


年表

年　表

凡例
1．1987年までは『相鉄七十年史』掲載の年表の再録を原則とし、一部項目を追加・
訂正した。

2．1988年以降は相鉄グループの年表とし、実施会社・関係した会社の社名を掲
載した。但し、2009年9月16日以前の相模鉄道㈱・同日以降の相鉄ホールディ
ングス㈱主管項目については、社名掲載を省略した。

3．駅のバリアフリー化、店舗オープンなどについては、原則として最初・最後の
項目のみ掲載した。また資料編に一覧がある項目については掲載を省略した。
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相模鉄道（株）

1916（大正5）年

	 6.	26	 相模鉄道㈱の発起人鳥越金之助ほか36名に対し茅ヶ崎〜寒川間
の軽便鉄道敷設が免許される

1917（大正6）年

	12.	18	 創立総会を神奈川県高座郡茅ヶ崎町茅ヶ崎伊藤里之助宅で開催
	 	　資　本　金　60万円
	 	　取締役社長　岡崎久次郎
	 	　本社所在地　神奈川県高座郡茅ヶ崎町茅ヶ崎5573番地の2

1918（大正7）年

	 1.	 4	 相模鉄道㈱設立登記

1919（大正8）年

	 7.	11	 茅ヶ崎停車場付近に本社事務所と機関庫完成
	7.	22	 砂利の採取、販売兼営認可
	11.	21	 香川停車場付近で茅ヶ崎〜寒川間（5.0㎞）軌道敷設工事起工式挙

行

1920（大正9）年

	 1.	10	 官線茅ヶ崎停車場（東海道線茅ヶ崎駅）と当社線との連絡承認
	7.	―	 砂利の採取地域を寒川村一之宮・宮山、神田村田村と決定

1921（大正10）年

	 5.	29	 茅ヶ崎〜寒川、寒川〜川寒川間試運転を実施
	5.	―	 省線茅ヶ崎停車場との連絡工事完成にともない当社線路を連絡
	9.	20	 岡崎久次郎、取締役社長を辞任、別府藤馬、専務取締役に就任し

社長空席のまま会社を統括
	9.	28	 茅ヶ崎〜寒川間単線開通
	9.	28	 寒川〜川寒川間貨物線開通
	9.	28	 茅ヶ崎、香川、寒川停車場営業開始

1922（大正11）年

	 5.	10	 四之宮砂利支線寒川〜四之宮間貨物線開通
	10.	―	 東河原停車場新設

1923（大正12）年

	 5.	 3	 取締役三觜舜太郎、取締役社長に就任

1924（大正13）年

	 3.	28	 定款一部変更、軽便鉄道を地方鉄道に変更
	4.	25	 資本金を180万円に増資

1925（大正14）年

	 2.	 8	 南俊二、取締役社長に就任、三觜舜太郎、取締役社長を辞任
	7.	―	 汐留停車場に砂利荷揚場新設

1915（大正4）年

	 6.	25	 神中軌道㈱は横浜市久保町〜海老名村字河原口間の軌道敷設特許
を請願、発起人は平沼淑蔵ほか23名

1916（大正5）年

	 8.	22	 横浜市久保町〜海老名村字河原口間の軌道敷設が特許される

1917（大正6）年

	12.	 2	 創立総会を神奈川県鎌倉郡瀬谷村中屋敷小島政八宅で開催
	 	　資　本　金　30万円
	 	　取締役社長　小島政五郎
	 	　本社所在地　神奈川県橘樹郡程ヶ谷町岩間1987番地
	12.	15	 神中軌道㈱設立登記

1918（大正7）年

	 4.	 2	 軌道敷設測量を開始
	11.	24	 第1回定時株主総会で軌道を軽便鉄道に変更すること、資本金の

増資、商号の変更を決議

1919（大正8）年

	 5.	12	 軽便鉄道敷設が免許される
	6.	10	 商号を神中鉄道㈱と変更

1922（大正11）年

	 1.	29	 斉藤和太郎、取締役社長に就任、小島政五郎、取締役社長を辞任
	2.	15	 本社を東京市芝区新幸町1番地に移転
	9.	30	 資本金を100万円に増資
	11.	12	 本社を東京市麴町区八重洲町1丁目1番地に移転

1923（大正12）年

	11.	29	 第6回定時株主総会で、線路東側終点を横浜停車場に変更するこ
と、資本金の増資、相陽鉄道線の免許譲り受けを決議

1924（大正13）年

	 6.	30	 資本金を200万円に増資
	8.	23	 海老名村相模国分停車場予定地で二俣川〜厚木間（15.5㎞）軌道

敷設工事起工式挙行

1925（大正14）年

	 1.	29	 二俣川〜横浜市久保町（現西横浜）間鉄道敷設が免許される（計画
線変更により）

	3.	17	 相陽鉄道㈱から免許権を譲り受けた省線平塚停車場〜伊勢原〜厚
木停車場、伊勢原〜大山間の敷設が免許される

神中鉄道（株）
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1926（大正15）年

	 1.	25	 寒川〜厚木間延長工事起工式挙行
	4.	 1	 寒川〜倉見間単線開通
	4.	 1	 倉見停車場営業開始
	7.	15	 倉見〜厚木間単線開通
	7.	15	 社家、厚木停車場営業開始
	9.	12	 定款一部変更、事業目的に海水浴場、不動産の所有、売買、賃貸、

自動車業などを追加、営業年度を年1回から2回に変更
	11.	30	 初の株主配当（年12％）を実施

1927（昭和2）年

	 4.	 1	 資本金を500万円に増資
	7.	―	 新磯村、麻溝村で砂利採取権利地約122万㎡を買収

1928（昭和3）年

	 8.	 1	 門沢橋砂利採取許可
	12.	 3	 岡田砂利採取許可

1929（昭和4）年

	 2.	 6	 倉見砂利採取許可
	3.	―	 本座間、宮山、門沢橋停留場新設
	5.	 6	 中新田砂利採取許可
	7.	30	 厚木〜橋本間（18.7㎞）延長工事起工式挙行

1931（昭和6）年

	 4.	29	 厚木〜橋本間単線開通、これにより茅ヶ崎〜橋本間（33.3㎞）全線
開通

	6.	19	 登坂小三郎、取締役社長に就任、南俊二、取締役社長を辞任
	7.	14	 社家砂利採取許可

1932（昭和7）年

	 3.	 9	 取締役南波礼吉、取締役社長に就任、登坂小三郎、取締役社長を
辞任

	4.	―	 円蔵、上磯部停留場新設
	5.	―	 茅ヶ崎、厚木にガソリン貯蔵庫新設
	6.	―	 初のガソリン自動客車登場
	10.	―	 中新田、大河原停留場新設

1925（大正14）年

	10.	30	 資本金を300万円に増資
	12.	15	 砂利の採取、販売兼営認可

1926（大正15）年

	 4.	30	 本社を東京市麴町区内山下町1丁目1番地に移転
	5.	12	 二俣川〜厚木間単線開通
	5.	12	 二俣川、三ツ境、二ツ橋、瀬谷、大和、相模大塚、相模国分、厚

木の各停留場、停車場営業開始
	5.	12	 砂利の採取販売を開始
	10.	 9	 乗合自動車業兼営認可
	12.	 1	 二俣川〜星川（現上星川）間単線開通
	12.	 1	 星川、西谷各停車場営業開始
	12.	 1	 旅客連絡輸送のため星川停車場〜省線横浜停車場間に乗合自動車

の運転開始

1927（昭和2）年

	 5.	31	 星川〜北程ケ谷（現星川）間単線開通
	5.	31	 北程ケ谷停車場営業開始
	12.	28	 久保町〜省線横浜停車場間延長線敷設が免許される（計画線変更

により）

1928（昭和3）年

	 1.	29	 本社を東京市芝区日蔭町1丁目1番地に移転
	3.	 7	 専務取締役守屋此助、取締役社長に就任、斉藤和太郎、取締役社

長を辞任
	4.	 2	 本社を東京市麴町区永楽町2丁目10番地に移転
	7.	13	 本社を横浜市中区久保町塩田2番地（西横浜停車場構内）に移転
	9.	 1	 本社所在地が横浜市神奈川区西平沼町5丁目31番地となる（行政

区画変更）

1929（昭和4）年

	 2.	14	 北程ケ谷〜西横浜間単線開通
	2.	14	 西横浜停車場営業開始
	4.	―	 初のガソリン自動客車登場
	5.	 3	 本社所在地が横浜市神奈川区西平沼町5丁目35番地となる（番地

変更）
	9.	 5	 乗合自動車業の経営を取りやめ

1930（昭和5）年

	 9.	10	 天王町、常磐園下（現和田町）、新川島停留場新設
	10.	25	 鶴ケ峰停留場新設
	10.	25	 初の旅客誘致を実施

1931（昭和6）年

	 2.	26	 守屋此助、取締役社長を辞任、取締役飯田律爾、常務取締役に就
任し社長空席のまま会社を統括

	10.	25	 西横浜〜平沼橋間単線開通
	10.	25	 平沼橋停車場営業開始

1933（昭和8）年

	 4.	16	 二俣下川停留場営業開始
	5.	10	 平沼橋〜横浜間延長工事起工式挙行

相模鉄道（株） 神中鉄道（株）
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相模鉄道（株）

1935（昭和10）年

	 6.	23	 入谷停車場新設
	8.	28	 相鉄砂利販売㈱（現・相鉄興産㈱）設立（資本金3万円）
	11.	 2	 ディーゼル電動客車登場
	12.	24	 大谷仁三郎から田名〜淵野辺間（8.1㎞）および田名〜橋本間（7.2

㎞）の乗合自動車路線を譲り受け

1936（昭和11）年

	 1.	15	 省線八王子停車場へ乗り入れ開始
	6.	 9	 愛高自動車商会から上溝〜厚木間（14.2㎞）の乗合自動車路線を

譲り受け

1937（昭和12）年

	 2.	28	 海老名村上郷砂利採取許可

1938（昭和13）年

	 3.	 2	 相川村酒井砂利採取許可
	7.	―	 茅ヶ崎海岸に海の家開設
	11.	10	 本社を高座郡茅ヶ崎町茅ヶ崎6127番地（茅ヶ崎停車場構内）に移転

1939（昭和14）年

	 6.	30	 千葉三郎、取締役社長に就任、南波礼吉、取締役社長を辞任
	9.	―	 日東停留場新設
	12.	19	 相武土地建物㈱設立（資本金50万円）

1940（昭和15）年

	 6.	29	 本社を東京市小石川区小石川町1丁目1番地83号に移転
	12.	28	 第38回定時株主総会で、ホッパービン㈱の設備および営業権等

の譲り受けを決議

1941（昭和16）年

	 6.	30	 五島慶太、取締役社長に就任、千葉三郎、取締役社長を辞任
	―.	―	 原当麻停留場新設

1942（昭和17）年

	 4.	 2	 本社を東京市渋谷区大和田町5番地1号に移転

1943（昭和18）年

	 2.	20	 河原口停車場新設
	4.	 1	 神中鉄道㈱を吸収合併、資本金650万円となる
	4.	 1	 本社を横浜市神奈川区南幸町1丁目107番地に移転
	6.	30	 相鉄砂利販売㈱、商号を相武砂利㈱と変更
	8.	 1	 東京急行電鉄㈱高島変電所から600Vの送電を受け西谷〜二俣川

間を電化
	12.	23	 東京急行電鉄㈱新宿営業局（現・小田急電鉄㈱）から1,500Vの送

電を受け海老名〜相模大塚間を電化

1933（昭和8）年

	12.	 9	 相陽鉄道線免許失効
	12.	27	 平沼橋〜横浜間単線開通、これにより厚木〜横浜間全線開通

1934（昭和9）年

	 6.	12	 塩田稲荷神社建立
	8.	20	 古河電線停留場新設

1935（昭和10）年

	11.	―	 ディーゼル自動客車登場

1939（昭和14）年

	 3.	 9	 資本金を150万円に減資
	11.	20	 五島慶太、取締役社長に就任

1940（昭和15）年

	 4.	19	 臨時株主総会で横浜〜西谷間電化計画を決議

1941（昭和16）年

	 1.	20	 相模国分〜海老名間（0.5㎞）軌道敷設工事に着手
	11.	25	 相模国分〜海老名間単線開通、これにともない厚木〜相模国分間

の旅客運輸営業を廃止
	11.	25	 小田原急行鉄道線（現・小田急電鉄小田原線）相模厚木駅（現・本

厚木駅）へ乗り入れ開始

1942（昭和17）年

	 5.	18	 星川変電所新設
	6.	 1	 横浜〜西谷間電化

1943（昭和18）年

	 4.	 1	 相模鉄道㈱に吸収合併
	4.	 1	 小田原急行鉄道線相模厚木駅への乗り入れ一時中止

神中鉄道（株）
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1944（昭和19）年

	 1.	21	 臨時株主総会で当社相模線の買収に関する運輸通信省との協定書
承認、同協定書締結

	3.	 9	 監査役篠原三千郎、取締役社長に就任、五島慶太、取締役社長を
辞任

	3.	20	 乗合自動車路線田名〜淵野辺、田名〜橋本、上溝〜厚木間を東海
道乗合自動車㈱（現・神奈川中央交通㈱）に譲渡

	6.	 1	 当社相模線茅ヶ崎〜橋本、寒川〜四之宮間を運輸通信省に買収さ
れる

	7.	 1	 資本金を1,300万円に増資
	7.	17	 本社を横浜市西区高島通2丁目30番地に移転
	9.	20	 二俣川〜相模大塚間電化、これにより全線（横浜〜海老名間）電化
	9.	29	 相武土地建物㈱、相模野興業㈱と商号変更
	11.	 2	 当社相模線買収価格に関する協定書締結

1945（昭和20）年

	 6.	 1	 鉄道業の経営を東京急行電鉄㈱に委託
	6.	20	 取締役副社長川又貞次郎、取締役社長に就任、篠原三千郎、取締

役社長を辞任
	9.	15	 吉村砂利興業㈱を吸収合併、資本金1,317万5,000円となる
	12.	15	 相模鉄道労働組合結成
	12.	25	 東京急行電鉄小田原線（現・小田急電鉄小田原線）への乗り入れ再開

1946（昭和21）年

	 3.	 1	 柏ケ谷駅営業開始（同年4月大塚本町駅と改称）
	12.	26	 横浜〜二俣川間電力を東京急行電鉄㈱京浜支社（現・京浜急行電

鉄㈱）から受電し、電圧1,500Vに統一
	12.	26	 星川変電所（600V）廃止
	12.	26	 横浜〜海老名間直通運転開始

1947（昭和22）年

	 4.	 1	 資本金を3,000万円に増資
	5.	31	 鉄道業の東京急行電鉄㈱への委託経営を解除
	6.	30	 定款一部変更、当社の英文名「SAGAMI	RAILWAY	Co.,Ltd.」を追加
	6.	30	 相模鉄道共済組合設立

1948（昭和23）年

	 5.	26	 希望ケ丘駅新設、営業開始
	5.	31	 天王町駅再建、営業開始
	5.	―	 希望ケ丘住宅地分譲開始（相模野興業㈱により）
	6.	 1	 資本金を6,000万円に増資
	7.	22	 西横浜〜保土ケ谷間（1.0㎞）貨物営業認可、営業キロ程27.5㎞と

なる
	11.	 1	 旧・西横浜駅舎に診療所を開設

1949（昭和24）年

	 3.	―	 横浜〜海老名間高圧配電線架線工事完成
	4.	 2	 二俣川変電所完成、これにより電力自給体制確立
	4.	―	 相武台砕石工場新設
	5.	16	 株式上場開始（銘柄番号9003）
	5.	20	 第1回い号社債3,000万円を発行
	8.	 1	 単線自動閉そく信号装置全線（相模国分〜厚木間貨物線を除く）に

設置、タブレットを廃止
	8.	 1	 3両編成列車運転開始
	9.	20	 第1回ろ号社債3,000万円を発行
	11.	 1	 相模国分〜厚木間貨物線電化
	12.	27	 乗合バス業再発足、二俣川駅〜保土ヶ谷区岩井町間（10.8㎞）バス

路線免許
	12.	27	 定款一部変更、事業目的に一般土木建築の設計、請負、広告請負

を追加

相模鉄道（株）
1950（昭和25）年

	 4.	 1	 相模野興業㈱を吸収合併、開発部を新設し分譲業開始
	6.	 6	 乗合バス・二俣川営業所新設
	6.	 6	 本厚木駅〜横浜駅〜桟橋入口間（往35.59㎞、復35.34㎞）バス路

線免許
	6.	20	 乗合バス業営業再開（二俣川〜保土ケ谷間）
	7.	27	 定款一部変更、地方鉄道会計規定改正にともない上期を4月1日

から9月30日まで、下期を10月1日から3月31日に変更
	9.	25	 第2回い号社債4,000万円を発行
	10.	 1	 星川開閉所新設
	10.	30	 神奈川トヨペットタクシー㈱設立（資本金500万円）
	10.	―	 倉見砕石工場新設
	11.	14	 相模企業㈱設立（資本金100万円）

1951（昭和26）年

	 5.	18	 第1期複線化工事（西横浜〜上星川間）に着手
	10.	12	 相模大塚駅〜基地内〜相模大塚駅間（7.5㎞）バス路線免許
	10.	―	 三ツ境住宅地第1次308区画分譲
	11.	 1	 資本金を1億2,000万円に増資
	11.	18	 西横浜〜上星川間複線開通

1952（昭和27）年

	 5.	24	 第2回ろ号社債8,000万円を発行
	5.	27	 上星川〜西谷間複線開通
	6.	27	 貸切バス業発足、観光バス・二俣川営業所新設
	7.	 8	 横浜駅東口〜和田町〜二俣川駅間（12.06㎞）バス路線免許
	8.	15	 常磐園下駅（現・和田町駅）復活
	8.	―	 相模大塚駅南口駅舎新設
	9.	20	 第2回は号社債6,000万円を発行
	9.	25	 西谷〜鶴ケ峰間複線開通
	9.	25	 自動車分解整備事業認可
	11.	28	 横浜駅西口のスタンダード・ヴァキューム・オイル・カムパニー

所有地2万4,688㎡を買収
	12.	15	 鶴ケ峰〜希望ケ丘間複線開通

1953（昭和28）年

	 2.	―	 二ツ橋第1次市営住宅地1,500区画分譲
	4.	27	 横浜コンクリート㈱設立（資本金1,000万円）
	4.	―	 平塚コンクリートブロック工場新設
	5.	13	 相模企業㈱、商号を京浜興業㈱と変更
	7.	 1	 スタンダード・ヴァキューム・オイル・カムパニーと石油類の販

売代理店契約を締結
	7.	28	 西横浜変電所完成
	8.	10	 相模大塚駅〜飛行場正門間（2.7㎞）バス路線免許
	10.	―	 松田採取所新設
	11.	 1	 横浜〜西谷間折り返し運転開始
	11.	 6	 定款一部変更、事業目的に石油製品の仕入れ、販売およびこれに

関する事業を追加
	12.	 1	 企画室新設

1954（昭和29）年

	 2.	―	 大和第2、第4、第5住宅地173区画分譲
	3.	29	 国鉄保土ケ谷支線横浜〜西横浜間貨物線の払い下げを受ける
	3.	―	 一之宮採取所新設
	5.	―	 二俣川自動車修理工場新設
	6.	 1	 事業部東京営業所内に観光バス東京営業所新設（7月15日営業開始）
	6.	―	 三ツ境第2次住宅地50区画分譲
	7.	 1	 横浜〜希望ケ丘間折り返し運転開始
	7.	 1	 川島採取所新設
	10.	 1	 資本金を2億4,000万円に増資
	12.	25	 市沢町〜藤棚〜桟橋入口間（往12.08㎞、復11.94㎞）バス路線免許

