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第１５－５４号                           ２０１５年１２月１８日 

２０１６年３月２６日（土） 

小田急線ダイヤ改正を実施します 
ロマンスカー停車駅の新設および東京メトロ千代田線直通列車の増発 

 

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）は、２０１６年３月２６日（土）に、

ダイヤ改正を実施します（平日ダイヤは３月２８日（月）の改正）。 

 
  
■ 海老名・伊勢原にロマンスカーが停車します   

 当社線を含め３路線が乗り入れる神奈川県央地域のターミナルである海老名および国際観光地・

大山地域の最寄り駅となる伊勢原に特急ロマンスカーが新たに停車します。これにより、通勤

や観光などの移動が便利になります。 

 

■ 「メトロホームウェイ号」を増発します 

 平日夕夜間下り方向において、東京メトロ千代田線直通ロマンスカー「メトロホームウェイ号」を

２本増発し、毎時１本を本厚木行きとして運転することにより、大手町や霞ケ関など都心部から

のお帰りがますます便利で快適になります。 

 

■ 東京メトロ千代田線直通列車を増発します 

 小田急線・東京メトロ千代田線・ＪＲ東日本常磐線（各駅停車）それぞれの車両が相互に直通

運転をする運行形態とし、東京メトロ千代田線直通列車を平日２６本、土休日２８本増発する

ことで、都心部と小田急沿線のアクセスが向上します。 

 

■ 日中時間帯を中心に快速急行を増発します 

 中長距離の移動に便利な快速急行を、平日４５本、土休日６３本増発し、日中時間帯において

毎時６往復運転します。急行との乗り換え利便の向上と併せて、小田原線（町田、本厚木方面）・

江ノ島線（大和、藤沢方面）・多摩線（小田急多摩センター方面）と新宿方面間の移動がより

快適になります。 

 
当社では、ダイヤ改正による利便性向上のほか、混雑緩和や所要時間の短縮といった抜本的な

輸送改善策として、東北沢～世田谷代田間で２０１７年度の複々線化による営業運転の開始を

目指し工事を進めています。 

＜ダイヤ改正のポイント＞ 
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下り 行先 新宿発 伊勢原着 下り 行先 新宿発 伊勢原着

はこね８１号 箱根湯本 ７：００ ７：５０ はこね８１号 箱根湯本 ７：００ ７：４８

はこね８３号 箱根湯本 ７：２７ ８：１９ はこね８３号 箱根湯本 ７：３０ ８：１７

上り 始発 伊勢原発 新宿着 上り 始発 伊勢原発 新宿着

はこね９０号 箱根湯本 １４：０７ １４：５８ はこね９０号 箱根湯本 １４：０７ １４：５８

はこね９２号 箱根湯本 １６：５９ １７：４９ はこね９２号 箱根湯本 １７：００ １７：５３

 ダイヤ改正の概要は下記のとおりです。 
 

記 
 
【ダイヤ改正の概要】 

１．ダイヤ改正日  ２０１６年３月２６日(土) （平日ダイヤは３月２８日（月）の改正） 

２．実 施 区 間  小田急線全線（小田原線・江ノ島線・多摩線） 

３．主な変更内容 

（１）ロマンスカーについて  

  ① 海老名にロマンスカーが平日２２本（下り１１本、上り１１本）、土休日２５本 

    （下り１２本、上り１３本）停車します。 

  【平 日】 

   ＜下り＞ 

・はこね号 新宿９～１７時台発 箱根湯本行き 毎時１本 

・ホームウェイ号 新宿１８：３０発 小田原行き 

・ホームウェイ号 新宿２０：３０発 小田原行き 

   ＜上り＞ 

    ・はこね号 箱根湯本９～１９時台発 新宿行き 毎時１本 
  

  【土休日】 

   ＜下り＞ 

・はこね号 新宿８～１７時台発 箱根湯本行き 毎時１本 

・ホームウェイ号 新宿１８：３０発 箱根湯本行き 

・ホームウェイ号 新宿２０：３０発 小田原行き 

   ＜上り＞ 

    ・はこね号 箱根湯本８～１８時台発 新宿行き 毎時１本 

    ・さがみ号 小田原８、１１時台発 新宿行き 各１本 
 

  《参考》特急料金の一例（大人） 

    ・新宿～海老名 ５７０円 ・海老名～小田原／箱根湯本 ５１０円 
 

  ② 伊勢原にロマンスカーが上下２本ずつ停車します。 

伊勢原駅に停車するロマンスカーの時刻表 

  【平 日】                 【土休日】 

 

