
東京圏 普通列車のグリーン料金 50km限界駅一覧 2010年３月13日改正から適用

湘南新宿ライン・東海道線・伊東線・横須賀線
（横須賀線・伊東線方面） 南行（東海道線方面） 発駅 北行（高崎線方面） （大船乗継方面） （総武線方面）

50km限界駅 50km限界駅 50km限界駅 50km限界駅 50km限界駅
伊東 → 二宮 48.4 大磯 53.7

伊東 3.9 ← 宇佐美 → 大磯 49.8 平塚 53.8

伊東 8.2 ← 網代 → 平塚 49.5 茅ヶ崎 54.7

伊東 10.9 ← 伊豆多賀 → 平塚 46.8 茅ヶ崎 52.0

伊東 15.7 ← 来宮 → 茅ヶ崎 47.2 辻堂 51.0

久里浜 → 横浜 41.6 新川崎 53.8 → 大磯 45.2 二宮 50.5 → 横浜 41.6 川崎 52.2

久里浜 4.6 ← 衣笠 → 新川崎 49.2 武蔵小杉 51.9 → 二宮 45.9 国府津 50.5 → 川崎 47.6 品川 59.0

久里浜 8.0 ← 横須賀 → 武蔵小杉 48.5 西大井 54.9 → 国府津 47.1 鴨宮 50.2 → 川崎 44.2 品川 55.6

久里浜 10.1 ← 田浦 → 武蔵小杉 46.4 西大井 52.8 → 鴨宮 48.1 小田原 51.2 → 川崎 42.1 品川 53.5

久里浜 13.5 ← 東逗子 → 西大井 49.4 品川 50.1 → 早川 49.9 根府川 54.3 → 川崎 38.7 品川 50.1

久里浜 15.5 ← 逗子 → 品川 48.1 大崎 50.1 → 早川 47.9 根府川 52.3 → 品川 48.1 新橋 53.0

久里浜 19.4 ← 鎌倉 → 恵比寿 49.8 渋谷 51.4 → 根府川 48.4 真鶴 53.8 → 新橋 49.1 東京 51.0

久里浜 21.6 ← 北鎌倉 → 渋谷 49.2 新宿 52.6 → 根府川 46.2 真鶴 51.6 → 新日本橋 50.0 馬喰町 51.1

沼津 → 国府津 48.5 二宮 53.1

沼津 5.5 ← 三島 → 二宮 47.6 大磯 52.9

沼津 11.7 ← 函南 → 大磯 46.7 平塚 50.7

伊東 16.9 ← 沼津 21.6 ← 熱海 → 辻堂 49.8 藤沢 53.5

伊東 22.4 ← 沼津 27.1 ← 湯河原 → 藤沢 48.0 大船 52.6

伊東 25.7 ← 沼津 30.4 ← 真鶴 → 大船 49.3 戸塚 54.9 → 大船 49.3 北鎌倉 51.6

伊東 31.1 ← 沼津 35.8 ← 根府川 → 戸塚 49.5 東戸塚 53.7 → 鎌倉 48.4 逗子 52.3

伊東 35.5 ← 沼津 40.2 ← 早川 → 東戸塚 49.3 保土ヶ谷 54.2 → 東逗子 49.9 田浦 53.3

伊東 37.6 ← 沼津 42.3 ← 小田原 → 東戸塚 47.2 保土ヶ谷 52.1 → 東逗子 47.8 田浦 51.2

伊東 40.7 ← 沼津 45.4 ← 鴨宮 → 保土ヶ谷 49.0 横浜 52.0 → 田浦 48.1 横須賀 50.2

伊東 43.8 ← 沼津 48.5 ← 国府津 → 横浜 48.9 新川崎 61.1 → 横須賀 47.1 衣笠 50.5 → 横浜 48.9 川崎 59.5

伊東 48.4 ← 沼津 53.1 三島 47.6 ← 二宮 → 横浜 44.3 新川崎 56.5 → 衣笠 45.9 久里浜 50.5 → 横浜 44.3 川崎 54.9

伊東 53.7 宇佐美 49.8 ← 三島 52.9 函南 46.7 ← 大磯 → 横浜 39.0 新川崎 51.2 → 久里浜 45.2 → 川崎 49.6 品川 61.0

宇佐美 53.8 網代 49.5 ← 函南 50.7 熱海 40.8 ← 平塚 → 武蔵小杉 49.9 西大井 56.3 → 久里浜 41.2 → 川崎 45.6 品川 57.0

伊豆多賀 52.0 来宮 47.2 ← 函南 55.9 熱海 46.0 ← 茅ヶ崎 → 武蔵小杉 44.7 西大井 51.1 → 久里浜 36.0 → 川崎 40.4 品川 51.8

来宮 51.0 熱海 49.8 ← 函南 59.7 熱海 49.8 ← 辻堂 → 大崎 50.0 恵比寿 53.6 → 久里浜 32.2 → 品川 48.0 新橋 52.9

