
暮らしを支える

　さぽーとタクシー 

時間制運賃で、暮らしのいろいろをサポートする
サービスです。(要事前予約)

〈主な内容〉
  　①付き添いサポート
  　②観光サポート
  　③マタニティサポート
  　④お迎えサポート
　　　※③④は事前登録が必要です。

〈運　　賃〉
  ・時間制運賃：30分ごとに　3310円（税込）

－神奈中タクシー㈱－
 

スマホでいつでも簡単に
[ 神奈中タクシー配車アプリ ]

「神奈中タクシー配車アプリ」は、タクシー
予約のほか、概算運賃の確認などができる
公式スマートフォンアプリです。

タクシー

ダウンロードは
こちらから

※概算運賃に迎車料金は、含まれません。

タクシー注文画面 概算運賃確認

乗り降りらくらく

　ノンステップバス  

写真提供：平塚市

乗降口に段差がない、「ノンス
テップバス」を導入しています。
車いす使用者やベビーカー利用
者など、誰もが安心して乗り降り
ができます。

『バスいつ来るの？』がすぐ分かる！
[ 神奈中バスロケーション]

－神奈川中央交通㈱－バス

「神奈中バスロケーション」は、バスの運行
状況などをスマートフォンなどで調べること
ができるサービスです。 アクセスは

こちらから

検索画面 運行状況

極
 車いす・ベビーカーも

快適な利用環境  

「小田急アプリ」は、リアルタイムの列車走
行位置をはじめ、駅構内や沿線の情報など
が確認できる公式スマートフォンアプリです。

エレベーターや多目的トイレ、筆談器、誘導チャイム、
車いすスペースの設置のほか、サービス介助士 ( 駅係員
の約９割が取得 )がお手伝いします。

－小田急電鉄㈱－鉄道
便利で安心、小田急を使いこなす
[ 小田急アプリ ]

ダウンロードは
こちらから

鉄道 ・バス情報 列車走行位置

500円初乗運賃
1.2km初乗距離

100円 / 272m加算運賃 / 加算距離
時速10km以下    100円 / 100秒時間距離併用運賃
300円 迎車料金

その他
割増 運 賃：22時から5時まで　2割増
割 引 運 賃
　・障がい者割引　1割引
　・遠距離割引　　9000円超の金額が1割引
時間指定予約料金
　・早朝予約(午前4～8時)料金　400円

○運賃について
　運賃は走行距離と時間に応じて、算出されます。　

○タクシーの呼び方　

○支払いのしかた
　決済機付きタブレットの導入により、現金などのほか、
　交通系 ICカード、電子マネーなどが利用できます。

○タクシーの定員
　４名（乗務員を除く） ※小児 (12歳未満 )は 3名で大人 2名と換算

タクシーの乗り方

　タクシー配車アプリで呼ぶことができます。
　※　　タクシーの項目にアプリの案内があります。

スマートフォンアプリ

電　話
 次のいずれかの番号に、お掛けください。
 　TEL：0463-66-9043　 ナビダイヤル：0570-066-311

（距離に関わらず固定料金）

駅のタクシー乗り場や走行中の空車タクシーの乗車以外にも、
電話やスマートフォンなどで日時の予約や乗車場所を指定する
ことができます。

＜クレジットカードの場合＞
差込口にカードを差込み、
暗証番号を入力してください。

決済機付きタブレット

＜交通系 IC・電子マネーの場合＞
読取り部にタッチしてください。

利用できるお店や自動販売機
などには、このPASMOマーク
が表示されています。

PASMOは、鉄道やバス、タクシーで利用できる交通系ICカード
です。電子マネー加盟店では、電子マネーとして買い物の支払
いにも利用できます。

○購入のしかた
　駅の券売機又は駅の窓口で購入できます。
　購入の際、500円のデポジット（預り金）が必要です。
　       ※デポジット（500円）は、PASMOが不要になったときに返却されます。

○利用のしかた
　PASMOをICマークの付いた
改札機やバス車内の読取り部
にしっかりタッチしてください。

バス車両

○チャージ（入金）のしかた
　駅や一部の店舗、またはバスなどでチャージ ( 入金 )
ができます。

　※バス車内では、1000円単位(1000円札のみ)でチャージができます。

駅の券売機 店舗

電子マネーでのお買い物

PASMO（パスモ）のご案内

発行年月：令和２年４月

編集発行：伊勢原市都市部都市政策課
TEL：0463-94-4742( 直 )　MAIL：t-seisaku@isehara-city.jp

鉄道やバス、タクシーなどの公共交通は、地球環境にやさしく、
わたしたちの暮らしに欠かせない移動手段です。
本リーフレットでは、伊勢原市内の公共交通を “極める” こと
ができるように、公共交通の乗り方などの情報をまとめました。
是非、ご活用ください。



極
■ 車内事故防止について

■ マナーについて

バス車内でのお願い

乗車時、入口付近に
立ち止まらないでください。

空席がない場合は手すりや
吊り革に掴まってください。

バス走行中の席の移動や
両替は行わないでください。

降車時、バスが完全に停止し、
ドアが開いてから、席を立って
ください。

席が空いているときは座っ
てください。

携帯電話やスマートフォンは
マナーモードに設定し、
通話はおやめください。

車内で大きな声での会話は
おやめください。

お年寄りや体の不自由な方
に席をお譲りください。

2人掛けの席では、荷物を
膝の上に乗せるなど、譲り
合って席を利用してください。

大きな荷物は背負わずに、
足元に置いてください。

車内での喫煙、食事はおや
めください。

❷
❶ 愛甲石田駅南口（歌川循環）

愛甲石田駅南口（東成瀬循環）

行先

● 北口
乗場 行先
❶
❷
❸
❹

伊勢原駅北口、愛甲石田駅（あかね台団地循環）、すみだ公園
伊勢原駅南口、平塚駅北口、毛利台団地
七沢病院、森の里、松蓮寺
森の里、松蔭大学、日産先進技術開発センター