 

 

 

 

  ※ 伊勢原駅北口～大山ケーブル間を運行するバス（神奈川中央交通）に接続します。なお、  

遅れなどにより接続できない場合があります 

  《参考》特急料金の一例（大人） 

    ・新宿～伊勢原 ６２０円 ・伊勢原～小田原／箱根湯本 ３００円 
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   ③ 「メトロホームウェイ号」を２本増発し、１８～２２時台に大手町毎時２０分発の 

     本厚木行きを５本運転します。 

メトロホームウェイ号の時刻表 
 【平 日】         
      

 

 

 

 

 

 
 
    （凡例）⇒…通過 

        ※メトロホームウェイ号唐木田行きの運転は取りやめます 
 

  ④ 平日１０～１６時台、土休日１１～２２時台においてロマンスカーの新宿発車時刻を 

    １０分、３０分、５０分に揃
そろ

えます。 

新宿駅を発車するロマンスカーの時刻表 

       【平 日】               

 

 

 

 

 

 

 
  

        【土休日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

（凡例） 百…新百合ヶ丘、町…町田、大…相模大野、海…海老名、厚…本厚木 

秦…秦野、小…小田原、湯…箱根湯本、和…大和、藤…藤沢 

江…片瀬江ノ島、ＪＲ松…ＪＲ松田、駿…ＪＲ駿河小山、御…ＪＲ御殿場  

※各時刻の下段は停車駅 

北千住発 大手町発 霞ケ関発

メトロホームウェイ４９号

メトロホームウェイ４１号

メトロホームウェイ４３号

メトロホームウェイ４５号

メトロホームウェイ４７号

表参道発 成城学園前着

１８：０４ １８：２０ １８：２５

１９：２０ １９：２５

１８：３３ ⇒

２０：２０ ２０：２５

２１：２０ ２１：２５

２２：２０ ２２：２５ ２３：００

１９：３３ ⇒

２０：３３ ⇒

２１：３３ ２１：４８

１９：２７

２０：１１ ２０：２５

２２：３３ ２２：４８

新百合ヶ丘着

１９：００

２０：００

２１：００

２２：００

２１：１１ ２１：２７

２２：１１ ２２：２７

２３：１０ ２３：２６

町田着 本厚木着

１９：１１

時　　分 １０ ３０ ５０

スーパーはこね はこね あさぎり
小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・JR松・駿・御
はこね はこね さがみ

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小
はこね はこね はこね

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小・湯
はこね はこね

町・厚・小・湯 町・海・小・湯
はこね はこね あさぎり

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・JR松・御
はこね はこね さがみ・えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
はこね はこね えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・和・藤・江

１０

１１

１２

１３

１６

１４

１５

※１３：５０発の運転はございません

時　　分 １０ ３０ ５０

はこね はこね さがみ・えのしま
町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
はこね はこね あさぎり・えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・JR松・御／和・藤・江

はこね はこね さがみ・えのしま
町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
はこね はこね あさぎり

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・JR松・御
はこね はこね さがみ・えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
はこね はこね さがみ・えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
はこね はこね さがみ・えのしま

町・厚・小・湯 町・海・小・湯 百・大・厚・秦・小／和・藤・江
ホームウェイ ホームウェイ ホームウェイ

町・厚・秦・小・湯 町・海・秦・小・湯 百・大・和・藤・江
ホームウェイ ホームウェイ ホームウェイ

町・厚・秦・小・湯 町・厚・秦・小 百・大・和・藤・江
ホームウェイ ホームウェイ ホームウェイ
町・厚・秦・小 町・海・秦・小 百・大・和・藤
ホームウェイ ホームウェイ ホームウェイ
町・厚・秦・小 町・厚・秦・小 百・大・和・藤
ホームウェイ ホームウェイ ホームウェイ
町・厚 町・厚 百・大・和・藤

