広

7-6 津村 腰越駅 小動 往2.04　復2.03 7 6:15～21:15 往24 往15 往15 午前6～10 午後9～14 手広

7-7 由比ガ浜地下駐車場 鎌倉駅入口 八幡宮駐車場 2.59 15 9:35～17:00 - 11 11 午前14 午後7 手広 平日・12/31～1/3、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ、7・8月を除く土・日祭日運行

7-8 八幡宮 鎌倉駅入口 由比ガ浜地下駐車場 1.99 13 9:55～17:30 - 11 11 午前14 午後7 手広 平日・12/31～1/3、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ、7・8月を除く土・日祭日運行

8 藤沢駅 山武前 渡内中央 往3.02 複3.01 10 6:35～21:50 往35 複36 28 28 15～30 藤沢

9 七里ヶ浜駅 奥稲村 七里ヶ浜駅 3.29 10 6:30～22:05 往63 往50 往50 15 藤沢

10-1 藤沢駅 江ノ島海岸 江ノ島 往4.49 複4.64 14 6:35～22:15 往20 複21 往13 複17 往13 複17 午前6.5 午後9.5 藤沢

10-2 藤沢駅 江ノ島海岸 湘南港桟橋 往4.96 複5.11 16 8:12～17:17 2 - - 午前1 午後1 藤沢

10-3 鎌倉駅 下向原・長谷駅 鎌倉駅 往4.60 複4.44 13 6:45～20:00 4.5 13.5 4.5 13.5 4.5 13.5 午前3 午後1.5 藤沢

11-1 藤沢駅 鵠沼海岸 鵠沼車庫前 往6.76 複6.91 20 22:39 往1 - - 午後　往1 藤沢

11-2 藤沢駅 江ノ島 鵠沼車庫前 往8.02 複8.17 24 6:04～20:02 往12 複13 往11 複8 往11 複8 午前4.5 午後5 藤沢

12-1 駐車センター 江ノ島海岸 湘南港桟橋 1.35 5 9:21～14:10 3 3 3 午前1 午後2 藤沢 9月1日～8月30日

12-2 片瀬江ノ島駅 江ノ島海岸 湘南港桟橋 1.40 5 8:38～14:10 3 3 3 午前1 午後2 藤沢 7月1日～8月31日

13-1 大船駅 鎖大師 江ノ島 7.90 27 6:10～21:55 往23 複22 15 15 午前9 午後13.5 藤沢

13-2 大船駅 手広 津村 4.83 17 7:09～18:50 20 17 17 午前6.5 午後13.5 藤沢

14 辻堂駅 江ノ島海岸 鎌倉駅 往13.00 複13.10 38 7:25～15:20 5 4 3 午前4 午後1 藤沢

15-1 辻堂駅 湘洋中学前 鵠沼車庫前 3.45 14 5:58～23:44 往67 複65 往64 複62 往61 複59 6～50 藤沢 深夜バス 23:44 12/30～1/3を除く

15-2 辻堂駅 藤原 鵠沼車庫前 3.63 12 6:44～18:40 往15 複9 往16 複18 往12 複15 午前5.5 午後6.5 藤沢

16-1 藤沢駅 長久保 辻堂駅 往5.06 複4.96 16 7:00～18:04 往5 複7 往1 複2 複2 午前3.5 午後2.5 藤沢

16-2 辻堂駅 浜見山 長久保 2.66 11 7:35～17:35 1 - - 午後 往1 午後 複1 藤沢

17-1 藤沢駅 上村・湘洋中学前 鵠沼車庫前 往8.28 複8.18 26 12:20 - - 往1 午後　往1 藤沢

17-2 藤沢駅 武田薬品前 大船駅 往4.92 複4.82 20 6:45～21:30 往27 複26 27 27 午前9 午後17.5 藤沢

17-3 藤沢駅 弥勒寺 武田薬品前 往2.27 複2.17 8 6:25～22:00 35 17 12 午前15 午後20 藤沢

18 藤沢駅 長久保 辻堂団地 往4.70 複4.60 14 6:20～22:45 往50 複51 39 39 5～30 藤沢

19 藤沢駅 藤原 鵠沼車庫前 往3.55 複3.45 11 6:04～22:46 往73 複66 往62 複63 62 5～30 藤沢

20-1 辻堂駅 浜見山 辻堂団地 2.16 8 6:15～17:15 往6 複7 - - 午前6 午後0.5 藤沢

20-2 辻堂駅 高砂 辻堂西海岸 2.06 10 7:00～20:45 往20 複19 往19 複17 往19 複17 午前9 午後10.5 藤沢

20-3 辻堂駅 辻堂団地 茅ヶ崎学園入口 辻堂駅 5.61 22 6:48～21:12 往37 往48 往54 8～52 藤沢

20-4 辻堂団地 茅ヶ崎学園入口 辻堂駅 3.45 13 6:06～16:59 往7 往1 往1 午後 往3 午後 複4 藤沢

20-5 辻堂駅 浜見山・平和学園前 辻堂駅 7.92 28 6:28～21:32 往21 往10 - 午後 往8 午後 複13 藤沢

20-6 辻堂駅 浜見山・平和学園前 浜須賀 4.16 15 22:23～24:20 往4 往1 往1 午後 往4 藤沢 深夜バス 23:14,24,18 12/30～1/3を除く

20-7 富士見町 平和学園前・浜見山 辻堂駅 4.66 16 6:22～7:13 往2 往1 - 午前 往2 藤沢

20-8 辻堂駅 浜竹・平和学園前 辻堂駅 6.00 19 7:03～22:12 往29 往31 往31 10～70 藤沢

20-9 辻堂駅 浜竹・平和学園前 茅ヶ崎学園入口 3.90 11 21:45 往1 - - 午後 往1 藤沢

20-10 富士見町 平和学園前・浜竹 辻堂駅 3.90 12 6:13～6:45 往4 往2 往1 午前 往4 藤沢

20-11 辻堂駅 東浜須賀・平和学園前 茅ヶ崎駅南口 7.75 25 12:45～13:20 - - 1 午後1 藤沢

20-12 茅ヶ崎駅南口 辻堂海岸新道 江ノ島 9.70 26 8:00～18:00 5 5 10 午前2 午後3 藤沢

37 鎌倉駅 八幡宮～建長寺～鎌倉宮～長谷観音～大仏～駐車センター～江ノ島 鎌倉駅 25.54 420 10:20 1 1 1 午前1 藤沢 しずか号

38-1 江ノ島海岸 鎌倉駅～八幡宮～建長寺～鎌倉宮～長谷観音～大仏 鎌倉駅 18.44 170 9:00 1 1 1 午前1 藤沢 よしつね号

38-2 鎌倉駅 八幡宮～建長寺～鎌倉宮～長谷観音～大仏～ 鎌倉駅 10.64 150 13:00 1 1 1 午後1 藤沢 よりとも号
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