1955（昭和30）年

	 1.	―	 駐留軍厚木基地専用側線電化工事完成
	4.	18	 桜木町サービスステーション（石油販売所）新設
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1955（昭和30）年

	 5.	 4	 二俣川駅〜保土ケ谷駅東口〜桟橋入口間（往14.9㎞、復14.96㎞）
バス路線免許

	7.	 5	 二俣川駅〜保土ケ谷駅西口〜横浜駅西口間（13.41㎞）バス路線免許
	7.	18	 大和変電所新設
	8.	22	 横浜駅名品街起工式を挙行
	8.	22	 相鉄不動産㈱設立（資本金5,000万円）
	9.	23	 第3回い号社債5,000万円を発行
	10.	 8	 希望ケ丘、釜台団地で初の公庫建売住宅100戸分譲
	10.	27	 横浜駅西口に横浜ローラースケート場開業
	11.	―	 砂利の生産を相武砂利㈱に委託
	12.	―	 5000系車両登場

1956（昭和31）年

	 1.	15	 観光バス・東京営業所、後楽園前へ移転
	1.	15	 東京観光案内所新設
	3.	28	 乗合バス・二俣川営業所相模大塚車庫新設
	4.	 2	 横浜駅名品街、髙島屋ストア完成、開業
	5.	18	 定款一部変更、事業目的に旅行あっせん業、娯楽機関の経営、飲

食店の経営を追加、広告請負を削除
	5.	―	 大和新日本飛行機工場用地1区画分譲
	6.	10	 希望ケ丘善部地区住宅地40区画分譲
	6.	25	 株式投資組合発足
	7.	 1	 神奈川トヨペットタクシー㈱、商号を相鉄交通㈱と変更
	9.	 1	 観光バス横浜営業所新設
	9.	18	 三ツ境駅〜南瀬谷小学校間（2.6㎞）バス路線免許
	10.	 4	 希望ケ丘、釜台団地公庫建売住宅90区画分譲
	12.	 1	 石油販売業を直営化

1957（昭和32）年

	 1.	18	 横浜〜西横浜間複線開通
	1.	25	 第3回ろ号社債1億円を発行
	1.	―	 古河電線駅廃止
	2.	 6	 三ツ境〜相沢〜細谷戸第3間（2.05㎞）バス路線免許
	2.	20	 横浜〜海老名駅間に上り準急列車運転開始
	3.	 3	 希望ケ丘土橋住宅地137区画分譲
	4.	 1	 横浜駅名品街第1次拡張部分開業
	4.	12	 ㈱横浜髙島屋設立（資本金5,000万円）
	5.	24	 第4回い号社債1億円を発行
	5.	31	 二俣川駅〜黄金町〜桜木町駅間（14.78㎞）、美立橋〜黄金町〜桜

木町駅間（10.78㎞）バス路線免許
	8.	29	 ㈱横浜精養軒設立（資本金1,000万円）
	9.	20	 第4回ろ号社債5,000万円を発行
	9.	21	 相鉄文化会館完成、開業
	9.	26	 美立橋〜保土ケ谷駅西口〜横浜駅西口間（9.41㎞）、美立橋〜保土

ケ谷駅東口間（5.1㎞）バス路線免許
	11.	 1	 資本金を5億円に増資
	12.	 1	 不動産営業所新設
	12.	 4	 乗合バス三ツ沢営業所新設
	12.	 5	 希望ケ丘独身寮新設
	12.	―	 4両編成列車運転開始

1958（昭和33）年

	 1.	30	 三ツ境楽老峰団地15戸分譲開始
	1.	31	 二俣川町〜杉田海岸、二俣川町〜原町田間（26.7㎞）新線免許申請
	2.	14	 市沢町〜和田町駅〜横浜駅西口間（8.7㎞）バス路線免許
	3.	 3	 横浜ローラースケート場閉鎖
	3.	14	 三ツ境楽老峰第1次住宅地33区画分譲
	3.	14	 万騎が原団地第1次住宅地59区画分譲
	3.	14	 三ツ境下川井住宅地35区画分譲
	3.	25	 横浜駅西口〜和田町〜二俣川駅間（11.77㎞）バス路線免許
	4.	10	 社家採取所新設、倉見採取所閉鎖
	4.	16	 監査室新設
	4.	16	 星川倉庫新設
	4.	17	 鶴ヶ峰駅〜大池〜中山駅間（6.57㎞）バス路線免許
	5.	10	 本社分室（事業部）設置
	5.	27	 定款一部変更、縦書を横書に、日本数字を算用数字に統一、当用

漢字・現代かなづかいを使用

1958（昭和33）年

	 6.	22	 大和駅焼失
	8.	 1	 公庫建売住宅神社前団地30戸分譲
	8.	 1	 三ツ境楽老峰団地第4次分譲住宅地75区画分譲
	9.	16	 観光案内所新設
	9.	16	 横浜駅西口〜三ツ沢西町〜保土ヶ谷ゴルフ場間（4.65㎞）バス路

線免許
	9.	16	 広告取扱所新設
	9.	19	 横浜駅名品街第2次拡張部分開業
	10.	 1	 経理部新設
	10.	 1	 万騎が原団地第2次住宅地105区画分譲
	10.	30	 横浜駅西口〜宮田町〜横浜駅西口間（5.9㎞）バス路線免許
	11.	 1	 希望ケ丘〜三ツ境間複線開通
	11.	20	 下り準急列車運転開始
	12.	16	 小金井採取所新設
	12.	20	「月刊さがみ」第1号発行
	12.	20	 横浜駅西口〜岸根町間（6.45㎞）バス路線免許

1959（昭和34）年

	 2.	 1	 社名略称を「相鉄」、英文略称を「STK」と制定、社紋制定
	3.	 1	 相鉄社報第1号発行
	3.	20	 第4回は号社債1億5,000万円を発行
	4.	 1	 電車部、自動車部新設、運輸部廃止
	4.	 6	 ㈱相髙設立（資本金1,000万円）
	6.	30	 大和駅ビル完成
	7.	 1	 大和駅新駅舎完成
	7.	 1	 深谷採取所新設
	7.	 1	 都市開発事務所新設
	7.	 1	 ㈱相髙、相髙ストア大和店を開業
	7.	 7	 乗合バス二俣川営業所相模大塚車庫を乗合・観光バス大和営業所

として独立
	7.	31	 大和駅車扱貨物営業廃止
	10.	 1	 資本金を8億円に増資
	10.	 1	 相鉄会館（横浜髙島屋店舗）開業
	10.	 1	 ㈱相髙、相髙ストア横浜店を開業
	11.	10	 相武砂利㈱、商号を相鉄砂利㈱と変更
	11.	20	 取締役社長川又貞次郎、取締役会長に、取締役副社長鳥居菊造、

取締役社長に就任
	12.	 1	 海老名駅〜用田橋〜相模線門沢橋駅間（往11.5㎞、復11.4㎞）バ

ス路線免許
	12.	11	 川又貞次郎取締役会長逝去

1960（昭和35）年

	 3.	 5	 溝の口観光案内所新設
	3.	15	 中部開発㈱設立（資本金500万円）
	5.	 1	 観光案内所を横浜観光案内所に名称変更
	5.	22	 日本労働者協会瀬谷千池団地40区画分譲
	6.	 1	 神奈川砂利ストック場新設
	6.	 3	 海老名駅〜深谷小学校間（6.1㎞）バス路線免許
	7.	 1	 万騎が原団地第3次住宅地202区画分譲
	7.	23	 横浜センター石油販売所新設
	8.	 1	 休止中の新川島、二俣下川、二ツ橋各駅の営業廃止
	9.	 2	 希望ケ丘中丸団地第1次、第2次住宅地64区画分譲
	9.	22	 第5回い号社債1億3,000万円を発行
	9.	30	 大和駅〜草柳〜日飛工場間（1.9㎞）、大和駅〜光ヶ丘〜東門基地

内間（2.9㎞）バス路線免許
	10.	 1	 天王町駅に初の乗車券自動発売機設置
	10.	19	 ㈲三晃荘買収
	11.	 1	 三ツ境〜大和間複線開通
	11.	 1	 “おかいもの電車”運転開始
	11.	 4	 希望ケ丘屋敷上住宅地49区画分譲
	12.	12	 天谷原工場団地1区画を加藤車体工業㈱工場用地として分譲
	12.	27	 横浜駅西口〜三枚町〜小机駅間（8.9㎞）バス路線免許

1961（昭和36）年

	 1.	 1	 広告取扱所を広告営業所と改称
	1.	25	 第5回ろ号社債1億5,000万円を発行
	2.	 3	 ㈱横浜ステーシヨンビル設立（資本金1億円）
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1961（昭和36）年

	 2.	18	 星川電力区、通信区新設
	3.	16	 駅に管区制度を実施
	3.	16	 希望ケ丘わかば寮新設
	3.	25	 第5回は号社債2億円を発行
	4.	 5	 観光バス・川崎営業所（のち溝の口営業所と改称）新設
	5.	11	 天谷原工場団地8区画を㈱住製ほか7社工場用地として分譲
	5.	16	 地所部新設、都市開発事務所廃止
	7.	14	 万騎が原団地第4次住宅地57区画分譲
	8.	29	 二俣川駅南口〜万騎が原循環〜二俣川駅南口間（2.81㎞）、二俣川

駅北口〜万騎が原循環〜二俣川駅北口間（3.59㎞）バス路線免許
	8.	31	 都内におけるハイヤー・タクシーの営業免許取得
	9.	 7	 東原〜三ツ境駅〜運上野間（2.1㎞）バス路線免許
	9.	25	 瀬谷駅〜下瀬谷間（2.7㎞）バス路線免許
	10.	 1	 資本金を13億円に増資
	10.	 1	 相鉄会館（横浜髙島屋店舗）増築工事完成
	10.	18	 西横ビル完成、同ビルに教習所を新設、診療所を移転
	10.	21	 6000系車両登場
	10.	25	 相鉄会館と相鉄文化会館をつなぐスカイブリッジ完成
	11.	 1	 相鉄ビルサービス㈱設立（資本金250万円）
	11.	16	 事業部横浜営業所千葉出張所新設
	11.	23	 万騎が原碑前住宅地82区画分譲
	12.	 1	 京浜昭興㈱を買収し、商号を相鉄観光㈱と変更（資本金700万円）
	12.	12	 相鉄ビル完成
	12.	13	 本社を横浜市西区北幸町1丁目6番地（相鉄ビル内）に移転
	12.	16	 自動車部にハイタク事務所新設
	12.	21	 満56歳定年制実施
	12.	25	 乗合バス・保土ケ谷営業所新設、二俣川営業所を保土ケ谷営業所

所属二俣川出張所に変更
	12.	25	 観光バス・東京営業所を立会川に移設、横浜営業所を西区南幸に

移設
	12.	25	 東京観光案内所新設

1962（昭和37）年

	 3.	12	 ㈱横浜ボーリングセンター設立（資本金2,000万円）
	3.	28	 横浜駅西口〜バイパス〜戸塚駅間（15.71㎞）バス路線免許
	4.	 1	 大正丸海運㈱、相鉄グループ入り
	4.	 1	 希望ケ丘独身寮を希望ケ丘わかたけ寮に、希望ケ丘わかば寮を希

望ケ丘第1わかば寮に名称変更
	4.	 5	 横浜駅西口〜三ツ沢グランド間（2.6㎞）、横浜駅西口〜和田町〜

大池間（12.11㎞）、相模大塚駅〜鶴間駅間（4㎞）バス路線免許
	4.	13	 相模大塚駅〜相武台前駅間（6㎞）、相模大塚駅〜日産前間（4.95

㎞）、相模大塚駅〜厚木ナイロン〜本厚木駅間（11.6㎞）バス路線
免許

	4.	19	 海老名駅〜倉見駅〜寒川駅間（往13.95㎞、復13.85㎞）、海老名
駅〜倉見駅間（往8.85㎞、復8.75㎞）バス路線免許

	4.	24	 横浜駅西口〜釜台〜和田町駅間（6.87㎞）バス路線免許
	5.	14	 鶴ケ峰駅に初の橋上駅舎完成
	5.	23	 和田町駅〜西原住宅間（3.8㎞）バス路線免許
	5.	28	 横浜駅西口〜三枚町〜鴨居駅間（8.95㎞）バス路線免許
	5.	29	 相鉄交通㈱解散
	6.	 2	 横浜駅西口〜保土ケ谷駅東口〜児童遊園地間（7.54㎞）、横浜駅西

口〜元久保町〜桜木町駅間（9.43㎞）バス路線免許
	6.	20	 船橋コンクリート工業㈱を買収
	6.	23	 神奈川コンクリート工業㈱設立（資本金3,000万円）
	7.	 1	 資本金を14億3,000万円に増資
	7.	 7	 横浜駅西口〜三枚町〜上星川駅間（8.62㎞）バス路線免許
	7.	18	 大井川開発㈱設立（資本金1,000万円）
	8.	10	 相鉄興業㈱設立（資本金5,000万円）
	9.	 1	 相鉄不動産㈱を吸収合併
	9.	 1	 相鉄興業㈱に物品販売業、飲食店業、映画館業、遊戯場業、広告

業等を営業譲渡
	9.	 1	 勤労部、不動産部新設、開発部、地所部廃止
	9.	 1	 事業部千葉営業所新設および静岡営業所新設
	9.	 1	 観光バス・東京営業所を城南営業所と、川崎営業所を溝の口営業

所と、横浜営業所を神奈川営業所と改称
	10.	 1	 自動車部所属ハイタク事務所廃止、相鉄観光㈱にハイタク事業営

業権譲渡
	10.	 6	 第1回相鉄沿線野球大会開催
	11.	 1	 社員クラブ「沢渡」新設

1962（昭和37）年

	11.	23	 横浜ステーションビル開業
	11.	23	 ㈱横浜ボーリングセンターが横浜ステーションビル内に「横浜

ボーリングセンター（横浜駅ビルボール）」を開業
	11.	―	 相鉄だより第1号発行
	12.	18	 相鉄社友会発足

1963（昭和38）年

	 1.	 1	 溝の口わかば寮新設
	2.	 2	 阿夫利号運転（大山阿夫利神社節分祭りに参列する旅客専用電車）
	2.	20	 関東初の新型乗合バス（自動ドア、シングルシート）登場
	3.	 1	 横浜地下街㈱設立（資本金1億円）
	3.	18	 横浜駅西口振興協議会設立
	3.	25	 相鉄自動車工業㈱設立（資本金3,000万円）
	4.	 1	 資本金を22億円に増資
	4.	 1	 相鉄砂利㈱、商号を相鉄興産㈱と変更
	4.	11	 大谷団地（現・えびな国分寺台団地）第1次公庫住宅20戸分譲開始
	4.	27	 横浜駅西口〜池上小学校間（5.95㎞）バス路線免許
	5.	 1	 5両編成列車運転開始
	5.	15	 観光バス・神奈川営業所を移転、横浜営業所と改称、同営業所に

本社第2分室（自動車部）設置
	5.	24	 古川砂利㈱設立（資本金50万円）
	6.	 1	 事業部静岡営業所御前崎出張所新設
	6.	25	 貸切バス・保土ケ谷営業所新設
	6.	26	 貸切バス・横浜営業所に乗合バス・横浜営業所併設
	6.	―	 相模大塚駅構内に検車区詰所完成
	8.	16	 ワンマンカー運行開始（相模大塚駅〜厚木飛行場正門間）
	8.	28	 二俣川駅〜運転試験場〜二俣川駅間（3.45㎞）バス路線免許
	9.	 3	 瀬谷わかば寮新設
	9.	30	 美立橋〜保土ケ谷駅東口〜桟橋入口間（往10.9㎞、復10.96㎞）バ

ス路線免許
	9.	30	 平塚、寒川、社家採取所閉鎖
	9.	―	 保有電車が100両突破（109両）
	10.	 1	 保土ケ谷整備工場新設、二俣川整備工場廃止
	10.	 2	 第1回文明開化横浜まつり開催
	11.	 1	 相鉄興産㈱厚木コンクリート工場完成
	11.	 2	 天谷原工業団地1区画を相鉄興産㈱に分譲
	11.	 6	 相鉄自動車工業㈱自動車整備工場完成
	11.	10	 横浜駅地下道を閉鎖
	11.	11	 大和観光案内所を相鉄大和ビル（相髙ストア大和店）に新設
	11.	14	 和田町駅〜桜ケ丘〜保土ケ谷駅東口間（4.05㎞）バス路線免許
	11.	15	 瀬谷8団地で月賦建売住宅分譲開始
	11.	26	 相鉄三ツ境ビル（相鉄興業㈱・相鉄ストア三ツ境店）開業、京浜興

業㈱が同ストア内に家具センター出店
	11.	―	 万騎が原団地で初のプレハブ住宅10戸分譲
	12.	16	 和田町駅北口新設
	12.	23	 デラックスバス登場

1964（昭和39）年

	 1.	 8	 万騎が原団地で三井銀行との提携による月賦建売住宅分譲開始
（三井・相鉄ホームビル）

	1.	20	 相鉄自動車工業㈱戸塚石油販売所完成
	1.	22	 三ツ境駅構内人道橋完成
	1.	25	 第5回に号社債2億円を発行
	2.	 6	 都市開発部・不動産管理部・観光開発部新設、不動産部廃止
	2.	 7	 北関東開発㈱設立（資本金2,000万円）
	2.	25	 御前崎海運㈱設立（資本金2,000万円）
	3.	 1	 希望ケ丘わかたけ寮を希望ケ丘第1わかたけ寮と、希望ケ丘第1

わかば寮を希望ケ丘わかば寮と名称変更
	3.	10	 鶴ケ峰〜二俣川間（1㎞）に初めてPC枕木を使用
	3.	27	 上星川駅構内に保線区・営繕区事務所完成、西横浜保線区・営繕

区廃止
	3.	31	 保有バスが200両突破（203両）
	3.	31	 平塚ブロック工場閉鎖
	3.	―	 夜叉神荘を取得
	4.	23	 海老名〜本厚木間（往4.9㎞、復4.8㎞）バス路線免許
	4.	28	 二俣川駅橋上駅舎完成、初の軟式乗車券自動印刷発売機を設置
	5.	 1	 観光開発部甲府事務所新設
	5.	11	 相鉄ゴルフ㈱設立（資本金2,000万円）
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1964（昭和39）年

	 5.	23	 第6回い号社債3億2,000万円を発行
	6.	16	 鶴見石油販売所新設
	7.	 2	 横浜駅西口〜千丸台団地間（9.7㎞）バス路線免許
	7.	23	 御坂ゴルフ場建設事務所新設
	7.	24	 白根団地第1次住宅地177区画分譲
	8.	17	 万騎が原団地第5次住宅地20区画分譲
	8.	19	 横浜駅西口〜シルクセンター〜横浜駅東口間（往7.92㎞、復7.89