１５

１１

１２

１３

１４

２１

２２

１８

１９

２０

１６

１７
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  ⑤ 「メトロはこね号」が本厚木に停車します。 

     【平 日】 

     ・メトロはこね２１号 北千住９：４９発 箱根湯本行き 

     ・メトロはこね２２号 箱根湯本１４：４０発 北千住行き 
 

     【土休日】 

     ・メトロはこね２１号 北千住９：１３発 箱根湯本行き 

     ・メトロはこね２２号 箱根湯本１１：２５発 北千住行き 

      ・メトロはこね２３号 北千住１４：４８発 箱根湯本行き 

      ・メトロはこね２４号 箱根湯本１７：０５発 北千住行き 

 

⑥ 「ホームウェイ号」３本を行先延長し、新宿１８：３０～２２：００発まで３０分間隔 

で小田原行きを運転します。また、新宿２１：４５、２２：４５発の藤沢行きが新百合ヶ丘に  

 停車します。 

新宿駅を発車するホームウェイ号の時刻表 

【平 日】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （凡例）百…新百合ヶ丘、町…町田、大…相模大野、海…海老名、厚…本厚木 

秦…秦野、小…小田原、湯…箱根湯本、和…大和、藤…藤沢 

赤字…行先延長、青字…停車駅変更  

※各時刻の下段は停車駅 

※ホームウェイ号唐木田行きの運転は取りやめます 
 

   ⑦ 夜間上り方向の「さがみ号」を１本増発します。 

     【平 日】 

・さがみ９６号 小田原２２：２６発 新宿行き 

 

（２）一般列車について 

  ① 東京メトロ千代田線直通列車を増発します。 

   ＜朝 方＞ 新宿行き準急１本を綾瀬行きに行先変更します。 

    【平 日】 

・準急 本厚木６：２２発 綾瀬行き 

００ ３０ ４５
町・厚・秦・小・湯 町・海・秦・小 大・和・藤

００ ３０ ４５
町・厚・秦・小 町・厚・秦・小 大・和・藤

００ ３０ ４５
町・厚・秦・小 町・海・秦・小 大・和・藤

００ ３０ ４５
町・厚・秦・小 町・厚・秦・小 百・大・和・藤

００ ３０ ４５
町・厚・秦・小 町・厚 百・大・和・藤

０３ ３０ ５３
町・厚 町・厚 町

２３

１８

１９

２０

２１

２２
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    ＜日 中＞ 唐木田行きを毎時１往復増発するとともに列車種別を多摩急行から急行に 

変更し、２０分間隔で毎時３往復運転します（１１～１６時頃、一部を除く）。 

【平 日・土休日】 

千代田線直通列車の代々木上原駅下り発車時刻     

      

 

      ※新宿発（毎時１１、３１、５１分）快速急行を利用し、代々木上原で乗り換えられます 

      千代田線直通列車の小田急多摩センター駅上り発車時刻 

 

 
      

※新百合ヶ丘、代々木上原で快速急行に乗り換えられます 
 
   ＜夕夜間＞ 下り方向の準急を毎時１本増発します。 

【平 日】 

千代田線直通列車の代々木上原駅下り発車時刻（１８～２３時台）    

 

 

 

      

 

 

 

 

    

※各時刻の下段は列車種別・行先 

           ※これに伴い、本厚木方面行きの各駅停車の一部が向ヶ丘遊園行きとなります 
 

  ② 日中時間帯において快速急行を増発し、新宿～小田原方面、藤沢間をそれぞれ３往復   

ずつ運転します（１１～１６時頃、一部を除く）。 

快速急行の新宿駅発車時刻 

【平 日・土休日】 

                            

 

