
第１１－３６号                           ２０１１．１２．１６ 

２０１２年３月１７日（土） ダイヤ改正を実施します。 
「メトロはこね」を毎日運転、朝方と夕夜間のロマンスカーを増発 

～ 箱根へのお出かけや通勤でのロマンスカーの利用が、ますます便利に！ ～ 
 

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）では、２０１２年３月１７日（土）

にダイヤ改正を実施します（平日は３月１９日（月）からとなります）。 

このダイヤ改正では、東京メトロ千代田線から箱根方面へ直通する特急ロマンスカーを平日にも

運転するほか、通勤にご利用いただけるロマンスカーの増発、方面別の発車時刻統一化などを実施し、

観光にも通勤にも、より一層利用しやすい、快適な輸送サービスを提供します。また、本ダイヤ改

正より、ＪＲ東海御殿場線直通の「あさぎり」は、運転区間を新宿から御殿場間とし、全列車を当

社車両のロマンスカー・ＭＳＥで運行します。そのほか、快速急行の増発などにより、利便性と速

達性も高めます。 

小田急では、本ダイヤ改正によって、より一層便利で快適な、そして分かりやすい輸送サービス

を提供してまいります。 

ダイヤ改正の主なポイントは下記の通りです。 

記 

ダイヤ改正の主なポイント 

＜特急ロマンスカー＞ 

１．箱根方面へのアクセス向上！ 

これまで土休日のみの運転（一日２往復）であった、東京メトロ千代田線北千住と箱根湯本

間直通ロマンスカー「メトロはこね」を平日にも一日１往復運転し、首都圏北部・東部から箱

根へのアクセスが向上します。あわせて、成城学園前を停車駅とすることで、世田谷地区から

箱根方面へのアクセスも向上します。また、ご好評いただいているロマンスカー・ＶＳＥを平

日に１往復増発し、乗車機会を増加します。 

２．通勤時の利用しやすさ向上！ 

朝方、夕夜間を中心に増発し、通勤時間帯の提供座席数を増やすほか、一部運転区間を変更

することで、ロマンスカーをより利用しやすくします。また、「ホームウェイ」を方面別・停

車駅別に発車時刻をほぼ統一し、パターン化することで、利便性を高め、分かりやすさを向上

します。 

 ３．ＪＲ東海御殿場線直通「あさぎり」運行形態変更 

  運転区間を新宿から御殿場間とし、全列車を当社車両のロマンスカー・ＭＳＥで運行します。 

また、運転本数を平日は３往復、土休日は４往復（現行平日・土休日とも４往復）とし、

あわせて停車駅を変更します。 
 
 

＜特急ロマンスカー以外の列車＞ 

途中駅での車両の連結や切り離しをなくして、わかりやすさを高めるほか、土休日に快速急

行を増発するなど、お客さまの利便性と速達性を高めます。 

 

※詳しくは、次ページからの【ダイヤ改正の詳細】をご覧ください。 



【ダイヤ改正の詳細】 

 

１．変更期日   ２０１２年３月１７日（土）

※小田急線のダイヤ改正日は、土休日３月１７日（土）、平日３月１９日（月）となります。 

なお、下記に記載の変更に伴い、その他の列車や駅においても、時刻が変更となる場合があり

ます。詳細については、２０１２年２月中旬以降、当社ホームページ、小田急線各駅などで順

次お知らせいたします。 

 

２．主な変更内容 

（１）東京メトロ千代田線直通ロマンスカーについて 

    

 
これまで土休日のみの運転であった、東京メトロ千代田線北千住と箱根湯本間直通ロマンスカー

を平日にも一日一往復運転するほか、一部列車の停車駅を追加します。 
 

【平 日】 

①東京メトロ千代田線北千住と箱根登山線箱根湯本間直通のロマンスカー「メトロはこね」を 

平日にも１日１往復運転します。 

○箱根湯本行き：北千住９：５６発、北千住行き：箱根湯本１４：４０発 

これにより、平日にも首都圏北部、東部にお住まいの方の箱根へのアクセスが向上します。 

※土休日には、北千住～箱根湯本間で２往復の「メトロはこね」を運転しています。 

②平日夜間に東京メトロ千代田線から小田急線に直通する「メトロホームウェイ」全列車が

新百合ヶ丘に停車します。

本厚木行き「メトロホームウェイ」２本が新百合ヶ丘にも停車します。 

○新百合ヶ丘着 ２１：０９着、２２：０９着 

※この２本の「メトロホームウェイ」は、新百合ヶ丘では３番ホーム発着となります。 

これにより、唐木田行き「メトロホームウェイ」と合わせた３本が新百合ヶ丘に停車。 

全列車１０両編成の運転で、東京メトロ線からお帰りのお客さまの利便性が向上します。 

 