㎞）、横浜駅西口〜三ツ沢西町〜釜台住宅第3間（5.45㎞）、二俣
川駅〜南希望ヶ丘間（2.8㎞）バス路線免許

	9.	 1	 社長室新設、監査室・企画室廃止
	9.	18	 飯田町ビル（事業部東京営業所）新築
	10.	 3	 川崎市鹿島田に貸切バス・川崎営業所新設、溝の口営業所廃止
11.	 5	 大和〜相模大塚間複線開通、防護トンネル完成
	11.	 5	 準急を急行列車として運転開始
	11.	 5	 小田急電鉄小田原線本厚木駅への乗り入れ廃止
	12.	 1	 西横浜駅橋上駅舎完成
	12.	 1	 横浜地下街観光案内所新設
	12.	 1	 横浜地下街㈱、「ダイヤモンド地下街」を開業
	12.	16	 相鉄自動車工業㈱から戸塚石油販売所譲り受け

1965（昭和40）年

	 1.	 8	 二俣川北口住宅地74区画分譲
	1.	12	 城南わかば寮新設
	1.	23	 厚木操車場新駅舎完成
	1.	25	 三ツ境駅、瀬谷駅に乗合バス案内所新設
	1.	30	 貸切バス・城南営業所改築工事完成
	2.	 8	 三ツ境駅〜相沢〜細谷戸第3間（2.25㎞）、下瀬谷〜瀬谷駅〜細谷

戸第3間（5.05km）バス路線免許
	2.	20	 上星川わかば寮新設、希望ケ丘わかば寮を希望ケ丘第3わかたけ

寮と名称変更
	3.	 1	 横浜駅に当社初の硬券式自動印刷発売機を設置
	3.	25	 二俣川南仲尾住宅地32区画分譲
	3.	―	 初のセミデラックスバス8両新造
	4.	 7	 電気機関車ED14号車新造
	4.	10	 日暮里観光案内所新設
	5.	 1	 片倉町石油配送所新設
	6.	14	 貸切バス・横浜営業所廃止
	7.	 1	 本社所在地が横浜市西区北幸一丁目3番23号となる（住居表示変更）
	7.	 1	 保土ヶ谷化学工業㈱専用側線（50m）廃止
	8.	28	 えびな国分寺台団地（大谷地区）第2次住宅地87区画分譲
	9.	20	 相鉄ゴルフ㈱、「御坂国際カントリークラブ」を開業
	9.	25	 第6回ろ号社債2億円を発行
	10.	 9	 乗合バス・二俣川営業所完成、保土ケ谷営業所二俣川出張所廃止
	10.	30	 西横浜変電所、東洋電機製造㈱敷地より西横浜駅構内に移設、星

川開閉所廃止
	11.	 1	 資本金を33億円に増資
	11.	 1	 相模大塚駅〜日産食堂前間（4.95㎞）バス路線免許
	11.	12	 えびな国分寺台団地（大谷地区）第3次住宅地306区画分譲
	11.	15	 6両編成列車運転開始、休日の日中急行列車を設定
	11.	29	 取締役社長鳥居菊造、取締役会長に、取締役副社長穴水清彦、取

締役社長に就任
	11.	30	 横浜駅西口〜和田町駅〜西原住宅間（9.01㎞）、和田町駅〜三ツ沢

西町〜東神奈川駅〜横浜駅西口間（8.17㎞）、和田町駅〜日本カー
リット間（2.5㎞）、和田町駅〜市沢町間（2.9㎞）バス路線免許

	12.	11	 海老名駅〜才戸〜寒川駅間（往16.25㎞、復15㎞）、富士見台〜寒
川駅間（6.05㎞）バス路線免許

	12.	20	 希望ケ丘北口駅舎完成
	12.	22	 第6回は号社債4億2,000万円を発行
	12.	25	 二俣川乗合バス案内所新設

1966（昭和41）年

	 1.	20	 西横浜駅本屋完成
	1.	25	 横浜営業所〜三ツ沢グランド間（2.81㎞）、横浜駅東口〜高島桟橋

間（1.3㎞）バス路線免許
	2.	17	 えびな国分寺台団地（大谷地区）第4次住宅地164区画分譲
	4.	 1	 大井川興産㈱設立（資本金50万円）
	4.	 1	 相模大塚〜大塚本町間複線開通
	4.	16	 保土ケ谷営業所二俣川出張所を二俣川整備工場に変更

1966（昭和41）年

	 5.	11	 西谷駅橋上駅舎完成
	6.	 2	 海老名駅〜国分寺台第7間（2.8㎞）バス路線免許
	6.	16	 計画部新設
	7.	11	 上場株式の社名略称「相模」を「相鉄」と変更
	7.	25	 第6回に号社債4億円を発行
	7.	27	 横浜駅西口〜和田町〜大池間（12.11㎞）バス路線免許
	9.	 1	 保土ヶ谷化学工業㈱化工機工場専用側線（42ｍ）廃止
	11.	 5	 西野砂利㈱設立（資本金300万円）
	11.	 7	 平日に日中急行列車運転開始
	11.	22	 塩田稲荷神社を上星川駅構内に遷座
	12.	 1	 二俣川文教会館完成
	12.	 7	 横浜駅西口〜第3京浜〜新開橋間（8.95㎞）バス路線免許

1967（昭和42）年

	 1.	25	 第7回い号社債4億円を発行
	2.	 1	 西横浜教習所移転、二俣川教習所と名称変更
	2.	 3	 鍋島陸選工場完成
	2.	15	 希望ケ丘駅南口駅舎完成
	2.	15	 二俣川15m道路隣接住宅地72区画分譲
	2.	16	 二俣川駅〜東海道線平塚駅間（24.9㎞）新線免許申請
	2.	16	 二俣川町〜杉田海岸、二俣川町〜原町田間（26.7㎞）の新線免許申

請取り下げ
	2.	21	 鹿島土地区画整理組合（深見団地）設立認可
	3.	 3	 希望ヶ丘駅〜南希望ヶ丘間（1.1㎞）バス路線免許
	3.	 7	 鵜網陸選工場完成
	3.	15	 橋戸土地区画整理組合（瀬谷団地）設立認可
	4.	 2	 社是制定
	4.	10	 電車基地内に電車区・車掌区移転
	4.	10	 大塚本町〜電車基地間複線開通
	5.	 2	 相鉄観光㈱、商号を相鉄自動車㈱と変更
	5.	 6	 相鉄観光㈱設立（資本金1,000万円）
	5.	 6	 相鉄開発興業㈱設立（資本金1,000万円）
	5.	25	 市沢町〜横浜駅西口〜桟橋入口間（往12.59㎞、復12.49㎞）バス

路線免許
	5.	29	 横浜駅西口〜横浜バイパス〜川上団地第2間（往10.74㎞、復

10.64㎞）バス路線免許
	6.	 1	 ㈱横浜ボーリングセンター、商号を相鉄ボール㈱と変更
	6.	14	 高崎陸選工場完成
	6.	21	 大和わかば寮新設、瀬谷わかば寮を瀬谷わかたけ寮と名称変更
	6.	24	 第7回ろ号社債6億円を発行
	7.	 6	 富士西湖パラマウント・パーク開業
	7.	14	 上星川電力区・通信区完成、星川電力区・通信区廃止
	7.	18	 綾瀬わかたけ寮・希望ケ丘第2わかたけ寮廃止、希望ケ丘第3わ

かたけ寮を希望ケ丘第2わかたけ寮と名称変更
	7.	22	 6000系アルミ車（モハ6021号車）登場
	8.	 4	 神中3号機を修復し電車基地内に保存
	8.	10	 相鉄建設㈱設立（資本金3,000万円）
	8.	16	 建設本部および同本部内に新相鉄ビル建設部・新線建設部新設、

計画部廃止
	8.	16	 那須高原開発事務所新設
	8.	18	 東希望ケ丘67SG8戸、善部25戸分譲
	8.	22	 電車基地完成、検車区移転
	9.	 5	 えびな国分寺台団地121区画、建売住宅49戸分譲
	9.	 5	 瀬谷団地建売住宅193戸分譲
	9.	11	 古河電気工業㈱第1専用側線（400m）廃止
	9.	13	 南房総マリンパーク・ドライブイン・テリーナ開業
	9.	18	 社歌制定
	9.	30	 深谷採取所閉鎖
	10.	16	 事業部東京営業所高崎出張所新設
	10.	26	 乗合バス・横浜駅西口（釜台経由）〜上星川間（6.67㎞）営業開始
	10.	30	 横浜駅西口再開発計画発表
	11.	 6	 大正丸海運㈱、相鉄グループ離脱
	11.	25	 満57歳定年制実施、嘱託採用制度廃止
	12.	 1	 当社、横浜市交通局、神奈川中央交通㈱の乗合バス共通定期乗車

券制度実施



383年表

1968（昭和43）年

	 1.	―	 宮古開発㈱、相鉄グループ入り
	1.	25	 第7回は号社債6億円を発行
	2.	 3	 鉄道保安電話自動化完成
	2.	17	 当社、東京急行電鉄㈱、東京湾フェリー㈱3社の連絡運輸開始
	3.	 1	 深見団地62戸分譲開始
	3.	27	 天王町駅立体交差・高架化工事完成
	3.	28	 竜洋陸選工場完成
	3.	30	 本社第2分室（自動車部、都市開発部）、第1建設ビル（横浜市神奈

川区鶴屋町2－15－18）に移転
	4.	 1	 資本金を50億円に増資
	4.	 1	 横浜〜二俣川間、ATS一部使用開始
	4.	11	 初の冷暖房・テレビ付セミデラックスバス9両登場
	4.	15	 貸切バス・川崎営業所廃止
	5.	21	 天王町倉庫完成、星川倉庫移転
	5.	23	 乗合バス・二俣川駅南口〜希望ヶ丘駅間（4.71㎞）営業開始
	5.	31	 相鉄三ツ境ビル別館完成
	5.	31	 相鉄ゴルフ㈱、船橋コンクリート工業㈱を吸収合併
	6.	 3	 古川砂利㈱、大井川興産㈱を吸収合併、東海開発㈱と商号変更
	6.	16	 乗合バス・西横浜営業所新設、乗合バス・三ツ沢営業所を貸切バ

ス・三ツ沢営業所と、貸切バス・保土ケ谷営業所を乗合バス・保
土ケ谷営業所と名称変更

	6.	27	 乗合バス・二俣川駅南口〜左近山第3間（3.45㎞）営業開始
	7.	 4	 二俣川乗合バス案内所に初の乗車券自動発売機設置
	8.	17	 瀬谷駅構内で列車追突事故発生
	8.	31	 松田採取所閉鎖
	9.	 1	 横浜〜二俣川間、ATS全面使用開始
	9.	 1	 那須別荘地第1期・清流郷323区画分譲開始
	9.	 2	 電算機HITAC－8200型使用開始
	9.	 2	 瀬谷地区建売店舗16戸分譲開始
	9.	25	 第7回に号社債4億円を発行
	10.	 1	 星川駅構内古河電池㈱専用側線（100m）廃止
	10.	16	 事業部伊豆営業所、千葉営業所鹿島出張所新設
	10.	16	 戸田砕石工場完成
	11.	 1	 横浜市へ二俣川大池地区の土地約22万㎡を寄付（現・横浜市二俣

川・こども自然公園の一部）
	11.	 5	 砂利輸送船第1相鉄丸完成
	12.	 5	 相鉄新線、二俣川〜平塚間（25.3㎞）鉄道敷設免許取得
	12.	19	 片倉町石油販売所新設
	12.	23	 東海開発㈱、中部開発㈱を吸収合併
	12.	26	 二俣川〜大和間、ATS使用開始

1969（昭和44）年

	 2.	20	 えびな国分寺台団地（海老名地区、綾瀬地区）第1期分譲開始
	3.	27	 新相鉄ビル第1期建設工事起工式挙行
	4.	14	 和田町駅橋上駅舎完成
	4.	19	 横浜駅改良工事に着手
	4.	22	 星川駅橋上駅舎完成
	5.	 8	 七里ヶ浜シーサイド分譲開始
	5.	16	 事業部静岡営業所静清出張所新設
	5.	26	 第7回ほ号社債6億円を発行
	5.	31	 海老名駅連絡跨線橋完成
	6.	11	 瀬谷駅車扱貨物営業廃止
	6.	18	 相鉄コンクリート㈱設立（資本金5,000万円）
	7.	10	 乗合バス・二俣川駅北口〜ニュータウン第5間（2.1㎞）営業開始
	7.	30	 えびな国分寺台団地69A109戸分譲開始
	8.	 1	 大和〜海老名間ATS完成、全線で使用開始
	9.	 8	 相鉄新線、二俣川〜和泉町間分割工事施行認可
	9.	10	 那須別荘地白雲台458区画分譲開始
	9.	30	 小金井採取所閉鎖
	10.	 9	 ㈱三晃荘、志賀グランドホテルを開業
	10.	25	 第8回い号社債5億円を発行
	11.	10	 久田土地区画整理組合（南瀬谷団地、大和市側）設立認可
	11.	13	 横浜センター石油販売所廃止
	11.	17	 瀬谷駅北口駅舎、北口広場完成、使用開始
	12.	19	 乗合バス・鶴ヶ峰駅〜大池間（3.7㎞）営業開始

1970（昭和45）年

	 2.	 3	 東海開発㈱、東海海運㈱を設立（資本金3,000万円）
	2.	12	 乗合バス・海老名駅〜国分寺台第12間（往4.3㎞、復4.2㎞）営業開始
	2.	13	 えびな国分寺台団地69－H105戸分譲開始
	2.	18	 楠町石油販売所新設、石油課本社部門同所に移転
	3.	14	 下瀬谷土地区画整理組合（南瀬谷団地、横浜市側）設立認可
	4.	 9	 えびな国分寺台団地70A150戸分譲開始
	5.	15	 希望ケ丘4号踏切道立体交差化（地下道）完成
	5.	20	 県下初のサロンカー登場
	5.	29	 2100系アルミ車（6両）登場
	6.	16	 自動車部西横浜営業所所属鶴屋町操車場新設、横浜営業所廃止
	6.	23	 乗合バス・横浜駅西口〜新横浜駅間（7.33㎞）営業開始
	6.	25	 第8回ろ号社債5億円を発行
	7.	10	 新6000系車両（7両）登場
	7.	22	 鳥居菊造、取締役会長を退任
	8.	13	 えびな国分寺台団地70LA88区画、70B105戸分譲開始
	8.	30	 星川駅北口階段完成
	9.	21	 相武台採石所にプラント新設
	9.	24	 相鉄二俣川ビル・二俣川グリーングリーン完成（翌日開業）
	10.	 1	 列車誘導無線装置設置、使用開始
	10.	 7	 えびな国分寺台団地70C－D160戸分譲開始
	10.	19	 相模国分駅、車扱貨物営業廃止
	10.	20	 和田町、希望ケ丘、大塚本町駅手小荷物営業廃止、平沼橋駅の手

荷物営業廃止
	10.	26	 鶴ヶ峰バスターミナル完成
	11.	 9	 7両編成列車運転開始
	11.	29	 七里ヶ浜シーサイド11区画分譲開始
	12.	 1	 乗合バス・鶴ヶ峰駅〜西ひかりが丘間（4.5㎞）営業開始
	12.	22	 第8回は号社債7億円を発行
	12.	26	 平沼橋駅橋上駅舎完成
	12.	26	 平塚石油販売所新設
	12.	29	 相鉄二俣川ビル（二俣川グリーングリーン）内に診療所移転

1971（昭和46）年

	 2.	21	 大和わかば寮を大和わかたけ寮と名称変更
	2.	28	 希望ケ丘第1わかたけ寮廃止、希望ケ丘第2わかたけ寮を希望ケ

丘わかたけ寮と名称変更
	3.	 4	 相鉄映画館ビル（相鉄ムービル）完成
	3.	 4	 えびな国分寺台団地70E70戸分譲開始
	3.	27	 保有客車が200両突破
	3.	29	 相鉄新線第1期工事地鎮祭挙行
	4.	 1	 那須別荘地湧泉峡436区画分譲開始
	4.	 1	 乗合バス・横浜駅西口〜横浜カントリー間（9.6㎞）営業開始
	4.	11	 横浜駅西口五番街方面改札口新設
	4.	20	 ニューサロンカー導入
	4.	22	 えびな国分寺台団地71A110戸分譲開始
	4.	25	 西谷3号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	4.	30	 平沼橋1号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	5.	 1	 経営管理室、監査室新設、社長室、観光開発部廃止、不動産管理

部をビルディング部に改称
	5.	 2	 新相鉄ビル地下延長部分、横浜髙島屋増築部分一部完成
	5.	10	 相鉄新線第1期工事起工式挙行
	5.	25	 第8回に号社債8億円を発行
	6.	 1	 乗合バス・鶴ヶ峰駅〜二俣川駅北口間（2.36㎞）営業開始
	6.	20	 城南わかば寮を城南第1わかば寮と名称変更
	7.	 3	 初の冷房車両登場（新6000系4両）
	7.	17	 横浜インターチェンジ石油販売所開業
	8.	 1	 新相鉄ビル横浜駅部分完成
	8.	12	 かしわ台変電所新設（初の無人変電所）
	8.	26	 えびな国分寺台団地71B80戸分譲開始
	9.	 1	 西横浜、上星川、三ツ境駅手小荷物営業廃止
	9.	 1	 事業部東京営業所高崎出張所廃止
	9.	 8	 希望ケ丘住宅新設（希望ケ丘第1わかたけ寮跡地）
	9.	14	 戸田砕石工場閉鎖
	9.	22	 えびな国分寺台団地71C・71D198戸分譲開始
	10.	 1	 資本金を78億円に増資
	10.	11	 大和変電所無人化
	10.	30	 新相鉄ビル横浜髙島屋部分一部完成
	11.	 1	 乗合バス・鶴ヶ峰駅〜旭台間（3.14㎞）営業開始
	11.	25	 第8回ほ号社債8億円を発行
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1971（昭和46）年

	12.	 9	 相鉄瀬谷ビル完成
	12.	14	 大和駅西口駅舎完成
	12.	15	 電車基地に修車工場、事務所棟完成
	12.	16	 星川修車区移転、かしわ台工機所と名称変更

1972（昭和47）年

	 1.	13	 えびな国分寺台団地71E113戸分譲開始
	2.	12	 東海海運㈱解散
	2.	16	 乗合バス・三ツ境駅〜金ヶ谷間（往1.7㎞、復1.8㎞）営業開始
	3.	23	 えびな国分寺台団地72A82戸分譲開始
	3.	25	 瀬谷駅南口駅舎改良工事完成
	3.	27	 アメリカン・相鉄・コーポレーション設立（資本金10万米ドル）
	3.	31	 高崎陸選工場閉鎖
	3.	31	 西野砂利㈱解散
	4.	 1	 本社第1分室（都市開発部）を東洋ビルに移転
	4.	 1	 西横浜駅構内の宮代砂利㈱、横浜コンクリート㈱専用側線廃止
	4.	 4	 西横浜変電所無人化
	4.	15	 本社第2分室（事業部）を第1建設ビル別館に移転
	4.	15	 事業部静岡営業所御前崎出張所廃止
	4.	22	 本社第1分室（電車・技術・自動車部）を横浜駅前ビルに移転
	5.	 2	 現・相鉄南幸第1ビルを買収
	5.	 4	 事業部厚木営業所新設、事業部伊豆営業所廃止
	5.	16	 上今泉土地区画整理組合設立認可
	5.	20	 えびな国分寺台団地72B96戸分譲開始
	7.	 1	 相鉄建設㈱、京浜興業㈱を吸収合併
	7.	 3	 陽光土地㈱設立（資本金100万円）
	8.	 5	 和泉（いずみ野住宅地）・柏（南まきが原住宅地）・日向山（ひなた

