
■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

学校 山形明正高等学校 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 山形南高等学校 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 山形北高等学校 山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地-山形駅

山本学園高等学校 山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 32

1 日本大学山形高等学校 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

東北文教大学短期大学 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

保健医療大学 山交バス（株） 23
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

1 山形大学 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

東北芸術工科大学 宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 上山-仙台

1 霞城学園高等学校 山交バス（株） 32 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 41 宮城交通（株） 特急仙台～山形線
朝日町 山形直行バス 山交バス（株） 15

山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

東北文教大学 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 九里学園高等学校 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目 山交バス（株） 米沢-仙台
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線 山交バス（株） 46

山交バス（株） 47
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

米沢商業高等学校 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 米沢中央高等学校 山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線 山交バス（株） 46
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目

米沢東高等学校 山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目

1 山形学院高等学校 山交バス（株） 9 山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 15
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

庄内農業高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

鶴岡工業高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

1 鶴岡中央高等学校 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

鶴岡南高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

1 鶴岡北高等学校 宮城交通（株） SSライナー・夕陽 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
山交バス（株） 鶴岡山形線 庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 鶴岡山形線 山交バス（株） 鶴岡山形線

庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

1 山形工業高等学校 山交バス（株） 19 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34

1 酒田光陵高等学校 庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

酒田東高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

2/26



■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類
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にバス停が
ある（地域
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施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

酒田南高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 天真学園高等学校 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
和順館高等学校 宮城交通（株） SSライナー・夕陽

庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 酒田西高等学校 庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

新庄神室産業高等学校 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

山形市立商業高等学校 山交バス（株） 32
朝日町 山形直行バス

新庄南高等学校 鮭川村 羽根沢・新庄線
山交バス（株） 10
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

寒河江工業高等学校 西川町 道の駅にしかわ寒河江線
1 長井工業高等学校 長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線

長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
1 長井高等学校 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線

長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

創学館高等学校 山交バス（株） 22
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 山形城北高等学校 朝日町 山形直行バス 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

羽陽学園短期大学 山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 北村山高等学校 （有）はながさバス 銀山線
山交バス（株） 13

山辺高等学校 山交バス（株） 41
朝日町 山形直行バス

谷地高等学校 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線
村山市 富並～樽石～河北病院線
山交バス（株） 6

1 左沢高等学校 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 稲沢左沢線
朝日町 朝日・寒河江線
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 金山高等学校 山交バス（株） 10
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
真室川町 金山線

1 真室川高等学校 鮭川村 日下・真室川線 山交バス（株） 39
1 山形西高等学校 山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山 山交バス（株） 9

山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山 山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山 山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山 山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山 新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

山交バス（株） 34
山交バス（株） 36

置賜農業高等学校 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 小国高等学校 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

荒砥高等学校 山交バス（株） 36
山交バス（株） 長井（浅立）荒砥

山形中央高等学校 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山

山形東高等学校 山交バス（株） 19
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 村山産業高等学校 山交バス（株） 22
天童市　天童・寒河江線

1 東桜学館高等学校 天童市　天童・寒河江線
東海大学山形高等学校
米沢興譲館高等学校
米沢工業高等学校

1 米沢女子短期大学
羽黒高等学校
加茂水産高等学校

1 山添高等学校
1 鶴岡東高等学校

鶴岡工業高等専門学校
1 東北公益文科大学

新庄東高等学校
新庄北高等学校
寒河江高等学校
上山明新館高等学校
天童高等学校
南陽高等学校
新庄北高等学校最上分校
高畠高等学校
基督教独立学園高等学校

1 庄内総合高等学校
1 遊佐高等学校

観光施設 りんご温泉 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 山形直行バス
朝日町 朝日・寒河江線

1 道の駅 いいで めざみの里（めざみの里観光物産館） 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

道の駅 鳥海 ふらっと 庄内交通（株） 高速バス仙台線
1 道の駅 米沢 山交バス（株） 46
1 道の駅 寒河江（チェリーランド） 山交バス（株） 15

山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 観光果樹園（天童市） 山交バス（株） 19
山形美術館 山交バス（株） 19

山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山

1 将棋駒関連施設（天童市将棋資料館） 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

オランダせんべいFACTORY 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

産直みかわ 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京

まむろ川温泉 真室川町 金山線
観光果樹園（東根市） 山交バス（株） 48ライナー

山交バス（株） 新庄-仙台
1 みなと市場 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル

庄内交通（株） 東京方面行き高速バス 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
1 新産業創造館「クラッセ」 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線

庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

さくらんぼ観光果樹園（寒河江市） 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京
天童市 天童・寒河江線

1 文翔館 山交バス（株） 19 山交バス（株） 15
山交バス（株） 32 山交バス（株） 22
山交バス（株） 34 山交バス（株） 23
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山 山交バス（株） 36
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山 山交バス（株） 41
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地 山交バス（株） 9
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前 山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 谷地-山形駅 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山