【土休日】 

 ①「メトロさがみ」、「メトロホームウェイ」の運転時刻を変更します。

  ②東京メトロ有楽町線新木場まで運転している臨時特急「ベイリゾート」の運転を中止します。 

 

【平 日・土休日】 

①「メトロはこね」の全列車が成城学園前に停車します。 

○【平 日】下り 箱根湯本行き１０：４０発         上り 北千住行き１６：０２着     

○【土休日】下り 箱根湯本行き１０：００発、１５：２９発  上り 北千住行き１２：４８着、１８：２３着 

これにより、世田谷地区から箱根方面・都心部へのアクセスが向上します。 

 

 



（２）小田急線内のロマンスカーについて 

 

   

朝方、夕夜間を中心とした増発や、一部列車の運転区間の変更をするほか、「ホームウェイ」

を方面別・停車駅別に発車時刻をほぼ統一し、パターン化を行います。 

 

【平 日】 

  ＜朝 方＞ 

①上り新宿行きロマンスカー２本を増発します。 

○相模大野６：１０発 ⇒ 新宿６：４１着（途中停車駅：新百合ヶ丘） 

○藤  沢６：１４発 ⇒ 新宿７：１２着（途中停車駅：大和、相模大野） 

    これにより、朝方では初めて、藤沢、大和、相模大野、新百合ヶ丘から特急ロマンスカー 

をご利用いただけるようになります。 

   ②下りロマンスカー１本の増発と運転区間を延長します。 

    ○新宿７：１５発 ⇒ 小田原８：３３着（途中停車駅：新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野） 

○本厚木始発（８：３３発）箱根湯本行きを、新百合ヶ丘始発に変更（新百合ヶ丘８：１１発） 

 

  ＜昼 間＞ 

   ①下りロマンスカー１本の運転区間を延長します。 

    ○新  宿１２：５０発小田原行きを、箱根湯本行きに変更（箱根湯本１４：２５着） 

   ②上りロマンスカー１本を増発します。

○箱根湯本 １２：０３発新宿行き（新宿 １３：３９着） 

   ③箱根観光に人気の「ロマンスカー・ＶＳＥ」を平日も６往復（現在５往復）運転します。 

 

  ＜夕夜間＞ 

   ①新宿発藤沢行き・片瀬江ノ島行き「えのしま」「ホームウェイ」を増発します。 

これにより、１５時台から２２時台まで、「えのしま」と「ホームウェイ」を合わせ、藤沢方面

行きロマンスカーを毎時１本運転します。 

 

②新宿発「ホームウェイ」を方面別に発車時刻を統一（一部除く）し、パターン化します。 

（１８時台～２２時台） 

○毎時００、３０発 ･･･町田・本厚木・秦野に停車、小田原方面行き（一部本厚木、秦野止まり） 

    ○毎時４４～５０発 ･･･相模大野・大和に停車、藤沢行き 

これにより「ホームウェイ」の発車時刻が分かりやすくなります。 

   ③一部の「ホームウェイ」の運転区間を変更します。 

○新宿１８：３０発箱根湯本／片瀬江ノ島行きを本厚木行きに変更 

○新宿１９：００発箱根湯本行きを小田原行きに変更 

    ご利用の多い区間へのロマンスカー増発のため、行き先を変更します。 

      ④その他、一部のロマンスカーの停車駅を変更します。 

 

 



【土休日】 

＜朝 方＞ 

  ①上り新宿行きロマンスカーを２本増発します。 

   ○町  田６：００発 ⇒ 新宿６：２９着（途中停車駅はありません） 

   ○相模大野６：２６発 ⇒ 新宿６：５８着（途中停車駅：新百合ヶ丘） 

  ②下り小田原行きロマンスカーを１本増発します。 

   ○新宿７：１０発 ⇒ 小田原８：２８着（途中停車駅：新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野） 
 