（凡例）松…新松田、小…小田原、藤…藤沢  
新宿駅から主な駅への所要時間（最速） 

・新宿～町田   ３０分 

・新宿～本厚木  ４６分 

・新宿～藤沢   ５６分  

快速急行新宿行きの主な駅における発車時刻（平日の例） 

 

 

 

 

発車時刻 種別 行先

毎時１７、３７、５７分 急行 唐木田

発車時刻 種別 行先

毎時７、２７、４７分 急行 千代田線方面

発車時刻 ００ １１ ２０ ３１ ４０ ５１

行先 松 藤 小 藤 小 藤

発駅 発車時刻

町田 毎時９、１７、２９、３７、４９、５７分

本厚木 毎時１０、３０、５０分

藤沢 毎時１１、３１、５１分

０８ ２２ ５３
準急・本厚木 多摩急行・唐木田 多摩急行・唐木田

０８ ２３ ５３
準急・本厚木 多摩急行・唐木田 多摩急行・唐木田

０８ ２３ ５３
準急・本厚木 多摩急行・唐木田 多摩急行・唐木田

０８ ２３ ５３
準急・本厚木 多摩急行・唐木田 多摩急行・唐木田

０８ ２３ ５４
準急・本厚木 多摩急行・唐木田 準急・本厚木

０１
多摩急行・唐木田

２３

１８

１９

２０

２１

２２
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  ③ 日中時間帯において快速急行と急行との乗り換え利便を向上します。 

     【平 日・土休日】（１１～１６時頃、一部を除く） 

         上り方向の乗り換えイメージ    下り方向の乗り換えイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （凡例） 

         快速急行（停車駅）、    急行（停車駅）、    千代田線 

       相互に乗り換えられます     後
あと

の列車に乗り換えられます 

 

  ④ 急行が経堂に停車する時間帯を延長します。 

    【平 日】 

    ＜下り＞ （現行）経堂１７：２３発まで  ⇒ （改正）経堂１７：５１発まで 

    ＜上り＞ （現行）経堂１７：１５発まで  ⇒ （改正）経堂１７：５５発まで 

 

  ⑤ その他、日中時間帯において以下の内容が変更となります。 

   ・小田原（新松田）発の快速急行・急行はすべて新宿行きとなります（一部を除く）。 

・開成～足柄は各駅停車のみの運転となります。 

・区間準急は運転を取りやめます（全時間帯）。 

・梅ヶ丘～百合ヶ丘（急行停車駅を除く）は各駅停車のみ１０分間隔の運転となります 

                                    （一部を除く）。 

・新宿～本厚木の各駅停車は、上り方向は町田・成城学園前、下り方向は成城学園前・ 

新百合ヶ丘・海老名で快速急行または急行の待ち合わせをします。 

   ・多摩線の各駅停車は新百合ヶ丘～唐木田で１０分間隔の運転となります（一部を除く）。 

・江ノ島線の急行は運転を取りやめます。    

新 宿

代々木上原

下 北 沢

経 堂

成城学園前

登 戸

向ヶ丘遊園

新百合ヶ丘

町 田
多摩線

相 模 大 野

海 老 名

本 厚 木 江ノ島線 江ノ島線　

　　小田原（新松田）

　　千代田線

　　多摩線

小田原（新松田）

　　千代田線

小田原（新松田）



 

[7] 

 

４．その他  

（１）各駅の運転時刻変更について  

   ① ダイヤ改正の詳細については、２０１６年３月上旬以降、当社ホームページ 

（http://www.odakyu.jp/）の各駅時刻表や小田急線各駅で配布のポケット時刻表などでも

順次お知らせします。 

② 特急ロマンスカーの運転時刻については、２月下旬以降、当社ホームページ 

（http://www.odakyu.jp/）にてお知らせします。 

 （２）特急ロマンスカーでの車内サービスの統一について 

    これまでＶＳＥ（５００００形）で実施していた、シートサービスによる車内販売は３月

２６日（土）のダイヤ改正以降、ワゴンサービスによる車内販売に変更します。 

 

以 上 
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