山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
朝日町 山形直行バス

かわにし森のマルシェ 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 つるおか食文化市場FOODEVER 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） ウェーブ前-清川 庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館 庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港 庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校 庄内交通（株） 山形線

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 七日町御殿堰 山交バス（株） 15 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

リナワールド 山交バス（株） 9
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
宮城交通（株） 仙台～上山線

1 市民直売所菜なポート 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線 山交バス（株） 36
長井市 九野本・置賜総合病院線 山交バス（株） 長井（浅立）荒砥
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

山形まなび館 山交バス（株） 41
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 15
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 19
山交バス（株） TOKYOサンライズ

産直まゆの郷 山交バス（株） 10
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山

食彩工房いちご畑 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜

1 ＪＡしらたか愛菜館 山交バス（株） 36 山交バス（株） 長井（浅立）荒砥
最上川三難所そば街道 山交バス（株） 6
山形テルサ 山交バス（株） 34

山交バス（株） 36
山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 山形県産業科学館 山交バス（株） 32 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 41 宮城交通（株） 特急仙台～山形線
朝日町 山形直行バス 山交バス（株） 15

山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

大石田そば街道 山交バス（株） 13
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 山形まるごと館紅の蔵 山交バス（株） 15 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 22 宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 23 山交バス（株） 39
山交バス（株） 34 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山 山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉 山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル 山交バス（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 谷地-山形駅 庄内交通（株） 高速バス酒田山形線

庄内交通（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 19
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 さかた海鮮市場 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
どりいむ農園直売所 山交バス（株） 36

山交バス（株） 長井（浅立）荒砥
アグリランド産直センター 宮城交通（株） SSライナー・夕陽

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

最上川ふるさと総合公園 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

山形県観光物産会館 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 酒田夢の倶楽 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜 庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
1 庄内観光物産館 宮城交通（株） SSライナー・夕陽

山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

寒河江温泉 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
天童市 天童・寒河江線

1 水沢温泉 西川町 稲沢左沢線
西川町 道の駅にしかわ寒河江線

ギャラリー温泉「町湯」 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

碁点温泉 山交バス（株） 6
1 山辺温泉 山交バス（株） 41
1 鳥海温泉 庄内交通（株） 高速バス仙台線
1 なの花温泉 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル

庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

寒河江花咲か温泉ゆ～チェリー 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

赤湯温泉 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

東根温泉 天童市 天童・寒河江線
山交バス（株） 13
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 6
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
村山市 山の内～北村山公立病院線

1 べに花温泉ひなの湯 山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前 山交バス（株） 15
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前 山交バス（株） 6
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前 山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地

山交バス（株） 谷地-山形駅
1 天童最上川温泉ゆぴあ 天童市 天童・寒河江線

銀山温泉 （有）はながさバス 銀山線
1 湯野浜温泉 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜

1 天童温泉 山交バス（株） 19 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 22 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

1 上山温泉 山交バス（株） 9
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 上山-仙台
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 34
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山

1 蔵王温泉 山交バス（株） 39
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂

西浜海水浴場 庄内交通（株） 高速バス仙台線
湯野浜海水浴場 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜

あやめ公園 長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線

1 水郷左沢 山交バス（株） 31 山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 朝日・寒河江線

1 白つつじ公園 長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線 長井市 九野本・置賜総合病院線

長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

1 谷地八幡宮 山交バス（株） 6 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
村山市 富並～樽石～河北病院線
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線

亀岡文殊 山交バス（株） 46
烏帽子山公園と八幡神社 山交バス（株） アルカディア号

山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 十六羅漢岩 庄内交通（株） 高速バス仙台線
1 大滝峡公園（関山大滝） 山交バス（株） 48ライナー

山交バス（株） 新庄-仙台
熊野大社と双松公園 （株）赤湯観光バス 南陽病院行き
最上公園 鮭川村 羽根沢・新庄線

山交バス（株） 10
山交バス（株） 12
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

天童公園 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京

松岬公園 山交バス（株） 米沢-仙台
山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

道の駅 おおえ 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 朝日・寒河江線

1 道の駅 庄内みかわ いろり火の里（物産館マイデル） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 肘折温泉 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

1 道の駅 あつみ しゃりん 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
1 道の駅 にしかわ（月山銘水館） 西川町 稲沢左沢線

西川町 道の駅にしかわ寒河江線
1 道の駅白い森おぐに（ぶな茶屋） 山交バス（株） アルカディア号

山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

道の駅 あさひまち りんごの森 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 朝日・寒河江線

道の駅 尾花沢 花笠の里 ねまる 山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京

道の駅川のみなと長井 山交バス（株） 36
山交バス（株） 長井（浅立）荒砥
長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