山住宅地）土地区画整理組合設立認可
	8.	 6	 初の自動窓付車両（5100系6両）登場
	8.	24	 えびな国分寺台団地72C76戸分譲開始
	9.	28	 相武台採取所に第2プラント完成
	9.	30	 竜洋陸選工場閉鎖
	10.	 1	 海外研修制度実施
	10.	 2	 第1回転換社債30億円を発行
	10.	28	 南瀬谷団地72E第1期67戸分譲開始
	11.	22	 上星川駅橋上駅舎完成
	12.	 1	 神奈川コンクリート㈱、相鉄グループ離脱
	12.	 5	 相鉄二俣川ビル別館完成
	12.	11	 本社にビル電話（セントレックス）導入

1973（昭和48）年

	 1.	16	 日本市街地開発㈱、相鉄グループ入り
	1.	16	 乗合バス・海老名駅〜農大前間（往5.1㎞、復5.0㎞）営業開始
	2.	10	 南瀬谷団地72E第2期72戸分譲開始
	3.	 1	 乗合バス・二俣川駅北口〜金ヶ谷間（3.03㎞）営業開始
	4.	 1	 乗合バス・大和駅〜ニュータウン南瀬谷（往3.05㎞、復3.15㎞）

営業開始
	4.	 1	 平沼橋2号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	4.	13	 南瀬谷団地72F第3期79戸分譲開始
	4.	30	 事業部千葉営業所鹿島出張所廃止
	5.	14	 新相鉄ビルの愛称を「相鉄ジョイナス」と決定
	5.	16	 経営管理室に総合企画部、関連事業部新設
	5.	16	 相鉄ビルサービス㈱、商号を相鉄ビル管理㈱と変更
	5.	18	 南瀬谷団地73A第4期50戸分譲開始
	6.	15	 大塚本町4号踏切道立体交差化（地下道）完成
	6.	25	 大塚本町1、2号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	8.	 2	 初の中高層集合住宅「相鉄コープ南瀬谷」140戸分譲開始
	9.	 1	 南瀬谷団地73B50戸を分譲開始
	9.	 1	 かしわ台電車基地、鶴屋町操車場に社員食堂完成
	9.	20	 大塚本町3号踏切道立体交差化（地下道）完成
	9.	28	 電車基地〜相模国分駅間複線開通
	10.	10	 新相鉄ビル横浜髙島屋部分完成
	10.	19	 小園団地第1次73C68戸分譲開始
	10.	20	 新相鉄ビル国鉄連絡地下道完成
	10.	29	 乗合バス・綾瀬営業所新設、大和営業所廃止
	11.	19	 電車塗色変更を決定
	11.	20	 新相鉄ビル第1期工事完成、相鉄ジョイナス開業
	12.	 1	 新相鉄ビル地下2階部分開業

1973（昭和48）年

	12.	 1	 60歳までの再雇用制度実施
	12.	 3	 相鉄ローゼン㈱、ノーサッカー制度導入
	12.	19	 海老名駅移設新築工事完成

1974（昭和49）年

	 1.	15	 アメリカン・相鉄・コーポレーション、「ホテルジョイナス」を開業
	1.	16	 マルチプル・タイタンパー導入
	2.	 1	 小園団地第2次73D67戸分譲開始
	2.	 4	 大和駅2階相髙口の旅客扱い廃止
	2.	 8	 横浜駅改良工事完成（3線4ホーム、210m）
	2.	16	 乗合バス・横浜駅西口〜西菅田団地間（6.7㎞）営業開始
	3.	11	 希望ケ丘わかたけ寮改築工事完成
	3.	28	 相模国分〜海老名間複線開通、全線複線化完了
	3.	31	 新相鉄ビル地下1階部分一部開業
	4.	 1	 乗合バス・海老名駅（小園団地経由）〜綾瀬車庫間（3.8㎞）営業開始
	4.	 5	 新橋土地区画整理組合（弥生台住宅地）設立認可
	4.	 8	 アメリカン・相鉄・コーポレーション、「タモンサンズプラザ」を

開業
	4.	18	 本社第1分室（電車、技術、自動車部）相鉄ビルに移転
	4.	19	 本社第2分室（事業部）相鉄ビルに移転
	4.	27	 小園団地第3次73E86戸分譲開始
	5.	11	 相鉄映画館ビル地下1階ムービルプラザ開業
	5.	16	 隔週週休2日制（1、3、5土曜日）実施
	5.	16	 ビルディング部西口管理事務所、二俣川管理事務所新設
	6.	 1	 新相鉄ビル地下2階駐車場完成
	6.	20	 小園団地第4次74A85戸分譲開始
	7.	10	 乗合バス・海老名駅（富士塚経由）〜深谷小学校間（5.4㎞）営業開始
	7.	18	 えびな国分寺台団地74LA65区画分譲開始
	8.	 1	 電算機HITAC－8250型使用開始
	8.	 8	 二俣川駅に県下私鉄初の視覚障害者用点字ブロック設置
	9.	―	 相鉄の那須、清流郷第2次59区画の分譲開始
	9.	20	 希望ケ丘1号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	10.	18	 南瀬谷団地74LB52区画分譲開始
	10.	24	 えびな国分寺台団地74LD30区画、小園団地74LC55区画分譲開始
	11.	 1	 ガソリンスタンド省力化システム導入
	11.	 5	 中川第1土地区画整理組合（緑園都市住宅地）設立認可
	11.	11	 左近山第6（保土ヶ谷バイパス経由）〜二俣川駅北口間（4.5㎞）営

業開始
	11.	11	 上星川3号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	11.	12	 相鉄新線の線名を「いずみ野線」、駅名を「南万騎が原」「緑園都市」

「弥生台」「いずみ野」と決定
	12.	 2	 二俣川2号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	12.	10	 瀬谷営繕区新設、上星川営繕区廃止
	12.	17	 えびな国分寺台団地74LH33区画、南瀬谷団地74LF55区画、小

園団地74LG37区画、戸塚・中田74LE62区画分譲開始

1975（昭和50）年

	 3.	 1	 新株式発行（有償1：0.5、無償1：0.05）
	3.	11	 二俣川1号踏切道立体交差化（地下道）完成
	3.	25	 第9回1号社債10億円を発行
	3.	―	 架線作業車導入
	4.	22	 5000系車両アルミ化工事完了
	5.	12	 関城採取所プラント完成
	5.	16	 石油販売所をサービスステーションに名称変更
	5.	17	 阿久和団地75LA40区画分譲開始
	5.	29	 定款一部変更、事業目的に駐車場施設の経営、医療品、化粧品な

どの物品販売業、物品卸売業を追加、営業年度を年1回に変更、
中間配当制実施

	6.	10	 わが国初の地震自動放送装置を新相鉄ビル防災センターに設置
	6.	27	 南房総観光㈱設立（資本金1,000万円）
	7.	―	 相鉄の那須、白雲台第2次165区画分譲開始
	8.	17	 かしわ台駅新設、大塚本町駅を移設しさがみ野駅と改称、相模大

塚駅橋上駅舎完成
	8.	17	 8両編成列車運転開始
	9.	 1	 星川、大和駅、手小荷物営業廃止
	9.	25	 第9回2号社債25億円を発行
	9.	―	 7000系アルミ車登場
	10.	22	 鵜網採取所閉鎖
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1975（昭和50）年

	12.	15	 電車にシルバーシート設置
	12.	20	 二俣川駅増築工事完成
	12.	25	 西谷4号踏切道廃止（全踏切3種以上となる）

1976（昭和51）年

	 1.	30	 いずみ野線、本線のレール締結
	2.	16	 ㈱横浜精養軒、相鉄グループ入り
	2.	27	 上今泉団地75LH1－100区画分譲開始
	3.	 1	 西横浜駅、車扱貨物営業廃止
	3.	20	 定期券発行機使用開始、発売駅を横浜、星川、二俣川、大和、海

老名駅に集約
	3.	25	 第10回1号社債20億円を発行
	3.	25	 上今泉団地75C70戸分譲開始
	4.	 8	 いずみ野線（二俣川〜いずみ野駅間6.0㎞）開業
	4.	14	 日本市街地開発㈱、港南台センター「バーズ」を完成
	4.	16	 上今泉団地75LH2－94区画分譲開始
	4.	19	 在来線の呼称を「本線」と決定
	4.	23	 新相鉄ビル第2期建設工事に着手
	4.	26	 三ツ境6号踏切道立体交差化（地下道）完成
	5.	21	 上今泉団地76LA119区画分譲開始
	6.	 8	 本社分室（都市開発部）相鉄ビルに移転、これにより本社部門を相

鉄ビルに統合
	6.	10	 上今泉団地76A70戸分譲開始
	6.	10	 瀬谷わかたけ寮廃止
	6.	16	 住宅営業部、資料調査部新設、建設本部および新線建設部廃止
	 	 	 総合企画部を企画部に、勤労部を人事部に、ビルディング部をビ

ル経営部に、新相鉄ビル建設部をビル建設部に改称
	6.	28	 定款一部変更、常任監査役を新設
	6.	28	 取締役社長穴水清彦、取締役会長に、取締役副社長川又英雄、取

締役社長に就任
	7.	15	 事業部静岡営業所静清出張所廃止
	8.	 4	 上今泉土地区画整理事業完成
	8.	20	 上今泉団地76LB71区画分譲開始
	9.	23	 上今泉団地76LB64区画分譲開始
	9.	30	 三ツ境2、3号踏切道立体交差化（地下道）完成
	10.	 1	 相鉄天王町ビル完成
	10.	 1	 乗合バス・和田町駅〜新桜ケ丘団地間（4.2㎞）営業開始
	10.	26	 穴水清彦取締役会長、第19代横浜商工会議所会頭に就任
	10.	―	 和泉土地区画整理事業完成
	11.	19	 上今泉団地76E55戸、小園団地76F14戸分譲開始
	11.	26	 横浜コンクリート㈱、相鉄グループ離脱
	12.	29	 東北、新潟方面に帰郷バス運行開始
	―.	―	 寒川神社初詣バス（海老名駅〜寒川神社）運行開始

1977（昭和52）年

	 1.	 9	 いずみ野住宅地第1次102戸分譲開始
	1.	24	 電車区、車掌区星川詰所完成
	2.	 7	 相武台採取所に汚水処理施設完成
	3.	10	 相鉄コンクリート㈱、湘南建材輸送㈱を設立（資本金1,500万円）
	3.	25	 第10回2号社債20億円を発行
	3.	25	 砂利輸送船第1相鉄丸売却
	4.	 1	 初の深夜バス運行開始（鶴ヶ峰駅〜西ひかりが丘団地間）
	4.	 1	 相鉄献血会発足
	4.	 5	 保土ヶ谷バイパス経由左近山線で深夜バス運行開始
	4.	12	 乗合バスの塗色変更、グリーンバス登場
	4.	28	 関東地区初のパノラマ式ハイデッカー6両登場
	6.	 1	 那須別荘地、建売6戸分譲開始
	6.	 1	 星川駅構内日本硝子㈱専用線廃止、星川駅車扱貨物営業廃止
	6.	16	 満58歳定年制実施
	7.	 1	 いずみ野住宅地第2次45戸分譲開始
	7.	 1	 乗合バス・二俣川駅北口〜旭高校入口間（3.56㎞）営業開始
	7.	14	 相鉄いずみ野ビル銀行棟（B棟）完成
	7.	29	 中層集合住宅「グリーンハイムいずみ野」A地区第1次170戸分譲

開始
	8.	 6	 いずみ野ショッピングセンター「フォンテ」開業
	8.	―	 和田町1号踏切道に歩行者専用地下道完成
	9.	22	 ひなた山住宅地第1次78戸分譲開始
	11.	 4	 自動車部、貸切バス集客営業再開

1977（昭和52）年

	11.	16	 さちが丘荷物センター新設
	11.	19	 グリーンハイムいずみ野A地区第2次215戸分譲開始
	11.	23	 相鉄吉岡グラウンド完成
	12.	 1	 新相鉄ビル第2期工事、駐車場部分開業
	12.	 1	 貸切バス・城南営業所を三ツ沢営業所所属の城南観光バスセン

ターに変更
	12.	 1	 相鉄ビル管理㈱、商号を相鉄企業㈱と変更
	12.	16	 育児休職制度実施
	12.	23	 事業部、生コンクリート代行販売開始
	12.	26	 第2回転換社債50億円を発行

1978（昭和53）年

	 3.	 1	 平塚サービスステーションを平塚駅前サービスステーションと名
称変更

	3.	17	 ひなた山住宅地77D67戸分譲開始
	3.	31	 事業部静岡営業所、厚木営業所廃止
	3.	31	 鍋島陸選工場閉鎖
	3.	―	 本線の重軌条（50㎏N型レール）化100％達成
	4.	 1	 自動車部、貸切バスに係わる旅行斡旋業務開始
	4.	 1	 事業部東京営業所北関東出張所、横浜営業所厚木出張所新設
	4.	 4	 浜田土地区画整理組合設立認可
	5.	23	 新相鉄ビル全館完成、「ジョイナスの森」オープン
	5.	27	 ひなた山住宅地第4次56戸分譲開始
	6.	16	 ビル建設部をビル開発部に改称
	6.	16	 乗合バス車掌廃止
	6.	16	 乗合バス・相模大塚駅〜南林間駅間（4.5㎞）営業開始
	7.	26	 グリーンハイムいずみ野C地区325戸分譲開始
	9.	 1	 相模大塚駅、車扱貨物営業廃止（基地専用品および社用品を除く）
	9.	18	 乗合バス・大和駅（草柳経由）〜桜ヶ丘駅西口間（往3.83㎞、復4.72

㎞）営業開始
	10.	13	 老木採取所に業界初の表土除石設備設置
	10.	27	 ひなた山住宅地第6次78C44戸分譲開始
	10.	―	 初の60㎏レールを平沼橋〜西横浜、上星川〜西谷間に敷設
	12.	25	 事業部横浜営業所厚木出張所廃止

1979（昭和54）年

	 2.	15	 グリーンハイムいずみ野B地区175戸分譲開始
	3.	 6	 ひなた山住宅地78D64戸分譲開始
	3.	16	 満60歳定年制実施、選択定年制採用
	4.	20	 城南第1わかば寮、城南わかば寮と名称変更
	4.	23	 ジョイナスの森に彫刻「茉莉花」設置
	6.	15	 事業部東京営業所北関東出張所廃止
	6.	16	 経営企画室に電算部を新設
	6.	16	 事業部北関東営業所新設
	6.	16	 片倉町サービスステーションおよび同配送所の営業を金港油化㈱

に委託
	6.	18	 第3回転換社債60億円を発行
	6.	28	 グリーンハイムひなた山120戸分譲開始
	6.	―	 柏土地区画整理事業完成
	7.	 1	 相鉄ボール㈱、商号を㈱相栄と変更
	7.	 5	 上星川社員食堂新設
	7.	20	 グリーンハイムいずみ野D地区49戸分譲開始
	8.	―	 瀬谷2号踏切道立体交差化（跨線橋）完成
	9.	 8	 第1回ヨコハマ・カーニバル開催
	9.	15	 南まきが原住宅地第1期60戸分譲開始
	9.	29	 穴水清彦取締役会長逝去
	9.	30	 西横浜〜保土ケ谷駅間（1.0㎞）貨物営業廃止
	9.	―	 新型乗合バス16両登場（前扉ガラスを一枚化）
	11.	19	 相鉄瀬谷駅北口ビル完成
	11.	30	 南まきが原住宅地第2期51戸分譲開始
	12.	 1	 乗合バス・海老名駅（綾瀬高校経由）〜綾瀬市役所間（7.1㎞）、海

老名駅（嫁ヶ久保経由）〜綾瀬市役所間（6.2㎞）営業開始
	12.	12	 相鉄不動産㈱設立（資本金5,000万円）
	12.	16	 旅客専務車掌登場
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1980（昭和55）年

	 2.	 1	 乗合バス・海老名駅（富士塚経由）〜綾瀬車庫間（3.7㎞）営業開始
	2.	20	 グリーンメゾンいずみ野№1地区20戸分譲開始
	3.	 1	 相鉄興業㈱、KS（活気とサービス高揚）運動を展開
	3.	16	 計画部新設
	4.	 1	 相鉄さがみ野ビル㈱設立（資本金1,000万円）
	4.	29	 まきが原ショッピングプラザ「相鉄ライフ」開業
	6.	 7	 グリーンメゾンいずみ野№2地区20戸分譲開始
	6.	16	 楠町サービスステーションを㈲山崎石油商会に、戸塚サービスス

テーションを相鉄自動車工業㈱に、平塚駅前サービスステーショ
ンを㈱原商会に営業委託

	6.	―	 初のナローバス12両登場
	7.	16	 乗合バス・海老名駅（国分寺台経由）〜吉岡芝原間（6.1㎞）営業開始
	7.	18	 いずみ野住宅地80B10戸分譲開始、ひなた山住宅地80A14戸分

譲開始
	8.	 1	 まきが原ライフ内に「相鉄ライフ子供図書館」開設
	8.	22	 南まきが原住宅地80C54戸分譲開始
	8.	22	 相鉄クラブさちが丘新設
	9.	 4	 相鉄南万騎が原ビル銀行棟（D棟）完成
	9.	16	 相鉄クラブジョイナス新設
	9.	―	 新橋土地区画整理事業完成
	10.	 1	 保有客車が300両突破
	10.	 1	 スーパーコーチ4両とスペシャル・スーパーコーチ2両登場
	10.	 1	 乗合バス・東戸塚駅〜川上団地第1間（1.35㎞）、東戸塚駅〜ソニー

研究所前間（往4.06㎞、復3.96㎞）、東戸塚駅〜横浜カントリー
間（往3.76㎞、復3.66㎞）営業開始

	10.	16	 さがみ野管理事務所新設
	10.	27	 星川駅構内に診療所移転
	11.	 2	 南まきが原住宅地80D43戸分譲開始
	11.	28	 さがみ野ショッピングプラザ「相鉄ライフ」開業
	12.	29	 乗合バス・三ツ境駅〜若葉台近隣公園前間（往5.6㎞、復5.7㎞）営

業開始

1981（昭和56）年

	 1.	29	 横浜駅西口周辺地区整備協議会発足
	2.	13	 南まきが原住宅地80E60戸分譲開始
	2.	22	 三ツ境駅（橋上駅舎）使用開始
	3.	 5	 浜田土地区画整理事業完成
	3.	12	 グリーンハイムいずみ野E地区45戸分譲開始
	4.	 4	 大和2号踏切道閉鎖
	4.	 6	 10両編成列車運転開始
	4.	10	 乗合バス・海老名駅〜釜田間（3.5㎞）営業開始
	4.	―	 初の冷房付乗合バス7両を導入
	5.	16	 乗合バス横浜市内均一全線定期券制度実施
	5.	―	 第4帷子川橋梁移設完成
	6.	16	 鶴見サービスステーションを相鉄自動車工業㈱に、桜木町サービ