● 南口
乗場

❶
❷
❸
❹

● 北口
乗場 行先
❶
❷
❸
❹
❺

栗原、伊勢原車庫、善波、鶴巻温泉駅
愛甲石田駅
日向薬師、産業能率大学、七沢
大山ケーブル、大山駅、産業能率大学、市光工業東門、伊勢原車庫
愛甲石田駅

● 南口
乗場 行先

伊勢原車庫、高村団地、ふじみ野、平塚駅北口
伊勢原車庫、みどりヶ丘、平塚駅北口
愛甲石田駅、坂口、田村車庫、下谷中央、平塚駅北口
東海大学病院

アサヒ
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愛甲石田駅バス乗場案内図

伊勢原駅バス乗場案内図

駅前サービス
センター

駅前サービス
センター
（階段下）

ちびっ子キャンペーン
適用日はどこまで乗っても、1乗車の小児運賃
（小学生以下）が現金50円（深夜バスは現金
100円）で乗車できる制度です。

・土曜日、日曜日、祝日
・春休み期間　・ゴールデンウィーク
・夏休み期間　・冬休み期間
※創立記念日や市制記念日、代休などは除く。
 
 
運賃支払い時に「小学生です」と運転士に伝えたあ
と、現金でお支払いください。 

【適用日】

小学生
以下の方
限定

かなちゃん手形
65歳以上の方が対象となる運賃割引制度です。 
一般路線バスの区間を1乗車現金100円で乗車する
ことができます。（深夜バスは、現金200円）

注）高速バス・空港リムジンバス・深夜急行バス・旅行などの
貸切バス・催事輸送等は対象外。

詳細は、下記へお問合せ先ください。
【お問合せ先】
バス案内センター　TEL：0463-22-8833
営業時間：平日 9:00 ～ 17:25

・3ヶ月券　  3,500 円
・6ヶ月券　  5,900 円
・1年券　　10,800 円

【購入場所】【種類】

・駅前サービスセンター
・各営業所

65歳以上
の方限定

【利用方法】

お得な乗り方
お得にバスに乗ることができる神奈川中央交通㈱の
サービスの一例です。

運賃を支払い、
「前ドア」から降車する

STEP ❸

交通系 ICカード   の場合

読み取り部に
タッチします

定期券   の場合

現金投入口に整理券を
入れ、定期券を乗務員

に見せます

かなちゃん手形   の場合

かなちゃん手形を乗
務員に見せ、現金投
入口に現金100円と
整理券を入れます

現金・回数券   の場合

現金投入口に整理券
と運賃を入れます

交通系 ICカード
読み取り部

現金投入口

前ドア

○ 小児運賃について
　・「小学生以下」の人は大人の運賃の半額です。
　・現金でのお支払いは10円単位、交通系 ICカード
　　でのお支払いは、1円単位で端数を四捨五入します。
　・幼児（1才から 6才未満）は、二人まで無料で、
　　三人以上からは小児運賃がかかります。

○ 深夜バス運賃について
　  深夜運賃は、普通旅客運賃の倍額となります。

　

上段に現金運賃、下段にIC運賃を表示しています。

《例》
次の場合の運賃は、「180円」(現金運賃 大人の場合)です。

整理券

運賃表示板

おりまげずに
  お入れください 2

神奈川中央交通

STEP ❷ 運賃を確認する
　運賃表示板で、整理券と同じ番号の運賃を確認します。

②降車方法

車内前方の運賃表示板に降りるバス停名が表示され、
アナウンスが流れたら、降車ボタンを押します。

降車ボタンを押すSTEP ❶

※深夜バスは、通常運賃の倍額です。

中ドア

交通系 ICカード
読み取り部

整理券出口

バス停の名称

「中ドア」から乗る

バスが来たら、行先と系統を確認します。
バスの行先を確認する

行先
（例）
「東海大学病院 経由
　　　　　愛甲石田駅 行」

系統
（例）「伊 74」

STEP ❷

STEP ❸

バス停で待つSTEP ❶

現金・回数券
定期券                   
かなちゃん手形   の場合

整理券を取ります

交通系 ICカード   の場合

読み取り部に
タッチします

時刻表で行先と系統を確認します。

おりまげずに
  お入れください 2

神奈川中央交通

読
み
取
り
部

①乗車方法

系統
（例）「伊 74」

行先
（例）
「東海大学病院 経由
　　　　　愛甲石田駅 行」

（例）
平日 7時 50 分に
バス到着予定

※時刻表は、
　神奈川中央交通㈱の
　HPからも確認できます。 時刻表

バスの乗り方　                        ※市内のバスは全て運賃後払いです。

● もしもの時に「異常時対応システム（EDSS）」 ● 
乗務員が安全に運転できなくなった
場合に、運転者席のうしろ付近にあ
る「非常ブレーキ」のスイッチを押
すことでバスが自動で緊急停止する
システムです。
※2019 年10月から順次導入されています。