  ＜昼 間＞ 

   ①「えのしま」は、「さがみ」「あさぎり」と連結して運転し、終日で上下合わせて、１４本から１８本

に増発します。 

新宿発７時台～１５時台まで、毎時１本「えのしま」を運転します。（１４時台を除く） 

   ②毎時４本運転しているロマンスカーを毎時３本に変更します。 

    土休日にも新宿～小田原間に毎時１本の快速急行を運転します。 
 

＜夕夜間＞ 

   ①新宿発藤沢行き、片瀬江ノ島行き「えのしま」「ホームウェイ」を増発します。 

１７時台から２２時台まで、藤沢方面行きロマンスカー「えのしま」または「ホームウェイ」

を毎時１本運転します。なお、土休日の藤沢方面行きの「ホームウェイ」は、新百合ヶ丘にも

停車します。これに伴い、唐木田行き「ホームウェイ」の運転を中止します。 

②新宿発「ホームウェイ」を方面別に発車時刻を統一し、パターン化します。 

（１８時台～２２時台） 

○ 毎時００、３０発 ･･･町田・本厚木・秦野に停車、小田原方面行き（一部本厚木、秦野止まり） 

    ○ 毎時４０発     ･･･新百合ヶ丘・相模大野・大和に停車、藤沢方面行き 

これにより「ホームウェイ」の発車時刻が分かりやすくなります。 

③その他、一部のロマンスカーの停車駅を変更します。 

 

（３）ＪＲ東海御殿場線直通ロマンスカー「あさぎり」について 

 
運転区間、運転時刻、小田急線内の停車駅などを変更します。

 

【平 日・土休日】 

   ①運転区間を新宿～御殿場間に変更します。

   ②運転時刻を変更します。 

   ③停車駅を変更します。

途中停車駅：新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野、松田、駿河小山（一部列車） 

※下線が新たに停車する駅です。町田には停車いたしません。 

   ④運行に使用する車両を変更します。

   「あさぎり」全列車を、ロマンスカー・ＭＳＥ（６００００形）６両編成で運転します。 

 

【運転本数】 

   ①平日３往復、土休日４往復に変更します。 

 



（４）ロマンスカー以外の列車ダイヤについて 

 【平 日・土休日】 

   ①途中駅での車両の連結や切り離しを廃止します。

    ○これにより、小田原発初電（急行新宿行き、小田原～渋沢間の初電）の運転区間を変更し、 

途中駅での車両の連結を中止します。 

     （現行） 小田原４：５３発 急行新宿行き ⇒（変更後）小田原４：５５発 急行相模大野行き 

       相模大野より新宿方面をご利用の際は、相模大野始発１０両編成の急行にお乗り換えができます。

    ○新宿２３：３５発最終の急行小田原行きは、小田原まで１０両編成で運転します。 

     この列車をご利用になり、急行の停車しない開成～足柄で降車されるお客さまは、新松田 

で各駅停車にお乗り換えができます。 

②小田原～箱根湯本間各駅停車の小田原駅発着番線を１１番ホームとし、あわせて箱根登山電車

のシンボルカラー（赤色）の車両に統一します。（一部列車を除く） 

 

【土休日】  

   ①日中時間帯、新宿～小田原間に快速急行を毎時１本運転します。

    ○下り 新宿発小田原行き １１時台～１７時台 

    ○上り 小田原発新宿行き  ８時台～１６時台 

   ②日中時間帯、町田始発の急行新宿行きを毎時１本運転します。

    ○上り 町田発新宿行き   ９時台～１７時台 

 

 

 

３．車両の引退について 

 ロマンスカー・ＨｉＳＥ（１００００形）、ロマンスカー・ＲＳＥ（２００００形）、通勤車両５０００形 

が引退します。 

ロマンスカー・ＨｉＳＥとロマンスカー・ＲＳＥ、通勤車両５０００形の３車種が、本ダイヤ

改正をもって引退となります。当社では、これまでこの３車種をご愛顧いただいた皆さまに

感謝の気持ちを込めて、順次、引退イベントなどを実施する予定です。 

詳細については、別に発行するニュースリリースをご確認ください。 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参 考】 

 

 ○「メトロはこね」運転時刻および新たに停車する成城学園前駅の発着時刻 
  【平 日】                

 北千住             成城学園前            箱根湯本 

 