スステーションを金港油化㈱に営業委託
	6.	25	 南まきが原住宅地81A48戸分譲開始
	6.	26	 杉久保北部土地区画整理組合設立認可
	7.	11	 相鉄南万騎が原ビル別館完成
	8.	 1	 相鉄建設㈱、陽光土地㈱を吸収合併
	8.	22	 浜田住宅地81B61戸分譲開始
	9.	27	 グリーンメゾン沢渡20戸分譲開始
	10.	 8	 陸軌両用架線作業車導入
	10.	15	 相鉄いずみ野ビル銀行棟（D棟）完成
	10.	26	 さがみ野ショッピングプラザ「相鉄ライフ」、神奈川県下建築コン

クール優秀賞受賞
	10.	―	 保健婦による職場巡回を開始
	11.	14	 浜田住宅地第2期61戸分譲開始
	11.	―	 大型コンピューター「M－160Ⅱ型」導入
	12.	 1	 三ツ境駅人工広場一部使用開始

1982（昭和57）年

	 3.	25	 中層集合住宅「グリーンハイム弥生台」260戸分譲開始
	4.	 1	 無償新株式を発行（1：0.05）
	4.	 1	 初の賃貸住宅ビル・相鉄南万騎が原住宅ビル完成
	4.	 1	 二俣川駅に新型定期券発行機増設
	4.	18	 弥生台住宅地第1期47戸分譲開始
	5.	13	 乗合バス小机線の西菅田団地乗り入れ開始

1982（昭和57）年

	 6.	 9	 相鉄興業㈱、㈱相商を設立（資本金1,000万円）
	6.	12	 浜田住宅地第3期49戸分譲開始
	6.	25	 定款一部変更、単位株制度を導入、常勤監査役を新設
	7.	13	 希望ケ丘2号踏切道立体交差化（地下道）完成
	7.	29	 三ツ境駅人工広場全面完成
	8.	11	 二俣川教習所の模型運転室使用開始
	8.	25	 第11回1号社債40億円を発行
	9.	 1	 相鉄興業㈱、㈱相髙を吸収合併、相鉄ローゼン㈱と商号変更
	9.	 1	 乗合バス・海老名駅（釜田経由）〜綾瀬市役所間（5.3㎞）営業開始
	9.	15	 定年退職者等医療基金制度設立
	9.	18	 南まきが原住宅地82D19戸分譲開始
	9.	21	 大型方向幕付新型乗合バス4両を導入
	10.	 9	 弥生台住宅地第2期50戸分譲開始
	10.	15	 乗合バス・保土ケ谷営業所、二俣川整備工場廃止
	10.	16	 乗合バス・旭営業所、旭整備工場新設
	11.	 1	 相鉄北幸駐車場開業
	11.	 6	 浜田住宅地第4期56戸分譲開始
	11.	12	 ㈱横浜ステーシヨンビル、横浜駅ビル商事㈱を設立（資本金2,000

万円）
	11.	25	 領家、西田土地区画整理組合設立認可
	11.	26	 上今泉第2土地区画整理組合設立認可
	11.	26	 横浜ステーションビルが「シァル」として新装オープン
	11.	30	 城南観光バスセンター廃止
	11.	30	 城南わかば寮廃止
	12.	 4	 事業部、ガラス工事業営業開始

1983（昭和58）年

	 1.	20	 相鉄ローゼン㈱、私鉄関連チェーンストア7社とともに、Vマー
ク商品の販売開始

	1.	22	 ㈱相鉄エージェンシー設立（資本金1億円）
	2.	19	 弥生台住宅地第3期47戸分譲開始
	3.	15	 貸切バス・三ツ沢営業所廃止
	3.	16	 二俣川営業所に貸切バス部門併設
	3.	19	 グリーンハイム弥生台第2期67戸分譲開始
	3.	―	 東柏ケ谷跨線人道橋新設
	3.	―	 乗合バス塗色変更により全車両グリーンバスとなる
	4.	 5	 中型貸切バス・ラウンジコーチ2両登場
	4.	 7	 南万騎が原テニスコート完成
	4.	16	 浜田住宅地第5期42戸分譲開始
	4.	29	 やよい台ショッピングプラザ「相鉄ライフ」開業
	5.	21	 南まきが原住宅地第9期23戸分譲開始
	5.	30	 乗合バス・三ツ境駅〜若葉台中央間（往6.85㎞、復6.95㎞）営業

開始
	6.	13	 乗合バス・三ツ境駅〜ニュータウン南瀬谷循環（8.55㎞）、三ツ境

駅〜ニュータウン南瀬谷間（3.8㎞）営業開始
	6.	16	 事業開発部新設、経営管理室廃止、企画部を経営企画部に改称
	7.	 1	 那須別荘地五峰平第1次103区画分譲開始
	7.	21	 横浜ケーブルビジョン㈱設立（資本金1,000万円）
	7.	23	 弥生台住宅地第4期48戸分譲開始
	9.	 1	 西谷、鶴ケ峰駅手小荷物営業廃止
	9.	10	 浜田住宅地第6期83－D43戸分譲開始
	9.	16	 建設部新設
	10.	14	 茅ヶ崎市行谷地区の当社所有地を文教大学に譲渡
	11.	 3	「ジョイナスの森彫刻公園」開設
	11.	 3	 弥生台住宅地第5期25戸分譲開始
	11.	12	 三ツ境駅前広場バスターミナル使用開始
	12.	 6	 相鉄クラブさちが丘にトレーニングルーム開設
	12.	10	 横浜駅乗り入れ50周年記念電車「ほほえみ号」運転開始
	12.	12	 相鉄鶴屋町ビル竣工
	12.	23	 第11回2号社債30億円を発行
	12.	26	 かしわ台土地区画整理組合設立認可
	12.	29	 ほほえみ号で「ほほえみ号児童画展」開始

1984（昭和59）年

	 2.	 3	 神中鉄道時代の花形客車「ハ20形ハ24号」かしわ台電車基地に保存
	2.	16	 さちが丘荷物センター廃止
	3.	 1	 相鉄ローゼン㈱、電算機センターに大型コンピュータ導入。スー

パーマーケット全店でEOS使用開始



387年表

1984（昭和59）年

	 3.	22	 大和第1むつみ寮廃止、これによりむつみ寮全廃
	3.	25	 乗合バス・海老名駅（国分寺台経由）〜綾瀬市役所間（6.2㎞）、海

老名駅（早川経由）〜綾瀬市役所間（6.3㎞）営業開始
	4.	 1	 適格退職年金制度実施
	4.	 1	 相鉄KSビル開業
	4.	 7	 いずみ野線延伸計画（2.2㎞）発表
	4.	28	 弥生台住宅地第6期50戸分譲開始
	5.	14	 乗合バス・海老名駅〜かしわ台駅間（3.7㎞）営業開始
	5.	16	 横浜駅に初の回数券自動発売機設置
	6.	 1	 横浜駅2階自由通路完成
	6.	16	 ビル経営部西口営業事務所、二俣川営業事務所新設
	7.	 1	 大型方向幕、冷房付ナローバス4両登場
	7.	14	 弥生台住宅地第7期41戸分譲開始
	7.	―	 相模大塚駅構内の増線工事完成
	8.	4･5	 第1回かしわ台電車基地親子見学会開催
	9.	27	 ダイヤモンド地下街が「ザ・ダイヤモンド」として新装オープン
	10.	 1	 鉄道乗継運賃割引制度実施
	10.	 1	 大和わかたけ寮廃止
	10.	17	 横浜ケーブルビジョン㈱、横浜市旭区における有線テレビジョン

放送施設設置許可取得
	10.	20	 グリーンハイムいずみ野F地区48戸分譲開始
	11.	 3	 南えびな杉久保住宅地第1期55戸分譲開始
	11.	12	 相鉄南万騎が原ビル銀行棟（E棟）完成
	12.	 1	 上星川変電所（無人）新設
	12.	14	 横浜情報ネットワーク協議会発足
	12.	23	 乗合バス・海老名駅（杉久保住宅経由）〜農大前間（5.1㎞）営業開始
	12.	24	 国分寺台線で深夜バス運行開始

1985（昭和60）年

	 1.	18	 全駅ホームに誘導ブロック敷設完了
	2.	 2	 南えびな杉久保住宅地第2期52戸分譲開始
	2.	19	 ㈱相鉄スポーツ設立（資本金1,000万円）
	3.	 1	 相鉄ローゼン㈱、スーパーマーケット全店でバーコードスキャ

ナー導入
	3.	 9	 リゾートマンション「相鉄の強羅」54戸分譲開始
	3.	15	 手小荷物営業完全廃止
	4.	 5	 杉久保北部土地区画整理事業完成
	4.	 8	 乗合バス・かしわ台駅（釜田経由）〜綾瀬市役所間（4.55㎞）営業開始
	4.	13	 南えびな杉久保住宅地第3期42戸分譲開始
	4.	19	 事業部千葉営業所を市原市平田に新築移転
	4.	26	 絵ハガキ「相鉄沿線駅のある風景素描集」第1集販売
	5.	 7	 ITC運行管理センター建物完成
	5.	10	 相鉄弥生台ビル銀行棟（F棟）完成
	5.	16	 上今泉第2土地区画整理事業完成
	6.	15	 ビル経営部営業事務所、管理事務所廃止
	6.	16	 営業本部制を採用、鉄道営業本部、自動車営業本部、住宅営業本

部、ビル営業本部、商事営業本部新設、資料調査部廃止
	 	 	 ビル経営部横浜営業所、二俣川営業所新設
	6.	26	 相鉄三ツ境ビルB棟（コミュニティビル）完成
	6.	28	 定款一部変更、事業目的に情報提供・処理サービス業、電気通信

事業、有線放送事業を追加
	7.	 6	 南えびな杉久保住宅地第4期50戸分譲開始
	8.	29	 日本市街地開発㈱、㈱アクトを設立（資本金800万円）
	9.	 1	 相鉄ローゼン㈱、経理業務システムを大型コンピュータに統合
	9.	14	 相鉄ジョイナス3階全面改装オープン
	9.	16	 乗合バス・海老名駅〜海老名総合病院間（2.45㎞）営業開始
	10.	25	 汎用コンピューター「M－240H型」に代替
	11.	 2	 上今泉住宅地60戸分譲開始
	11.	13	 南房総観光㈱解散
	12.	 1	 運転司令所、ITC運行管理センターへ移転
	12.	25	 第4回転換社債50億円を発行

1986（昭和61）年

	 1.	11	 上今泉住宅地44区画分譲開始
	1.	29	 大和駅周辺連続立体交差工事に着手
	2.	 1	 初の有料駐輪場「相鉄さがみ野駐輪場」開設
	2.	 7	 ジョイナスの森彫刻公園、横浜市「まちなみ景観賞」受賞
	2.	21	 いずみ野線いずみ野〜中和田間分割工事施行認可

1986（昭和61）年

	 2.	―	 相鉄不動産㈱、相模鉄道㈱、相鉄建設㈱、「相鉄不動産流通ネッ
トワーク」運営開始

	3.	13	 相鉄ジョイナス地下2階「泉の広場」に彫刻「風と樹」設置
	3.	16	 乗合バス・相模大塚駅〜綾瀬車庫間（5.44㎞）、相模大塚駅（さが

み野駅経由）〜相武台前駅間（6.4㎞）営業開始
	3.	19	 南えびな杉久保住宅地にゴルフ練習場、テニスコート完成
	3.	20	 絵ハガキ「相鉄沿線駅のある風景素描集」第2集販売
	3.	20	 ㈱相鉄スポーツ、「相鉄スコー・スポーツプラザ杉久保」を開業
	3.	22	 相鉄美立橋ビル完成
	3.	28	 かしわ台土地区画整理事業完成
	3.	29	 南えびな杉久保住宅地で初の高層集合住宅「サンパルク650」第1

次108戸分譲開始
	3.	31	 藤沢市遠藤地区の当社所有地を慶応義塾大学に譲渡
	4.	 1	 県下初の新型貸切バス、スーパーハイデッキ・ラウンジコーチ2

両登場
	4.	 1	 乗合バス横浜市内共通回数券制度実施
	4.	 6	 新7000系車両10両登場
	4.	 7	 ㈱相鉄スポーツ、「相鉄スコー・カルチャーフォーラム三ツ境」を

開業
	5.	 1	 相鉄グループ統一クレジットカード「シーガルカード」発行
	5.	28	 相鉄ローゼン㈱、相鉄ドラッグ㈱を設立（資本金3,000万円）
	6.	16	 ホテル準備室、住宅営業本部緑園都市部、建設本部計画部、同建

設部新設、計画部廃止
	 	 	 住宅営業本部住宅営業部横浜営業所・県央営業所と緑園都市部緑

園都市営業所、ビル営業本部ビル経営部三ツ境営業所新設
	6.	16	 完全週休2日制実施
	6.	16	 ITC（総合列車運行管理装置）本使用開始
	6.	16	 土曜ダイヤ新設（鉄道・21日より適用）
	6.	16	「これからの駅」アイデア募集を開始
	6.	21	 横浜市内観光専用バス「よこはまハイカラツアー」運行開始
	7.	 3	 相鉄ローゼン㈱、移動販売車「モービルマート」スタート
	7.	 5	 南えびな杉久保「サンパルク650」第2次86戸分譲開始
	7.	18	 相鉄グラウンド新設
	7.	18	 相鉄ローゼン㈱、そうてつローゼン大口店・弥生台店でPOS実験

開始
	7.	31	 相鉄吉岡グラウンド廃止
	8.	22	 いずみ野線いずみ野〜中和田間分割工事着手
	9.	21	 相鉄ジョイナス4階全面改装オープン
	9.	24	 北関東開発㈱解散
	10.	 9	（仮称）新本社ビル起工式挙行
	10.	16	 横浜情報ネットワーク㈱設立（資本金1億5,000万円）
	10.	18	 緑園都市住宅地第1期59戸分譲開始
	10.	30	 相鉄三ツ境ビルA棟（商業ビル）に三ツ境ショッピングプラザ「相

鉄ライフ」開業
	10.	30	 アメリカン・相鉄・コーポレーション、「ホテルトロピカーナ」を

買収
	10.	30	 相鉄ローゼン㈱、そうてつローゼン三ツ境店にVMD（Visual	

Merchandising）本格導入
	11.	11	 横浜情報ネットワーク協議会、「Y－NET　ICカード」実験開始
	11.	21	 横浜駅西口広場にシンボルタワー完成
	12.	 1	 乗合バス・かしわ台駅〜市民文化センター前間（5.15㎞）営業開始
	12.	 6	 緑園都市住宅地25区画分譲開始
	12.	 8	 相鉄ローゼン㈱、東京証券取引所市場第2部に株式上場
	12.	16	 相鉄鶴屋町ビル取得

1987（昭和62）年

	 1.	 1	 シンボルマーク制定・実施
	1.	17	 緑園都市住宅地第2期55戸分譲開始
	1.	31	 緑園都市住宅地第3期50戸分譲開始
	2.	 3	 三ツ境駅周辺整備事業、横浜市「まちづくり功労者賞」受賞
	2.	14	 南えびな杉久保「サンパルク650」第3次108戸分譲開始
	3.	20	 電車冷房化率100％を達成
	3.	31	 宮古開発㈱、相鉄グループ離脱
	4.	 1	 相鉄緑園都市ビル完成、緑園都市住宅地でホームセキュリティシ

ステム稼働
	4.	 1	 緑園都市コミュニティ協会（RCA）設立
	4.	 1	 アメリカン・相鉄・コーポレーション、「相鉄トロピカーナホテル」

営業開始
	4.	 9	 緑園都市住宅地の当社所有地をフェリス女学院大学に譲渡
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1987（昭和62）年

	 4.	12	 グラフィックカー「緑園都市号」運転開始
	4.	13	 緑園都市駅にわが国初のタッチパネル式自動券売機設置
	4.	15	 中川第1土地区画整理事業完成
	4.	17	 緑園都市駅に初のエスカレーター設置
	5.	11	 高層集合住宅「サン・ステージ緑園都市・西の街」第1期第1次90

戸分譲開始
	5.	13	 横浜地下街㈱、沢渡ビル完成
	5.	20	 無償新株式発行（1：0.1）
	5.	28	 横浜情報ネットワーク㈱、映像情報サービス「タウンキッス」稼働
	6.	 1	 横浜地下街㈱、「ダイヤモンドスポーツクラブ	アトラス」を開業
	6.	 9	 緑園都市住宅地第4期53戸分譲開始
	6.	15	（仮称）相鉄レジャービル建設工事に着手
	6.	15	 住宅営業本部緑園都市部緑園都市営業所廃止
	6.	16	 情報関連準備室、住宅営業本部企画開発部、同都市建設部、商事

営業本部商事部、新線建設部新設
	 	 	 住宅営業本部都市開発部、同緑園都市部、鉄道営業本部建設部廃止
	 	 	 住宅営業本部住宅営業部緑園都市営業所、同契約事務所、同住宅

サービスセンター新設
	6.	26	 定款一部変更、事業目的中地方鉄道業を鉄道事業に変更、総合

リース業を追加、名義書換代理人を新設
	6.	30	「サン・ステージ緑園都市・西の街」第1期第2次73戸分譲開始
	7.	18	 三ツ境駅と同駅人工広場にエスカレーター設置
	7.	27	 緑園都市駅改良工事完成
	7.	27	 緑園都市駅に相鉄サービスセンター「グリーンぽけっと」設置
	8.	12	 横浜駅西口再開発計画発表
	8.	12	 二俣川駅4線化工事起工式挙行
	8.	17	 第5回転換社債100億円を発行
	9.	 1	 相鉄ローゼン㈱、私鉄関連チェーンストア7社とともに、㈱八社

会設立
	9.	15	 住宅営業本部住宅営業部横浜営業所廃止
	9.	15	 日本市街地開発㈱、港南台センター「バーズ」内に小型映画館「シ

ネサロン」開館
	9.	16	 乗合バス定期券を5駅（横浜、星川、二俣川、大和、海老名）で発

売開始
	9.	16	 住宅営業本部住宅営業部銀座営業所新設
	9.	30	 相鉄ローゼン㈱、㈱相販を設立（資本金3,000万円）
	10.	 1	 相鉄緑園都市駐輪場（有料）開設
	10.	13	 横浜情報ネットワーク㈱、相鉄グループ入り
	10.	13	 3010系のVVVFインバータ制御化工事完成
	10.	16	 自動車部「自動車総合管理システム」の一部が稼働
	10.	20	「サン・ステージ緑園都市・西の街」第2期179戸分譲開始
	10.	31	 横浜ケーブルビジョン㈱、旭区でCATV実験放送開始
	11.	 1	 相鉄星川駐輪場（有料）開設
	11.	 7	 山手台住宅地（領家・西田地区）第1期49戸、第2期44戸分譲開始
	11.	18	 創立70周年記念事業として、「神奈川の教育を推進する県民会議」

に「相鉄賞」を新設

相鉄グループ

1988（昭和63）年

	 1.	 1	 川又英雄相模鉄道㈱社長が会長、對馬好次郎副社長が社長に就任
	3.	16	 二俣川〜いずみ野駅間の電車線ツインシンプル化工事完成
	3.	18	 仲介部門新ブランドロゴマーク「アップス（UP'S)」制定	 	