熱海 53.5 湯河原 48.0 ← 藤沢 → 恵比寿 49.9 渋谷 51.5 → 久里浜 28.5 → 新橋 49.2 東京 51.1

久里浜 23.9 ← 湯河原 52.6 真鶴 49.3 ← 大船 → 渋谷 46.9 新宿 50.3 → 馬喰町 48.8 錦糸町 51.3

久里浜 29.5 ← 真鶴 54.9 根府川 49.5 ← 戸塚 → 池袋 49.5 赤羽 55.0 → 錦糸町 45.7 新小岩 50.9

久里浜 33.7 ← 根府川 53.7 早川 49.3 ← 東戸塚 → 池袋 45.3 赤羽 50.8 → 新小岩 46.7 市川 52.1

久里浜 38.6 ← 小田原 52.1 鴨宮 49.0 ← 保土ヶ谷 → 赤羽 45.9 浦和 56.0 → 市川 47.2 船橋 55.0

久里浜 41.6 ← 鴨宮 52.0 国府津 48.9 ← 横浜 → 赤羽 42.9 浦和 53.0 （宇都宮線方面） → 市川 44.2 船橋 52.0

久里浜 53.8 衣笠 49.2 ← 大磯 51.2 平塚 47.2 ← 新川崎 → 大宮 49.8 宮原 54.0 → 大宮 49.8 土呂 52.8 → 津田沼 46.2 稲毛 55.4

衣笠 51.9 横須賀 48.5 ← 大磯 53.9 平塚 49.9 ← 武蔵小杉 → 大宮 47.1 宮原 51.3 → 大宮 47.1 土呂 50.1 → 津田沼 43.5 稲毛 52.7

田浦 52.8 東逗子 49.4 ← 茅ヶ崎 51.1 辻堂 47.3 ← 西大井 → 上尾 48.9 北上尾 50.6 → 蓮田 49.6 白岡 53.9 → 千葉 49.6 （東千葉） 50.5

東逗子 50.1 逗子 48.1 ← 茅ヶ崎 51.8 辻堂 48.0 ← 品川 蘇我 53.4

逗子 50.1 鎌倉 46.2 ← 茅ヶ崎 53.8 辻堂 50.0 ← 大崎 → 桶川 47.8 北本 52.4 → 白岡 49.2 新白岡 51.6

逗子 53.7 鎌倉 49.8 ← 辻堂 53.6 藤沢 49.9 ← 恵比寿 → 北本 48.8 鴻巣 52.4 → 新白岡 48.0 久喜 51.0

鎌倉 51.4 北鎌倉 49.2 ← 藤沢 51.5 大船 46.9 ← 渋谷 → 北本 47.2 鴻巣 50.8 → 久喜 49.4 東鷲宮 52.1

大船 50.3 戸塚 44.7 ← 新宿 → 鴻巣 47.4 北鴻巣 51.7 → 東鷲宮 48.7 栗橋 54.3

大船 55.1 戸塚 49.5 ← 池袋 → 吹上 49.9 行田 52.2 → 栗橋 49.5 古河 57.0

東戸塚 50.8 保土ヶ谷 45.9 ← 赤羽 → 行田 46.7 熊谷 51.5 → 栗橋 44.0 古河 51.5

横浜 59.1 新川崎 49.8 ← 大宮 → 深谷 45.8 岡部 50.1 → 間々田 43.0 小山 50.3

久里浜 52.2 衣笠 47.6 ← 二宮 54.9 大磯 49.6 ← 川崎 （内房線方面） （外房線方面） → 津田沼 44.9 稲毛 54.1

東逗子 50.1 逗子 48.1 ← 茅ヶ崎 51.8 辻堂 48.0 ← 品川 → 蘇我 49.8 浜野 53.2 → 蘇我 49.8 鎌取 54.8 → (東千葉) 46.9 都賀 50.2

逗子 53.0 鎌倉 49.1 ← 辻堂 52.9 藤沢 49.2 ← 新橋 → 浜野 48.3 八幡宿 50.5 → 鎌取 49.9 誉田 53.7 → 四街道 48.8 物井 53.0

鎌倉 51.0 北鎌倉 48.8 ← 藤沢 51.1 大船 46.5 ← 東京 → 八幡宿 48.6 五井 52.3 → 鎌取 48.0 誉田 51.8 → 四街道 46.9 物井 51.1
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＊横浜～品川間は川崎経由（最短経路）で計算した。（旅客規則69条）
＊品川～赤羽間は（実際の乗車経路である）池袋経由で計算したが、品川以遠～赤羽以遠の場合は（0.9km短い東京経由の）最短経路で算出し赤字で示した。（旅客規則70条）
＊同一方向の乗り継ぎを考慮したうえでの購入可能な区間を挙げてあるので、相互間を１列車で乗れない場合もある。
　（大船駅で横須賀線（北鎌倉方面）と東海道線（藤沢方面）を乗り継ぐ場合を除き、同一方向の乗り継ぎでない場合は、１枚のグリーン券では乗車出来ない。）
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