メトロはこね２１号 ９：５６発   ⇒   １０：４０発    ⇒   １１：５４着 

 箱根湯本           成城学園前             北千住 

メトロはこね２２号 １４：４０発   ⇒   １６：０２着    ⇒   １６：５０着 

 
  【土休日】 

 北千住           成城学園前            箱根湯本 

メトロはこね２１号 ９：１３発  ⇒  １０：００発  ⇒   １１：１４着 

メトロはこね２３号 １４：４３発  ⇒  １５：２９発  ⇒   １６：５４着 

 箱根湯本           成城学園前       北千住 

メトロはこね２２号 １１：２７発  ⇒  １２：４８着  ⇒   １３：３４着  

メトロはこね２４号 １７：０４発  ⇒   １８：２３着  ⇒   １９：１０着 

 

    
「メトロはこね」途中停車駅：大手町、霞ケ関、表参道、成城学園前、町田、小田原 

 

○平日「メトロホームウェイ」運転時刻および新たに停車する新百合ヶ丘駅の発着時刻 

 北千住    大手町    新百合ヶ丘   唐木田 
メトロホームウェイ 

７１号 
１８：３３発 ⇒１８：４８発 ⇒１９：３２着 ⇒１９：４７着 

 大手町      新百合ヶ丘       本厚木 
メトロホームウェイ 

４１号※ 
２０：３３発  ⇒  ２１：０９着  ⇒  ２１：３３着  

メトロホームウェイ 
４３号 

２１：３３発  ⇒   ２２：０９着   ⇒  ２２：３５着 

   ※「メトロホームウェイ４１号」は、６両編成から１０両編成に変更します。 
  
 
 

 

 

途中停車駅： 
メトロホームウェイ７１号  

大手町、霞ケ関、表参道、成城学園前、新百合ヶ丘、小田急永山、小田急多摩センター  
      メトロホームウェイ４１号、４３号   

霞ケ関、表参道、新百合ヶ丘、町田 
          

○土休日「メトロさがみ８０号」運転時刻 

 本厚木       北千住 
メトロさがみ 
８０号 

７：２２発  ⇒  ８：３８着 

 
 
 

 途中停車駅：町田、新百合ヶ丘、成城学園前、表参道、霞ケ関、大手町 

 

○土休日「メトロホームウェイ４３号」運転時刻 

  北千住       本厚木   
メトロホームウェイ 

４３号 
１９：４３発    ⇒  ２１：０３着 

 
 
 

途中停車駅：大手町、霞ケ関、表参道、成城学園前、新百合ヶ丘、町田  
 

 



 
○平日朝方上り「ロマンスカー」増発列車の運転時刻 

 相模大野       新百合ヶ丘      新 宿 

さがみ６２号 ６：１０発   ⇒  ６：２２発  ⇒  ６：４１着 

 藤 沢     大 和     相模大野     新 宿 

えのしま６６号 ６：１４発  ⇒  ６：２７発  ⇒  ６：３５発  ⇒  ７：１２着 

 
  
  
 ○平日朝方、昼間「ロマンスカー」の運転区間延長、増発列車の運転時刻 

（下 り）                   

 新 宿       小田原 

さがみ５７号 ７：１５発  ⇒  ８：３３着 

 新百合ヶ丘         箱根湯本 

はこね ５号 ８：１１発  ⇒   ９：２５着 

 新 宿           箱根湯本 

はこね２５号 １２：５０発   ⇒ １４：２５着 

 
  
 
 
 
 

（上 り） 

はこね２５号 新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野、小田原

 

 箱根湯本       新 宿 

はこね１６号 １２：０３発    ⇒  １３：３９着 

 
  
 

途中停車駅：小田原、秦野、本厚木、相模大野、新百合ヶ丘 
 
 
 
 
○土休日朝方「ロマンスカー」の増発列車と運転時刻 

            
（下 り） 

 
 新 宿      小田原 

さがみ５７号 ７：１０発  ⇒  ８：２８着 
 
 
 

途中停車駅：新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野（新宿～相模大野間「えのしま」と連結）

 
 
 

（上 り） 
 

 町 田     新 宿 

さがみ５６号 ６：００発  ⇒  ６：２９着 

 相模大野     新 宿 

さがみ５８号 ６：２６発  ⇒  ６：５８着 

 
 
 
 
 

  

  
 

                                
 