	 相鉄不動産㈱
	4.	 2	 横浜熱供給㈱設立
	5.	17	 相鉄ホテル㈱設立
	6.	 6	 二俣川変電所の移転工事完成
	6.	20	 緑園都市スポーツ㈱設立
	7.	 8	「相鉄アップスネットワーク」設立	 相鉄不動産㈱
	7.	19	 相鉄本社ビル完成
	8.	 1	「弱冷房車」運転本稼働
	8.	 1	 東京証券取引所市場第1部上場	 相鉄ローゼン㈱
	8.	 8	 本社を相鉄本社ビルに移転
	8.	29	 新7000系車両の一部にVVVFインバータ制御装置導入
	10.	 1	 注文住宅業ブランドロゴマーク「HOUSE’S」制定	 相鉄不動産㈱
	10.	10	 高級スポーツクラブ「ウィンデックス」開業
	10.	18	「相鉄ムービル」（相鉄南幸第2ビル）完成
	10.	25	 相鉄ジョイナス4階「自然の広場」リニューアルオープン
	10.	25	 コンビニエンスストアの実験店舗「ストップ・イン」を緑園都市駅

に出店	 相鉄ローゼン㈱
	11.	16	 東京営業所設置	 相鉄企業㈱
	12.	 1	 相鉄山手台ビル完成
	12.	 5	 御前崎海運㈱を小池造船海運グループに譲渡
	―.	―	 相模鉄道本線・県道丸子中山茅ヶ崎線立体交差工事完了

1989（平成元）年

	 3.	11	 輸入生活雑貨店「ist緑園都市店」開店
	3.	15	 相鉄南幸第3ビル完成
	3.	16	 相鉄ジョイナス1階に「貸切・高速バスセンター」新設
	3.	19	 グラフィックカー「アートギャラリー号」運転開始
	3.	19	「相鉄ぽけっとカード」発売
	3.	23	 高速バス・大阪線「ブルーライト号」営業開始
	3.	25〜10.1　横浜博覧会「YES’89」参画・協賛	 	

	 相模鉄道㈱、横浜情報ネットワーク㈱、相鉄企業㈱
	4.	14	 いずみ野変電所完成
	5.	11	 相鉄緑園都市共同ビル完成
	5.	26	 緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」（相鉄緑園都市共同ビ

ル）開業
	7.	17	 相鉄杉久保北ビル完成
	7.	20	 高速バス・田沢湖線「レイク＆ポート号」営業開始	
	 7.	29	 高速バス・金沢線「ラピュータ号」営業開始	
	 8.	25	「クイント星川」（星川SFビル）開業
	9.	20	 ロングレール化全線完成
	10.	27	「エーデル元箱根」、「第34回神奈川県建築コンクール」奨励賞を

受賞
	11.	20	 ㈱第一相美社、相鉄グループ入り
	11.	20	 ㈱横浜城南学園、相鉄グループ入り
	11.	22〜25　「’89世界女流アマ選抜囲碁大会・ヨコハマ相鉄杯」協賛
	―.	―	 厚木駅構内改良工事完成

1990（平成2）年

	 2.	 1	 相鉄文化会館開館
	2.	 6	 緑園都市住宅地内の「四季の径」が「第3回まちなみ景観賞」受賞
	2.	23	 相鉄不動産南万騎が原ビル（現・相鉄南万騎が原第2ビル）完成	

	 相鉄不動産㈱
	3.	26	 そうてつローゼンのイメージソング「人あざやかに」完成	 	

	 相鉄ローゼン㈱
	4.	 4	 いずみ中央駅開業
	4.	18	 相鉄かしわ台ビル完成
	4.	26	 相鉄ジョイナス「24時間通路」「23時通路」「三角広場」改装
	5.	31	 大手民鉄として承認される
	6.	22	 ㈱第一相美社が第一相美㈱に商号変更
	7.	20	 二俣川駅北口共同ビル完成
	7.	27	 二俣川ショッピングプラザ「相鉄ライフ」開業。二俣川駅北口バス

ターミナルの使用開始
	8.	 5	 乗合バス・美立橋案内所廃止
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1990（平成2）年

	10.	16	 千葉営業所設置	 相鉄企業㈱
	10.	18	 相鉄鶴屋町駐車場ビル完成
	10.	19	「相鉄高速バスセンター」営業開始
	10.	19	 ㈱葉山ボンジュール設立
	11.	 3	「第1回バーズ杯争奪港南区少年野球大会」開催	 日本市街地開発㈱
	11.	 5	 日本都市整備㈱、相鉄グループ入り
	12.	20	 高速バス・徳山線「ポセイドン号」営業開始
	12.	21	 高速バス・高松線「トリトン号」営業開始
	12.	25	 8000系新型車両導入。保有稼働客車400両達成

1991（平成3）年

	 3.	25	 三ツ境変電所完成
	3.	25	 相鉄山手台第2ビル完成
	4.	 5	 乗合バス・全車両冷房化完了
	5.	 1	 横浜駅終日禁煙実施
	5.	30	「相鉄ムービル」（相鉄南幸第2ビル）増築工事完成
	6.	26	 スーパーマーケット全店でPOS導入	 相鉄ローゼン㈱
	6.	27〜9.27　横浜市内遊覧バス「横浜物語」運行	 相鉄観光㈱
	9.	 9	 横浜市が建設した鶴ヶ峰バスターミナル使用開始
	9.	26	 日本証券業協会に株式を店頭登録	 相鉄企業㈱
	10.	10	 上星川駅に相鉄線初の自動改札機導入
	10.	24	 相鉄ジョイナス地下1階食品街リニューアルオープン
	11.	15	 相鉄ジョイナス地下1階・2階間に、横浜市初の中間水平部付き

エスカレーター設置
	12.	 1	 知的障害者に対する鉄道運賃割引制度導入
	12.	 4	 相鉄さがみ野駐車場ビル開業

	1992（平成4）年

	 3.	11	 鉄道のダイヤ作成システム導入
	3.	16	 出田町埠頭での骨材管理業務を東海開発㈱に移管
	4.	 1	 横浜駅に相鉄線初の自動定期券発売機設置
	4.	20	 綾瀬チルドセンター開設	 相鉄ローゼン㈱
	4.	23	「ジスタス」（相鉄・畑緑園都市共同ビル）完成
	6.	 1	「そうてつローゼン」新ストアシンボルマーク発表	 相鉄ローゼン㈱
	7.	 1	 乗合バスで持参人定期券導入
	7.	20	 希望ケ丘駅上りホームに車いす専用スロープ設置
	8.	 1	 大手民鉄初の全駅終日禁煙実施
	8.	 6	 相鉄日産神奈川販売㈱設立
	8.	27	 横割型木造3階建て集合住宅「スーパーハウス」完成
	9.	14	 相鉄山手台第3ビル、相鉄山手台第4ビル完成
	9.	28	 賃貸集合住宅「シティパル」完成	 相鉄企業㈱
	10.	 6	 相鉄山手台第5ビル完成
	12.	21	 旭・西横浜営業所乗合バスでバスカード使用開始
	12.	25	 平沼橋駅などに傾斜型自動券売機導入

1993（平成5）年

	 1.	11	 9000系新型車両導入
	1.	18	「アーカス」（相鉄・松本緑園都市共同ビル）完成
	2.	18	「オベリスク」（相鉄・渋谷緑園都市共同ビル）完成
	2.	19	 乗合バス全車両でバスカード使用開始
	3.	 5	 岡津土地区画整理事業完成
	3.	13	 鶴ケ峰駅に相鉄線初の自動精算機設置
	3.	19	 上星川駅に車いすと一般旅客の同時利用可能なエスカレーター4

基新設
	3.	20	 かしわ台駅・南万騎が原駅にホーム転落検知装置を設置
	4.	21	 いずみ中央ショッピングプラザ「相鉄ライフ」（相鉄いずみ中央ビ

ル）開業
	5.	28	 西谷変電所完成
	8.	 1	 大和駅地下ホーム使用開始、踏切6ヵ所閉鎖	
	 9.	 1	 一般食品新物流システム稼働	 相鉄ローゼン㈱
	10.	 1	 東京営業所と千葉営業所が統合、首都圏営業所となる	 相鉄企業㈱
	11.	 1	「プラード」（相鉄・斎藤・雨之宮緑園都市共同ビル）完成
	11.	 2	 高速バス・新潟線「サンセット号」営業開始
	12.	20	 ㈱パシフィック・コンベンションサービス設立
	12.	27	 相鉄バスカード「干支シリーズ」発売

1994（平成6）年

	 2.	 4	 香川・下寺尾特定土地区画整理組合設立認可
	2.	14	 いずみ中央駅〜湘南台駅、第3期区間の建設工事着手
	3.	19	 横浜クリエーションスクエア完成
	6.	 4	 緑園南が丘住宅地第1期12戸分譲開始
	7.	 1	 二俣川駅に案内サービス専任の駅係員（案内係）を配置
	7.	 1	 分譲営業部門を相模鉄道㈱から、木造住宅建設部門を相鉄建設㈱

から移管	 相鉄不動産㈱
	7.	 1	 横浜駅ビル建物㈱、相鉄グループ入り
	7.	28	「相鉄の那須」内にコテージ型林間リゾートホテル「コテージ	アル

カディア」開業
	7.	29	 綾瀬市早川城山特定土地区画整理組合設立認可
	7.	29	 高気密・高断熱住宅２戸を山手台サウス地区に完成
	9.	 1	 菓子新物流システム稼働	 相鉄ローゼン㈱
	9.	19	 港南台214ビル完成	 日本市街地開発㈱
	10.	 1	 冷凍食品新物流システム稼働	 相鉄ローゼン㈱
	10.	 8	 ヨコハマスカッシュ＆スパクラブ「コータコート」営業開始
	10.	21	 對馬好次郎相模鉄道㈱社長が第21代横浜商工会議所会頭就任
	12.	27	 相鉄鶴屋町ビルの7・8階を学校法人岩崎学園に譲渡し、相鉄岩

崎学園ビルと名称変更

1995（平成7）年

	 1.	 1	 對馬好次郎相模鉄道㈱社長が会長に、星野正宏専務取締役が社長
に就任

	3.	19	 全駅自動改札化完了
	3.	23	 南幸共同ビル完成（現・相鉄南幸第7ビル）	 	

	 相模鉄道㈱、相鉄企業㈱
	3.	29	 大和研修所開設	 相鉄企業㈱
	3.	31	 大和駅周辺連続立体交差工事完成
	4.	20	 運転司令所にITC訓練システム導入
	5.	25	 ITTシェラトンコーポレーションと業務提携
	5.	―	 相鉄本社ビル内LAN回線敷設開始
	7.	 1	 県央営業所設置	 相鉄企業㈱
	7.	21〜8.31　会員制バス「レイクライナー」運行
	8.	 1	 家庭用品新物流システム稼働	 相鉄ローゼン㈱
	8.	10	 相鉄緑園都市ビル完成
	9.	 1	 時差回数乗車券「オフピークチケット」、土・休日割引回数乗車券

「サンキューチケット」発売
	9.	28	 相鉄岩崎学園ビルの5・6階を学校法人岩崎学園に譲渡
	10.	10	 アイドリング・ストップバス2両導入

1996（平成8）年

	 1.	17	 防災規則制定
	2.	13	 緑園都市インタージャンクションシティ計画が「第6回まちなみ景

観賞」受賞
	3.	27	 蓄圧式ハイブリッドバス1両導入
	3.	31	 ㈱横浜城南学園解散
	4.	26	 大和駅共同ビル「PROSS」開業
	6.	30	 相鉄日産神奈川販売㈱解散
	7.	 1	 アルコット二俣川完成
	8.	22	 日本証券業協会に株式を店頭登録	 横浜地下街㈱
	11.	 1	 横浜駅・二俣川駅・大和駅・海老名駅の4駅に防犯監視カメラ設置
	11.	15	 宮古土地区画整理事業完成

1997（平成9）年

	 3.	10	 シルバーシートを相鉄線全車両に設置完了
	3.	16	 事務センター新設	 相鉄ローゼン㈱
	3.	18	 かしわ台駅東口駅舎建替工事完成
	4.	 1	 貸切バス28両を相鉄自動車㈱に移管
	4.	25	 ㈱アトラス設立
	4.	―	 ＬＡＮによる経理伝票入力システム稼働
	4.	―	 乗合バスで「ちびっ子50円キャンペーン」開始
	9.	 1	 乗合バスで「近距離定期券」導入
	10.	14	 緑園都市駅が「第1回関東の駅百選」に認定される
	11.	11	 低床バス2両運行開始
	11.	―	 二俣川駅に相鉄線初の幅広自動改札機設置
	12.	 1	 乗合バス・横浜営業所使用開始
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1998（平成10）年

	 2.	19	 公式ホームページ「相鉄オンライン」開設
	3.	 3	 運転司令所に地震自動通報装置設置
	3.	10	 相鉄リニューアル㈱設立
	3.	30	 ㈱大関、相鉄グループ入り
	3.	31	 三ツ境3号踏切道立体化工事完成（4月19日全面開通）
	4.	 1	 全自動改札機に入出場チェックシステム導入
	4.	 1	 相鉄湘南台ビル「時遊食館」開業。「ドトールコーヒーショップ湘

南台西口駅前店」、「オリーブの木湘南台西口駅前店」、「カラオケ
シンシア湘南台店」開店

	4.	 1	 建設資材などの取引に関する業務を相鉄興産㈱に移管
	5.	15	 ISO9002の認定を受ける	 相鉄企業㈱
	5.	31	 ザ・ダイヤモンドに、音声誘導装置、点字ブロックを新設、中央

広場に「6連作・窓辺の語り部」設置	 横浜地下街㈱
	6.	 1	 横浜駅西口駐車場㈱、相鉄グループ入り
	6.	 1	 横浜駅西口地下3・4階駐車場開業	 横浜駅西口駐車場㈱
	7.	15	「フレッシュネスバーガー緑園都市店」開店
	8.	 1	 ㈱横浜精養軒が㈱相栄を合併し、相鉄フードサービス㈱に商号変更
	8.	 1	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズ、横浜ファーストビル、

横浜市営地下鉄３号線横浜駅へ熱供給開始	 横浜熱供給㈱
	9.	 1	 ザ・ダイヤモンドと相鉄・髙島屋共同ビルの接続工事完成。シェ

ラトン第1連絡口、シェラトン第2連絡口開通	 横浜地下街㈱
	9.	24	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズ開業	 相鉄ホテル㈱
	9.	29	 ゆめが丘変電所完成
	9.	―	 弥生台駅を橋上駅舎化
	10.	 1	 全貨物列車運行休止
	10.	26	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズが、横浜ベイスターズ日

本シリーズ優勝記者会見・祝勝会会場となる	 相鉄ホテル㈱
	11.	18	 相鉄瀬谷駐車場ビル、瀬谷駅北口共同ビル完成
	12.	25	 乗合バスで「環境定期券」導入
	12.	―	 グループウエア（日立製Groupmax）本格的導入
	
1999（平成11）年

	 2.	27	 いずみ野線直通列車で快速列車運行開始
	3.	10	 ゆめが丘駅・湘南台駅開業
	3.	20	 二俣川駅4線化工事に伴う駅舎の改良工事完成
	5.	 6	 そうてつローゼン二俣川店宅配サービス開始	 相鉄ローゼン㈱
	5.	12	 ㈱イスト設立
	5.	12	 ㈱相鉄ビルマネジメント設立
	7.	19	 横浜駅冷房化工事完了
	10.	 1	 日本市街地開発㈱を合併
	10.	 1	 本社を港南台214ビルに移転	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	10.	 1	 酒類共配センター設置	 相鉄ローゼン㈱
	11.	 9	 二俣川駅構内「am/pm相鉄二俣川駅店」開業
	11.	30	 相鉄開発興業㈱解散
	12.	14	 二俣川駅屋上駐車場拡張工事完成（「タウン・ガレージ」）
	―.	―	 相鉄・髙島屋共同ビルと横浜ファーストビル周辺整備が「第44回

神奈川建築コンクール」一般建築物部門優秀賞を受賞
	―.	―	 ゆめが丘駅が「第44回鉄道建築協会賞」建築作品部門で入賞
	
2000（平成12）年

	 3.	17	 相鉄片倉第1ビル・第2ビル完成
	3.	26	 希望ケ丘駅新駅舎完成
	4.	25	 南林間ビル完成、高齢者共同住宅として賃貸	 横浜地下街㈱
	6.	23	 レンタル収納スペース「相鉄いずみ野ものおき屋」オープン
	6.	23	 横浜駅西口駅前再開発協議会が「第18回まちづくり月間建設大臣

表彰（まちづくり功労者表彰）」を受賞
	6.	29	 相鉄南幸一丁目倉庫（現・相鉄南幸第5ビル）完成
	6.	―	 ゆめが丘駅「第4回関東の駅百選」に認定される
	7.	 7	 一般建設業許可を取得	 相鉄企業㈱
	7.	13	 横浜駅西口駐車場㈱を合併	 横浜地下街㈱
	7.	―	「実施書システム」本稼働
	9.	 7	 ニーリングバス初導入（横浜・旭・綾瀬営業所に各1両）
	10.	14	「SFぽけっとカード」発売
	11.	 8	 星川相鉄・三井共同ビル完成	
	11.	22	 相鉄グループ「新経営管理体制」発表
	11.	22	 相鉄ホーム㈱設立
	12.	 1	 高齢者向けバス乗車券「ほほえみパス」発売
	12.	 5	 相鉄トランスポート㈱設立

2000（平成12）年

	12.	 5	 相鉄エステート㈱設立
	12.	 5	 相鉄ビジネスサービス㈱設立
	12.	 5	 相鉄流通サービス㈱設立
	12.	25	 いずみ中央土地区画整理組合設立認可
	
2001（平成13）年

	 1.	 1	 星野正宏相模鉄道㈱社長が会長、及川陸郎専務取締役が社長に就任
	1.	 1	 横浜〜海老名間、光ファイバー芯線賃貸サービス開始
	1.	 4	 相鉄プロパティーズ㈱設立
	1.	 4	 相鉄ホテルアセッツ㈱設立
	1.	25	 相鉄アメニティライフ㈱設立
	1.	29	 ラッピングバス（ラッピング広告）運行開始
	2.	 8	 光陽不動産㈱が相鉄不動産販売㈱に商号変更し、相鉄グループ入り
	2.	15	 希望退職者を募集
	3.	27	 南万騎が原駅を橋上駅舎化
	4.	 1	 住宅建築業を相鉄ホーム㈱に、流通業、販売代理業、小規模建売

業を相鉄不動産販売㈱に営業譲渡	 相鉄不動産㈱
	4.	 1	 本社を相鉄南幸第2ビルに移転	 相鉄不動産販売㈱
	4.	 1	「そうてつ保育園GENKIDS緑園都市」開園	 	

	 相鉄アメニティライフ㈱
	4.	20	 相鉄バス㈱設立
	7.	 1	 駅売店31店などを相模鉄道㈱に営業譲渡	 相鉄共済組合
	7.	19	 横浜駅ホームに、車いす乗降装置	、固定式ホーム柵、スレッド

ラインを設置完了
	8.	 8	 本社を相鉄本社ビルに移転	 相鉄不動産販売㈱
	8.	30	 特定建設業許可を取得	 相鉄企業㈱
	10.	 1	「カフェ・ド・クリエ」5店舗、フードコート「プチパレット」を相

模鉄道㈱に営業譲渡	 相鉄興産㈱
	10.	 1	 砂利業および石油製品販売業を相鉄興産㈱に営業譲渡
	10.	 9	 ニーリング機能付きノンステップバス1両を初導入
	10.	17	 相鉄緑園都市第2ビル完成
	12.	 1	 綾瀬営業所の運営を相鉄バス㈱に営業譲渡
	
2002（平成14）年

	 2.	24	 10000系車両運行開始
	2.	―	 棚卸業務のアウトソーシングを13店で実施	 相鉄ローゼン㈱
	3.	 1	 相鉄エステート㈱を合併	 相鉄不動産㈱
	3.	31	 ドア位置表示点字シールと車内外号車表示ステッカーを全車両へ

設置
	3.	―	 防災体制強化、鉄道構造物耐震補強工事完了
	4.	 1	 全事業を㈱相鉄エージェンシーに会社分割	 	

	 ㈱パシフィック・コンベンションサービス
	4.	20	 海老名住宅展示場を「すまいりっしゅ・ギャラリーEvina」として

改装	 相鉄ホーム㈱
	5.	21	 高齢者向けバス特殊乗車証「ほほえみ会員証」発売	 	

	 相模鉄道㈱、相鉄バス㈱
	5.	29	 マンション管理業者登録	 相鉄企業㈱
	6.	 5	 相模鉄道本線（星川駅〜天王町駅）連続立体交差事業が都市計画決定
	6.	28〜7.1	 	

横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズが、FIFAワールドカップTM

のオフィシャルホテルの1つに指定され、ドイツ代表チームが宿泊
	 相鉄ホテル㈱

	7.	―	 セントラル型浄水器「良水工房」の販売開始	 相鉄不動産販売㈱
	9.	 2	 本社を相鉄南幸第2ビルに移転	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	9.	 4	 かしわ台工機所の改良工事が完成
	9.	13	 相模鉄道本線（星川駅〜天王町駅）連続立体交差事業が都市計画事

業認可を受ける
	10.	 1	 CMS（相鉄グループの資金一元管理）導入
	10.	 1	 ビル運営管理事業（二俣川営業所）を㈱相鉄ビルマネジメントに会社

分割
	10.	 1	 相鉄さがみ野ビル㈱を合併	 相鉄プロパティーズ㈱
	11.	 4	 愛川物流センター稼働開始	 相鉄ローゼン㈱
	11.	―	 相鉄ジョイナス地下2階「ワールドレストランアベニュー」を「グラ

ンダイニング」として改装
	12.	 1	「そうてつスマイルアップ運動」開始
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2003（平成15）年

	 4.	18	 相栄フーズ㈱株式を追加取得	 相鉄ローゼン㈱
	4.	28	「ジョイナスフットボールパーク」開業
	4.	―	 グループ会計システムが本稼動
	5.	 1	 全駅終日全面禁煙実施
	5.	 2	 携帯電話用ホームページ「相鉄モバイル」試行開始
	6.	 2	 相鉄線の巡回清掃専門チ一ム「スマイルアップ•クルー」を編成	

	 相鉄企業㈱
	6.	18	「握り立ておにぎり	いすと二俣川店」開店
	6.	18	 駅売店名称を「ステーションist」に変更	 ㈱イスト
	7.	 1	 管理部門（総務・経理・人事・システム）の一部の機能を相鉄ビジ

ネスサービス㈱に移管
	7.	31	 相鉄コンクリート㈱、湘南建材輸送㈱を三和石産㈱と㈱三好商会

に譲渡
	8.	30	 海老名市コミュニティバス国分ルートの試験運行受託	 相鉄バス㈱
	10.	 1	「相鉄お客様センター」新設

2004（平成16）年

	 1.	 1	 相鉄ホテルアセッツ㈱を合併	 相鉄プロパティーズ㈱
	1.	21	「お茶漬けご膳	さらり」開店
	1.	26	 地下街「ザ・ダイヤモンド」と横浜駅西口第1バスターミナル間に

エレベーター4基設置	 横浜地下街㈱
	2.	 1	 相鉄線沿線外初の駅売店「ステーションist馬車道駅売店」開店	 	

	 ㈱イスト
	2.	 9	 パスネット・バスICカード㈱設立
	3.	18	 ㈱相鉄スポーツが相鉄建築工事㈱に商号変更
	4.	 1	 全駅改札口に運行情報などを掲出する電光掲示盤を設置
	4.	 1	 運行情報メール配信サービスを導入
	4.	 1	 公式サイトに「電車とバスの乗り継ぎ検索サービス」開設
	4.	14	 FSP全店導入	 相鉄ローゼン㈱
	5.	 1	 全駅改札口に筆談器設置
	5.	 1	 市民農園「そうてつスローライフガーデン中田」開園
	6.	 2	 相鉄グループコンプライアンス宣言策定	 相鉄グループ
	6.	25	 綾瀬市早川城山特定土地区画整理組合が「平成16年まちづくり功

労者」として表彰される
	8.	 9	「なごみカフェ	fuu-haa港北東急店」開店
	8.	10	 相鉄線沿線住民参加型サイト「相鉄Style」開設
	9.	 3	 第１回相鉄グループコンプライアンス推進準備協議会開催
	9.	11	「DOG	CLUB	IST海老名店」開店
	9.	17	 相鉄上星川ビル完成
	10.	 1	 建設事業を相鉄建築工事㈱に会社分割、相鉄建設㈱に商号変更（旧

相鉄建設㈱はエスティシーリアルティ㈱に商号変更）	 相鉄建設㈱
	10.	 1	 ビル運営管理事業（横浜営業所）を㈱相鉄ビルマネジメントに会社

分割
	10.	 5	「ゆめみ処ここち湯海老名店」開店	 相鉄不動産販売㈱
	10.	―	 希望退職者を募集	 相鉄ローゼン㈱
	10.	―	 乗合バスの車両位置管理システムと車載無線機を導入	 	

	 相模鉄道㈱、相鉄バス㈱
	11.	16	 瀬谷駅を橋上駅舎化
	11.	26	 ＴＳＳ共同事業体に出資、「109シネマズMM横浜」開館	 	

	 相鉄ローゼン㈱
	12.	 1	 初の相鉄線沿線外コンビニエンスストア「am/pm関内駅前店」開

店	 ㈱イスト
	12.	24	 相鉄観光㈱を近畿日本ツーリスト㈱に譲渡
	12.	27	 ㈱横浜ステーシヨンビル、横浜駅ビル建物㈱、横浜駅ビル商事㈱

を東日本旅客鉄道㈱に譲渡
	2004〜2012年　相鉄夏休み絵画コンクール開催
	
2005（平成17）年

	 1.	 1	 不動産分譲事業を相鉄不動産㈱に会社分割	 	
	 相鉄プロパティーズ㈱

	1.	31	 アメリカン・相鉄・コーポレーションをミルズグループに譲渡
	2.	 1	 ビル資産保有事業を相鉄プロパティーズ㈱に会社分割	 	

	 相鉄不動産㈱
	2.	 2	 そうてつローゼンオール電化店舗開店（十日市場店）	 	

	 相鉄ローゼン㈱
	3.	 1	 相鉄リニューアル㈱を合併	 相鉄建設㈱
	4.	 1	「相鉄グループ経営理念」改定、「相鉄グループビジョン」制定

2005（平成17）年

	 4.	 1	 不動産分譲事業、不動産賃貸事業（ビル資産保有事業）、流通その
他事業（資産保有事業と運営事業）を相鉄不動産㈱、相鉄プロパ
ティーズ㈱、相鉄流通サービス㈱、㈱イストにそれぞれ会社分割

	4.	 1	 相栄フーズ㈱、相鉄グループ入り
	4.	 1	 相鉄ブック3店とTSUTAYA緑園都市店を相鉄流通サービス㈱、

㈱イストに営業譲渡	 相鉄企業㈱
	5.	 9	 相鉄線に「女性専用車」導入
	5.	11	 相鉄ドラッグ㈱解散
	6.	24	 ATS改良により急曲線における安全性向上
	6.	26	 西横浜駅新駅舎完成
	7.	 1	「相鉄グループヘルプライン」設置	 相鉄グループ
	7.	 1	 いなり寿司「泉平」開店	 ㈱イスト
	7.	 8	 相鉄ジョイナスとザ・ダイヤモンドの駐車場相互利用開始	 	

	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	7.	20	 中距離高速バス「HIGHWAY	CRUISER」二俣川駅〜羽田空港線運

行開始	 相鉄自動車㈱
	7.	23	 中距離高速バス「HIGHWAY	CRUISER」河口湖線運行開始	 	

	 相鉄自動車㈱
	7.	―	 首都圏営業部を新設	 相鉄企業㈱
	9.	27	 ジャスダック証券取引所において上場廃止	 	

	 横浜地下街㈱、相鉄企業㈱
	10.	 1	 株式交換により、横浜地下街㈱と相鉄企業㈱の全株式取得
	10.	 3	「グレーシアブランシェ横浜山手」、2005年度グッドデザイン賞

受賞	 相鉄不動産㈱
	10.	11	 建築物環境衛生総合管理業登録	 相鉄企業㈱
	11.	 1	 綾瀬市コミュニティバス1号車寺尾ルートの試験運行受託	 	

	 相鉄バス㈱
	12.	16	 横浜情報ネットワーク㈱が相鉄ウィッシュ㈱に商号変更

2006（平成18）年

	 2.	26	 不特定多数のファンを対象とした「相鉄・鉄道フェア」開催
	3.	 1	 広告代理店業を㈱相販に移管	 相鉄ローゼン㈱
	3.	23	 特例子会社認定を取得	 相鉄ウィッシュ㈱
	4.	 1	「きしめん大関」を相鉄流通サービス㈱、「甘味処おりづる」を㈱イ

ストに移管	 ㈱大関
	4.	 1	 相鉄文化会館の清掃業務受託	 相鉄ウィッシュ㈱
	4.	―	 指定管理者制度による海老名運動公園の運営業務受託	 相鉄企業㈱
	5.	20	 西横浜駅構内に建設した電車区・車掌区分室使用開始
	5.	31	「相鉄ムービル」内映画館5館を㈱東急レクリエーションへ譲渡	

	 相鉄ローゼン㈱
	5.	31	「スープカレー心」開店	 ㈱イスト
	6.	 1	 エスティシーリアルティ㈱を合併	 相鉄プロパティーズ㈱
	6.	 2	「SOTETSU	GROUP横浜開港150プロジェクト」開始
	6.	 2	 相鉄イン㈱設立
	6.	 9	「相鉄・JR直通線」相互直通運転構想の国土交通大臣認定
	6.	23	「相鉄・東急直通線」相互直通運転構想の国土交通大臣認定
	7.	 1	「グループマーク」、「グループブランドメッセージ」制定
	8.	25	 全駅にAED設置
	8.	31	 ㈱アトラス解散
	10.	 1	「鉄道安全管理規程」、「自動車安全管理規程」を制定
	10.	 1	「安全管理規程」を制定	 相鉄バス㈱
	10.	 1	 ビル運営管理事業を㈱相鉄ビルマネジメントに会社分割	 	

	 横浜地下街㈱
	10.	 1	「相鉄グループ	盲導犬育成・普及サポートキャンペーン」開始	

	 相鉄グループ
	11.	21	「相鉄・JR直通線」相互直通運転実施に関する速達性向上計画認定
	12.	―	 グループ全社員へのコンプライアンスカード配布とコンプライア

ンス全員研修を開始	 相鉄グループ
	12.	―	「相鉄線25駅・まちおこしファンド」を設立し「相鉄線25駅・まち

おこしプロジェクト」へ資金支援
	
2007（平成19）年

	 1.	31	 ㈱パシフィック・コンベンションサービスが㈱相鉄アセットマネ
ジメントに商号変更

	2.	 3	 クレジットカード「相鉄カード」会員募集開始
	3.	 9	 ISO14001の認定を受ける	 相鉄企業㈱
	3.	18	 首都圏の鉄道・バス事業者54者とともに「PASMO」サービス開始
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2007（平成19）年

	 3.	20	 相鉄プロパティーズ㈱が相鉄岩崎学園ビルと相鉄いずみ中央ビ
ル、相鉄プロパティーズ㈱と相鉄企業㈱が相鉄南幸共同ビルの信
託受益権を、（合）横浜インフィニティに売却	 	 	
	 相鉄プロパティーズ㈱、相鉄企業㈱

	3.	30	 ㈱アクトを㈱サンドラッグに譲渡
	3.	31	 二俣川駅に相鉄線初のホーム待合室設置
	4.	 2	 学童保育施設「そうてつエルフィーキッズ二俣川」「そうてつエル

フィーキッズ緑園都市」開園	 相鉄アメニティライフ㈱
	4.	 9	 運輸司令所に早期地震通報システムを導入
	4.	11	「相鉄・東急直通線」相互直通運転実施に関する速達性向上計画認定
	4.	21	 多目的ホール「マンハッタンルーム」開業	 相鉄ホテル㈱
	5.	 1	 相鉄不動産希望が丘第一ビル完成、介護付有料老人ホームとして

賃貸	 相鉄不動産㈱
	5.	31	 車体塗装色をグループカラー（ブルーとオレンジ）に変更
	5.	31	 列車非常停止ボタンと駅事務室連絡用インターホン全駅に設置完了
	6.	 1	 食育推進団体「神奈川・食育をすすめる会」発足	 相鉄ローゼン㈱
	6.	15	 横浜三信観光㈱、相鉄グループ入り
	6.	28	 及川陸郎相模鉄道㈱社長が会長、鳥居眞相鉄グループ執行役員・

相鉄プロパティーズ㈱社長・㈱相鉄ビルマネジメント社長が相模
鉄道㈱社長に就任

	8.	 6	 そうてつローゼン並木店でレジ袋を有料化	 相鉄ローゼン㈱
	9.	 6	 再開発ビル「ココロット鶴ヶ峰」開業	 相鉄プロパティーズ㈱
	10.	 1	「相鉄危機管理センター」体制を整備	 相鉄グループ
	11.	15	 宅地建物取引業免許取得	 ㈱相鉄アセットマネジメント
	11.	26	 相鉄グループコンプライアンス委員会を相鉄グループCSR委員会

に変更	 相鉄グループ
	12.	 1	 横浜三信観光㈱を合併	 相鉄プロパティーズ㈱
	12.	 1	「相鉄フレッサイン	鎌倉大船」開業	 相鉄イン㈱
	12.	 8・9　少年サッカー大会「SO-BUS	CUP」開催	 	

	 相鉄バス㈱、相鉄不動産販売㈱
	―.	―	「52週別MD（マーチャンダイジング）」を開始	 相鉄ローゼン㈱
	
2008（平成20）年

	 2.	 5	「相鉄グループ役員・社員行動原則」15項目決定	 相鉄グループ
	3.	31	 駅サイン基本計画見直し、さがみ野駅の駅名表示などを全面改良
	3.	31	 板津興産ビル（和田町駅前ビル）取得	 相鉄プロパティーズ㈱
	4.	 1	 経理システム「COMPANY」運用開始
	4.	 1	 公式サイトからの相鉄線遅延証明書出力サービス開始
	4.	 1	 横浜地下街㈱が㈱相鉄アーバンクリエイツに商号変更
	6.	27	 金融商品取引業者登録	 ㈱相鉄アセットマネジメント
	8.	10	 横浜駅1階コンコースと横浜駅南部東西自由通路を結ぶエスカ

レーター2基設置	 相模鉄道㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	25	 高圧配電線路2回線化工事完成
	10.	 8	 相栄フーズ㈱にそうてつローゼン10店の鮮魚部門業務を委託	

	 相鉄ローゼン㈱
	10.	 8	「グレーシア緑園都市ガーデンプレミア」が、2008年度グッドデ

ザイン賞受賞	 相鉄不動産㈱
	10.	29	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズに大型生ごみ処理機2機を

設置	 相鉄ホテル㈱
	11.	 1	 ネット事業部を新設、ネットショッピング実験開始	 	

	 相鉄ローゼン㈱
	11.	27	 丸紅㈱と業務提携契約締結	 相模鉄道㈱、相鉄ローゼン㈱
	12.	 1	 横浜金港町ビルの信託受益権取得	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	
2009（平成21）年

	 1.	22	 ㈱大関が相鉄準備会社㈱に商号変更
	2.	27	 貸切バス業を日の丸自動車興業㈱に事業譲渡	 相鉄自動車㈱
	3.	 4	 ㈱ムーン、相鉄グループ入り	
	 3.	16	 連結部転落防止幌の全車両取り付け完了
	3.	27	「LaLaLa	IST横浜店」開店	 ㈱イスト
	3.	29	 海老名駅のエレベーター使用開始をもって全駅をバリアフリー化
	3.	31	 中距離バス事業を相鉄バス㈱に事業譲渡	 相鉄自動車㈱
	4.	 1	 相鉄自動車㈱から中距離高速バス「HIGHWAY	CRUISER」河口湖

線と二俣川駅〜羽田空港線を譲受	 相鉄バス㈱
	4.	 1	 二俣川営業所新設	 相鉄バス㈱
	4.	 1	 宝くじ、飲料販売事業を相鉄流通サービス㈱に譲渡	 	

	 ㈱相鉄リテールサービス

2009（平成21）年

	 4.	 1	 シェラトン	ホテル&リゾートと10年間のライセンス契約を更新
	 相鉄ホテル㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ

	4.	 2	 東京証券取引所第1部において上場廃止	 相鉄ローゼン㈱
	4.	 8	 株式交換により、相鉄ローゼン㈱全株式取得
	4.	10	 相鉄都市開発㈱設立
	5.	 1	 相鉄バス㈱の管理運営事業を相模鉄道㈱に会社分割	 	

	 相鉄トランスポート㈱
	5.	―	 相鉄ジョイナスが2008年度第11回「テナントが選んだディベ

ロッパー大賞・カムバック賞」受賞	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	6.	 1	 毎月1日の「ローゼン市」全店で開始	 相鉄ローゼン㈱
	6.	 5	 賃貸マンション「ジェイフラッツ初台」取得	 相鉄不動産㈱
	6.	15	 11000系車両運行開始
	6.	17	 賃貸マンション「THEパームス学芸大学」取得	 相鉄不動産㈱
	6.	26	 新相鉄ビルの耐震補強工事を実施、横浜市から耐震改修検査済証

の交付を受ける	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	29	 相鉄南幸第4ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	7.	 1	 全駅改札口に運行情報などを提供するデジタルサイネージ設置
	7.	 5	 電力司令所が移転
	8.	 1	 相鉄フードサービス㈱と㈱相販を合併し㈱相鉄リテールサービス

に商号変更	 ㈱相商
	8.	11	 ㈱相鉄リビングサポート設立
	8.	25	 運輸司令所が移転。Total	Traffic	Controlの使用開始
	8.	―	 相鉄ジョイナス1階活性化工事完成	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	9.	16	 鉄道事業を相鉄準備会社㈱に会社分割、相模鉄道㈱に商号変更
	9.	16	 相模鉄道㈱が相鉄ホールディングス㈱に商号変更
	9.	17	 事務所ビル「神田須田町プレイス」（相鉄神田須田町ビル）と「田町

プレイス」（相鉄田町ビル）を取得	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	24	 マンション管理業者登録	 ㈱相鉄リビングサポート
	11.	 1	 横浜駅2階コンコースと横浜駅中央東西自由通路を結ぶ連絡通路