途中停車駅：さがみ５６号 途中停車駅はありません 

さがみ５８号 新百合ヶ丘 
 途中停車駅： 

さがみ５７号 新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野 

はこね ５号 相模大野、本厚木、秦野、小田原 
      
 

 

 



 
 
○新宿発「ホームウェイ」１８時台～２２時台の発車 
    方面別に発車時刻を統一（平日一部を除く） 
  
 

新宿 

 

町田 秦野 箱根湯本 小田原 本厚木  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
（平日、土休日） 
新 宿発 

毎時００分、３０分
（平 日） 
新 宿発 

毎時４４分～５０分 
 

新宿 大和 藤沢 相模大野 

毎

新宿 新百合ヶ丘 相模大野 藤沢 大和 片瀬江ノ島 

○平

 

○土

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（土休日） 
新宿発 
時４０分発 
日１８時台～２２時台新宿駅発「ホームウェイ」の時刻表 

時 行き先 

１８ ００ 箱根湯本  ３０ 本厚木 ４４ 藤沢 

１９ ００  小田原  ３０ 小田原 ４５ 藤沢 

２０ ００ 小田原 １５  唐木田 ３０ 小田原 ５０ 藤沢 

２１ ００ 秦野  ３０ 小田原 ５０ 藤沢 

２２ ００  本厚木 １５  唐木田 ３０ 本厚木 ４５ 藤沢 

      

 

 

休日１８時台～２２時台新宿駅発「ホームウェイ」の時刻表 

 

 
 
 
 

時 行き先 

１８ ００ 箱根湯本 ３０ 箱根湯本 ４０ 片瀬江ノ島

１９ ００  箱根湯本 ３０ 小田原 ４０  藤沢 

２０ ００ 小田原 ３０ 小田原 ４０  藤沢 

２１ ００ 秦野 ３０ 小田原 ４０  藤沢 

２２ ００  本厚木 ３０ 本厚木 ４０  藤沢 

 

 
○平日 新宿発「えのしま」「ホームウェイ」時刻表  
 

  新 宿発時刻 行き先 

えのしま ９号  ８：５３ 片瀬江ノ島 

えのしま７１号 １５：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま７３号 １６：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま７５号 １７：４４ 藤沢 

ホームウェイ８１号 １８：４４ 藤沢 

ホームウェイ８３号 １９：４５ 藤沢 

ホームウェイ８５号 ２０：５０ 藤沢 

ホームウェイ８７号 ２１：５０ 藤沢 

ホームウェイ８９号 ２２：４５ 藤沢 

 



 
 
 

○土休日 新宿発「えのしま」「ホームウェイ」時刻表  
 

  新 宿発時刻 行き先 

えのしま５７号  ７：１０ 片瀬江ノ島 

えのしま５９号  ８：１０ 片瀬江ノ島 

えのしま６１号  ９：１０ 片瀬江ノ島 

えのしま６５号 １０：２０ 片瀬江ノ島 

えのしま６７号 １１：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま１１号 １２：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま６９号 １３：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま７１号 １５：５０ 片瀬江ノ島 

えのしま７５号 １７：５０ 片瀬江ノ島 

ホームウェイ５１号 １８：４０ 片瀬江ノ島 

ホームウェイ５３号 １９：４０ 藤沢 

ホームウェイ５５号 ２０：４０ 藤沢 

ホームウェイ５７号 ２１：４０ 藤沢 

ホームウェイ５９号 ２２：４０ 藤沢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
○「あさぎり」の運転時刻 
 

   新 宿           御殿場 

あさぎり １号 ６：４５発  ⇒   ８：１８着 

あさぎり ３号 １０：５０発  ⇒  １２：２６着 

※あさぎり１１号 １２：５０発  ⇒  １４：２９着 

あさぎり ５号 １４：５０発  ⇒   １６：２４着 

   御殿場       新 宿 

あさぎり ２号 ９：００発  ⇒   １０：３９着 

あさぎり ４号 １３：００発  ⇒   １４：３９着 

※あさぎり１２号 １６：００発  ⇒   １７：３９着 

あさぎり ６号 
１７：５５発  ⇒   １９：３４着（平 日） 
           １９：２９着（土休日） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「あさぎり１１号」「あさぎり１２号」は、土休日のみ運転します。 

※駿河小山は「あさぎり１号」「あさぎり３号」「あさぎり６号」「あさぎり１２号」のみ

 停車します。 

 