のエスカレーター3基設置	 	 	 	
	 相模鉄道㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ

	11.	26	 賃貸マンション「リーフコンフォート赤羽」取得	 相鉄不動産㈱
	12.	19	 宅地建物取引業免許取得	 相鉄都市開発㈱
	
2010（平成22）年

	 1.	 1	 相鉄都市開発㈱に分譲業、居住系賃貸業および別荘業を会社分割。
㈱相鉄アーバンクリエイツに合併し、同社が面的開発整備事業を
承継	 相鉄不動産㈱

	1.	 1	 相鉄都市開発㈱が相鉄不動産㈱に商号変更
	1.	 1	 マンション管理事業を㈱相鉄リビングサポートに会社分割	 	

	 相鉄企業㈱
	3.	22	 三ツ沢営業所新設	 相鉄バス㈱
	3.	25	「相鉄・JR直通線」の起工式挙行	 相模鉄道㈱
	4.	 1	 宝くじ、サッカーくじ販売事業および自動販売機による飲料販売

事業を相鉄流通サービス㈱に事業譲渡。㈱イストが運営	 	
	 ㈱相鉄リテールサービス

	4.	 1	 カラオケルーム運営事業を㈱ムーンに事業譲渡	 ㈱イスト
	4.	28	 賃貸マンション「THEパームス新小岩」取得	 相鉄不動産㈱
	5.	14	 相鉄鶴見尻手ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	15	 相鉄瀬谷駅北口新ビル（現・相鉄瀬谷第1ビル）完成	
	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	7.	 1	「スマイルストリート瀬谷」開業	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	7.	 1	 ㈱キャピタルプロパティーズ設立。不動産管理事業を㈱キャピタ

ルプロパティーズに会社分割
	7.	 1	 ㈱相鉄イン開発設立。宿泊型ホテル開発保有事業を㈱相鉄イン開

発に会社分割	 相鉄イン㈱
	7.	 1	 駅構内店舗運営事業を㈱相鉄ビルマネジメントに会社分割	 	

	 相鉄流通サービス㈱
	9.	30	 新グループビジョン「Vision100」発表	
	10.	 1	 自動車事業を相鉄バス㈱に会社分割
	10.	 3	 三ツ沢営業所を廃止。横浜営業所へ統合	 相鉄バス㈱
	10.	14	 ㈱ファミリーマートとコンビニエンスストアの営業に関する包括

業務提携契約締結	 ㈱イスト
	10.	21	「いずみ野線延伸の実現に向けた検討会」を神奈川県・藤沢市・慶

應義塾大学とともに設立	 相模鉄道㈱
	11.	10	「港南台バーズ」改装開業		

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント
	12.	12	 横浜駅2階コンコースと横浜駅南部東西自由通路を結ぶエスカ

レーター2基設置	 相模鉄道㈱
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2011（平成23）年

	 3.	 1	 小売業および映画館業を相鉄トランスポート㈱に会社分割	 	
	 相鉄ローゼン㈱

	3.	 1	 相鉄ローゼン㈱を合併	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	3.	 1	 相鉄トランスポート㈱が相鉄ローゼン㈱に商号変更
	3.	31	 三ツ境駅橋上駅舎改良、エコステーション化	 相模鉄道㈱
	4.	 1	「相鉄グループセクハラ人間関係ホットライン」設置	 相鉄グループ
	5.	 1	 日本都市整備㈱を㈱オオバに譲渡	
	 5.	14	 一戸建て住宅向けのリフォームプラン「すまいリッシュ」サービス

開始	 相鉄ホーム㈱
	7.	28	 専門店事業完全撤退	 相鉄ローゼン㈱
	8.	 1	 機関投資家向けのIR説明会「相鉄ホールディングス株式会社	決算

説明会」初開催	
	10.	 5	 新型マルチプルタイタンパー新造。架線検測装置更新	 相模鉄道㈱
	10.	 7	 横浜ケーブルビジョン㈱を㈱ジュピターテレコムと東京急行電鉄

㈱に譲渡
	11.	21	「相鉄フレッサイン	浜松町大門」開業	 相鉄イン㈱
	11.	―	 社内クラウドシステム（統合システム基盤）が本稼動	
	12.	20	「ホテルグランドフレッサ	赤坂」開業	 相鉄イン㈱
	
2012（平成24）年

	 1.	 1	 相鉄ローゼン㈱株式の一部を丸紅㈱へ譲渡。相鉄ホールディング
ス㈱、相鉄ローゼン㈱、丸紅㈱の三者間で新たな資本・業務提携
契約を締結

	1.	31	 賃貸マンション「エステージ築地」取得	 相鉄不動産㈱
	2.	15	「葉山ボンジュール」全5店閉店。「グランジュール」に特化	 	

	 ㈱葉山ボンジュール
	2.	23	 緑園都市スポーツ㈱が相鉄保険サービス㈱に商号変更
	3.	 3	 本社を相鉄本社ビルに移転	 相鉄イン㈱
	3.	21	 不動産証券化ビジネスから撤退	 ㈱相鉄アセットマネジメント
	3.	30	 中距離高速バス「HIGHWAY	CRUISER」海老名駅〜羽田空港線運

行開始	 相鉄バス㈱
	3.	30	 相鉄自動車工業㈱を㈱カナセキユニオンに譲渡
	5.	11	 マルイト横浜ビル（相鉄南幸第8ビル）取得	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	5.	11	 住宅リフォームのパッケージ型新商品「スマリフォ」発売	 	

	 相鉄ホーム㈱
	6.	 1	 損害保険代理業および生命保険の募集に関する事業を相鉄保険

サービス㈱に会社分割	 相鉄自動車㈱
	6.	 1	 相鉄自動車㈱を日本交通㈱と㈱日交データサービスに譲渡
	6.	 1	 相鉄興産㈱から「かしわ台スクエア」の土地を取得	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	25	 相鉄瀬谷第2ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	29	 相模大塚駅構内配線改良工事完成	 相模鉄道㈱
	6.	29	 相鉄ネクストステージ㈱設立
	7.	 1	 相鉄興産㈱より建材商社業および石油販売業を会社分割、相鉄興

産㈱に商号変更（旧相鉄興産㈱は相鉄鉱業㈱に商号変更）	 	
	 東海開発㈱

	7.	 1	 本社を相鉄南幸第2ビルに移転	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	7.	23	 本社を神奈川区金港町に移転	 ㈱相鉄リビングサポート
	8.	13	 本社を相鉄本社ビルに移転	 ㈱葉山ボンジュール
	8.	31	 かしわ台変電所受電装置を密閉式に改良	 相模鉄道㈱
	9.	16・17　「SOTETSU-CUP小学生ソフトボール大会」開催	 	

	 相鉄バス㈱、相鉄不動産販売㈱
	9.	27	 賃貸マンション「オアージュ大井」取得	 相鉄不動産㈱
	10.	17	 中古マンション買取再生販売事業「RenUPs」開始	 	

	 相鉄不動産販売㈱
	11.	 7	 新業態小型店舗「そうてつローゼン	ミニさちが丘店」開店	 	

	 相鉄ローゼン㈱
	11.	14	 サービス介助士2級資格を駅係員全員が取得	 相模鉄道㈱
	12.	21	 甲府国際カントリークラブの施設を㈱キャピタルプロパティーズ

から相鉄ゴルフ㈱に会社分割・㈱甲府国際カントリークラブに商
号変更し、㈱市川ゴルフ興業に譲渡

2013（平成25）年

	 1.	 5	 仲介営業所の二俣川店を「KURASO	LOUNGE」として新装開店	
	 相鉄不動産販売㈱

	1.	15	 ㈱相鉄エージェンシーを港北出版印刷㈱に譲渡
	1.	17	 ㈱相鉄ピュアウォーター設立

2013（平成25）年

	 1.	―	 分譲集合住宅のブランドを「グレーシア」に統一	 相鉄不動産㈱
	2.	 1	 相鉄建設㈱を日成ビルド工業㈱に譲渡	
	 3.	15	 賃貸マンション「ヒューマンハイム本羽田」取得	 相鉄不動産㈱
	4.	10	「相鉄いずみ野線沿線の次代のまちづくりの推進に関する協定」を

横浜市と締結	
	 4.	24	「エキニア横浜」の信託受益権取得、管理名称を相鉄北幸第１ビル

とする	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	 1	 浄水器事業を㈱相鉄ピュアウォーターに会社分割	 	

	 相鉄不動産販売㈱
	6.	16	 生花店「フルール・モア」11店を㈱メルシーフラワーに事業譲渡。

そうてつローゼン店内での営業終了	 ㈱相鉄リテールサービス
	6.	27	 鳥居眞相鉄ホールディングス㈱社長が会長、林英一副社長が社長

に就任
	7.	16	 本社を相鉄本社ビルに移転	 ㈱相鉄リテールサービス
	7.	16	 本社を相鉄本社ビルに移転	 相栄フーズ㈱
	8.	26	 相鉄ジョイナスとザ・ダイヤモンドを改装し一体化する「Change!	

Project	2013-2016」を発表	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	9.	26	 相鉄グッズショップ「ぷらっと☆」海老名店開業	 相模鉄道㈱
	9.	―	 バスロケーションシステム「相鉄バスナビ」を全営業所に導入	

	 相鉄バス㈱
	9.	―	「SOTETSU-CUP綾瀬市少年野球大会」開催	 相鉄バス㈱
	10.	 1	「ツイッター」による運行情報の配信開始	 相模鉄道㈱
	10.	 2	「菱進横浜ビル」（相鉄北幸第2ビル）取得	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	10.	28	 構造物耐震補強工事に着手	 相模鉄道㈱
	11.	29	「KNOCKS南万騎が原」完成	 相鉄不動産㈱
	11.	―	 賃貸集合住宅のブランドを「KNOCKS」に統一	 相鉄不動産㈱
	
2014（平成26）年

	 2.	28	 相鉄不動産㈱から㈱相鉄リビングサポートの全株式を取得
	2.	28	 温浴および温泉事業をここち湯㈱に会社分割し、㈱ホットネスへ

譲渡	 相鉄不動産販売㈱
	3.	10	 相模鉄道キャラクター「そうにゃん」登場	 相模鉄道㈱
	3.	30	 新型「ATS－P」の整備工事完成	 相模鉄道㈱
	4.	 1	 金額式定期券「トクトクていき」発売	 相鉄バス㈱
	4.	 1	 一戸建て住宅分譲業を相鉄不動産㈱に事業譲渡	 相鉄不動産販売㈱
	4.	 1	 ツタヤフランチャイズ事業をENN横浜㈱に会社分割し、ENN㈱

へ譲渡	 	 ㈱イスト、相鉄流通サービス㈱
	4.	 1	 ドトールフランチャイズ事業をさがみ事業㈱に会社分割し、㈱フ

クシマ商事へ譲渡	 ㈱イスト、相鉄流通サービス㈱
	4.	 1	 全事業を㈱イストに会社分割	 相鉄流通サービス㈱
	4.	 1	 ㈱イストが相鉄ステーションリテール㈱に商号変更
	4.	27	 本線での快速列車運行開始	 相模鉄道㈱
	4.	27	 特急列車運行開始	 相模鉄道㈱
	5.	13	 新相鉄ビルJR線側外壁改修工事完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	 5	「相鉄ライフいずみ野」開業	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント
	6.	20	「横浜西口元気プロジェクト」開始	 	

	 相鉄ホールディングス㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ
	7.	 1	 ㈱相鉄リテールサービスを合併	 相鉄ローゼン㈱
	8.	 9	「横浜西口夏まつり」開催		

	 相鉄ホールディングス㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	 1	 ㈱サンルート、相鉄グループ入り
	9.	20	 住まいの小修繕や交換修理に対応するサービス「S.H.A.L.S.S.」開

始	 相鉄ホーム㈱
	10.	 1	 バス事業資産を相鉄バス㈱に会社分割	 	 	

	 ㈱キャピタルプロパティーズ
	11.	11	「空き家・空き地あんしんサービス」開始	 相鉄不動産販売㈱
	11.	20	 個人投資家向けの説明会「相鉄ホールディングス株式会社	会社説

明会及び決算説明会」開催
	11.	29	 横浜駅西口〜さがみ湖リゾート	プレジャーフォレスト線を季節

運行	 相鉄バス㈱

2015（平成27）年

	 1.	15	「相鉄万世橋ビル」（相鉄須田町第2ビル）完成	 	
	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ

	1.	25	 映画館業から撤退	 相鉄ローゼン㈱
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2015（平成27）年

	 3.	―	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズに浄水システムを納入	
	 ㈱相鉄ピュアウォーター

	4.	 1	 相鉄ホーム㈱が相鉄リフォーム㈱に商号変更。新ブランド
「SoReS」開始	 相鉄リフォーム㈱

	4.	 1	 ㈱ムーンを㈱コシダカに譲渡	 相鉄ステーションリテール㈱
	5.	27	 相鉄いずみ野駅北口ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	10	「停名表示機」を乗合バス全車両に設置完了	 相鉄バス㈱
	6.	26	 第147期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使シ

ステム導入
	7.	 1	 ㈱相鉄イン開発が㈱相鉄ホテル開発に商号変更
	7.	 1	 ホテルサンルートの開発業務を㈱相鉄ホテル開発に移管	 	

	 ㈱サンルート
	8.	25	 相鉄南万騎が原第3ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	 1	 相鉄南幸第10ビル「YOKOHAMA	SOTETSU	SQUARE」完成	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	11	 駅前広場「みなまき	みんなのひろば」整備	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	―	 一戸建て分譲住宅のブランドを「グレーシアライフ」に統一	 	

	 相鉄不動産㈱
	10.	 3	 デジタル列車無線の整備工事完成	 相模鉄道㈱
	11.	―	「デザインブランドアッププロジェクト」本格始動
	12.	 1	「ザ・ダイヤモンド」を「相鉄ジョイナス」に統合。「ジョイナスポ

イントカード」導入	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	12.	11	 ㈱日本格付研究所から長期発行体格付け「A-」を取得し、15年ぶ

りに格付けがA格に復帰
	12.	―	 マイナンバーシステム導入	 相鉄ビジネスサービス㈱

2016（平成28）年

	 3.	 1	「相鉄の空き家バンク&リース」開始	 相鉄不動産販売㈱
	3.	24	 相鉄鉱業㈱を松上産業㈱に譲渡
	3.	24	 ㈱相鉄アセットマネジメントが㈱相鉄リナプスに商号変更
	4.	 1	 相鉄ジョイナスの地下1階西口中央通りに、「路線バス案内情報表

示機」設置。情報提供開始	 	 	 相鉄バス㈱
	4.	 9	「9000系リニューアル車両デビュー記念撮影会	in	相模大塚」開催	

	 相模鉄道㈱
	4.	10	「相鉄フェスタ」にて9000系の出発式を開催。運行開始	 相模鉄道㈱
	4.	14	 相鉄南万騎が原第4ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	4.	28	「相鉄ライフ南まきが原」開業	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	6.	 1	 ベトナムにホーチミン駐在員事務所を開設
	6.	20	 本社を相鉄本社ビルに移転	 ㈱サンルート
	8.	 8	 二俣川駅東西自由通路開通	 相模鉄道㈱
	9.	29	 9000系リニューアル車両およびつり革が、2016年度グッドデ

ザイン賞受賞	 相模鉄道㈱
	9.	29	「みなまき	みんなのひろば」と「みなまきラボ」が、2016年度グッ

ドデザイン賞受賞	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	9.	30	 相鉄アメニティライフ㈱を㈱JPホールディングスに譲渡
	10.	 3	「アクセラレーションプログラム」第1期募集
	10.	 7	 新生「横浜駅西口振興協議会」の事務局業務受託	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	12.	17	 二俣川駅南口交通広場棟使用開始	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	
2017（平成29）年

	 1.	 1	 グループ全社の給与計算業務・経理業務の受託完了	 	
	 相鉄ビジネスサービス㈱

	1.	16	「デザインブランドアッププロジェクト」を全面適用した平沼橋駅
改良工事完成	 相模鉄道㈱

	2.	21	 横浜駅全ホームにホームドア設置完了	 相模鉄道㈱
	3.	24	「シェラトンクラブ」開業	 相鉄ホテル㈱
	3.	28	 ㈱相鉄インターナショナル韓国設立
	4.	 3	「（一社）横浜西口エリアマネジメント」の事務局業務受託	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	5.	 3	 初の「電車運転体験会」を開催	 相模鉄道㈱
	5.	12	「みなまき	みんなのひろば」が、第8回横浜・人・まち・デザイン

賞	まちなみ景観部門で表彰される	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	5.	24	 相鉄みなまきみらい高齢者住宅ビル完成	 相鉄不動産㈱
	6.	 1	 街づくり拠点「FUTURE	PUB'LIC	ヨコハマニシグチ」開設	 	

	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	6.	―	 白色LED行先表示器を導入	 相鉄バス㈱

2017（平成29）年

	 7.	14	 ㈱相鉄ホテルマネジメント設立
	8.	 1	「100周年記念	相鉄フォトフェスティバル」開催	 相模鉄道㈱
	8.	1〜11.15　「鉄道小説大賞」実施	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	8.	25〜27　「YOKOHAMA	NATURE	WEEK	2017」を実施
	8.	―	 RPA「WinActor」導入	 相鉄ビジネスサービス㈱
	9.	29	 相鉄弥生台第1ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	10.	 1	 ホテル事業を㈱相鉄ホテルマネジメントに会社分割	 	

	 ㈱相鉄イン、㈱サンルート
	10.	24	「相鉄ライフやよい台」開業	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	10.	―	 相鉄フレッサイン公式アプリ「FRESA	CLUBアプリ」導入	 	

	 ㈱相鉄ホテルマネジメント
	12.	 1	 相鉄興産㈱を東和アークス㈱に譲渡	
	12.	11	「相鉄・JR直通線」新駅の名称を「羽沢横浜国大」と発表	 	

	 相模鉄道㈱
	12.	16〜25　大規模展覧会「いま・むかし・みらい大相鉄展」開催	 	

	 相鉄グループ
	12.	18	 グループ創立100周年	 相鉄グループ

2018（平成30）年

	 2.	 1	 空席状況表示システム「VACAN」を相鉄ジョイナスと髙島屋横浜
店に導入

	2.	10	 20000系「新型車両デビュー記念撮影会	in	相模大塚」開催	 	
	 相模鉄道㈱

	2.	11	 20000系車両出発式、運行開始	 相模鉄道㈱
	2.	15	 コプレ二俣川完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	2.	15	「ザ・スプラジール	ソウル明洞」開業		

	 ㈱相鉄インターナショナル韓国
	2.	15	 大和研修所を新築移転、大和研修センターと改称	 相鉄企業㈱
	2.	27	 構造物耐震補強工事が完成	 相模鉄道㈱
	3.	 5	 全営業所に女性乗務員専用施設設置	 相鉄バス㈱
	3.	23	 横浜ベイシェラトン	ホテル＆タワーズにプレミアムツインルー

ム、キングルーム、ジュニアスイートルーム新設	 相鉄ホテル㈱
	3.	28	 大和駅改良工事完成。小田急線との乗換改札口新設	 相模鉄道㈱
	3.	31	 労働者派遣事業から撤退	 第一相美㈱
	4.	27	「JOINUS	TERRACE二俣川」開業	 ㈱相鉄ビルマネジメント
	4.	27	 自動清掃ロボットを導入	 相鉄企業㈱
	6.	27	 タンヴァンホテル開発投資㈱、相鉄グループ入り
	6.	29	 相鉄弥生台第2ビル完成	 ㈱相鉄アーバンクリエイツ
	7.	 1	「ザ・スプラジール	ソウル東大門」開業	 	

	 ㈱相鉄インターナショナル韓国
	10.	15	「THE	POCKET	HOTEL	京都四条烏丸」開業	 	

	 ㈱相鉄ホテルマネジメント


	年表