道の駅 天童温泉（わくわくランド） 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京

朝日連峰
飯豊連峰
月山
鳥海山
蔵王連峰

1 くしびき温泉ゆーTOWN
1 瀬見温泉

鷹の湯温泉
小野川温泉
柳川温泉

1 かたくり温泉
「おくのほそみち」赤倉ゆけむり館

1 湯田川温泉
1 神室温泉（ホットハウスカムロ）

ぽっぽの湯
八森温泉ゆりんこ
若あゆ温泉
大石田温泉
川西温泉
添川温泉しらさぎ荘

1 アイアイひらた
由良温泉
太陽館（温泉）

1 ひまわり温泉「ゆ・ら・ら」
1 やまぶし温泉ゆぽか

テルメ柏陵
1 温海温泉

黒伏高原JJ
月山スキー場
蔵王スキー場
由良海水浴場
玉簾の滝

1 最上川舟下り
湯殿山神社
白川ダム
金峯山
置賜公園（ダリヤ園・ハーブガーデン）
東沢公園（バラ園）
善宝寺
慈恩寺
小野川大黒天（甲子大黒天本山）
寒河江公園（長岡山）
若松観音
徳良湖

1 山寺
羽黒山
鳥海ブルーライン
蔵王ライン
蔵王エコーライン

1 道の駅 とざわ モモカミの里「高麗館」
1 道の駅 月山 月山あさひ博物村

道の駅 白鷹ヤナ公園 あゆ茶屋
1 道の駅 田沢 なごみの郷

道の駅 たかはた
道の駅 しょうない風車市場
道の駅 むらやま
源流の森センター

1 めんたま畑
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

前森高原
ふるさと森林公園
月山湖水の文化館
観光果樹園（南陽市）
面白山（面白山紅葉川渓谷）
天元台（リゾート）
弓張平運動公園
小倉交流館
おくのほそ道尾花沢そば街道
ひがしねあそびあランド

1 米の粉の滝ドライブイン
1 産直たわわ

百万石の里しゃきっと
安久津八幡神社
県民の森
Asahi自然観
ＪＡ山形おきたま 南陽愛菜館
西蔵王公園
庄内おばこの里「こまぎ」
高畠ワイナリー
ＪＡアグリ寒河江産直の会
よねおりかんこうセンター
白糸の滝ドライブイン
川の駅ヤナ茶屋もがみ

1 加茂水族館
産直あぐり
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）
よってけポポラ

商業施設 ニトリ山形南店 山交バス（株） 36
1 マリカ東館・マリカ西館（つるおか食文化市場フーデヴァー、清川屋鶴岡本店） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線

庄内交通（株） ウェーブ前-清川 庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館 庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港 庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校 庄内交通（株） 山形線

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

藤島ショッピングセンター（マックスバリュ藤島店） 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

1 イオンタウンあつみ（マックスバリュあつみ店） 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
1 池田南銀座 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル

庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

鶴岡ショッピングプラザ（ヤマザワ鶴岡店、しまむら布目店） 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 ヤマダ電機テックランドNew鶴岡店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

お宝中古市場鶴岡店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 カワチ薬品鶴岡インター店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 ホームセンターチャンピオン鶴岡店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 ヤマザワ鶴岡宝田店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

新鮮館Aコープ庄内ふじしま店、JAグリーン庄内たがわ・ふじしま 庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館

鶴岡ファッションモール（アベイル・シャンブル鶴岡店） 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

ジェイ・マルエー鶴岡店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 主婦の店鶴岡店IZMO新斎店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 ケーズデンキ鶴岡店 山交バス（株） 鶴岡山形線 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 鶴岡山形線 庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷

庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

主婦の店鶴岡店イーネ駅前店 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

家具のダイワ 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 くらしのセンターコープ仙石 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 成沢ショッピングセンター（ヤマザワ成沢店） 宮城交通（株） SSライナー・夕陽 山交バス（株） 39
山交バス（株） 鶴岡山形線 山交バス（株） 9
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線 山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線 山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京 山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
庄内交通（株） 高速バス仙台線 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
庄内交通（株） 山形線 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
庄内交通（株） 鶴岡山形線 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
庄内交通（株） 東京・TDL線 山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 イオン酒田亀ヶ崎ショッピングセンター（イオン酒田南店） 宮城交通（株） SSライナー・夕陽 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線 庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

1 ホームセンタームサシ酒田店 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

イオンタウン酒田（ザ・ビッグ酒田北店） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

ホームデコ酒田 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

ニトリ山形北店 山交バス（株） 19
1 共立社こぴあコープ酒田 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

しまむら酒田店 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 ヤマザワ山居町店 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
1 共立社コープなかのくち 宮城交通（株） SSライナー・夕陽 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜

庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線 庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷 庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線 庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京 庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 ト一屋みずほ通り店 庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
1 コメリホームセンター酒田店 庄内交通（株） 高速バス酒田山形線

びっくり市酒田店 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

ヨークタウン成沢（ヨークベニマル成沢店） 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 ツルハドラッグ酒田店 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

コメリハード＆グリーン新圧店 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）
鮭川村 羽根沢・新庄線
山交バス（株） 10
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院

新庄駅東ショッピングタウン（カワチ薬品新庄駅東店、びっくり市新圧店） 鮭川村 羽根沢・新庄線
山交バス（株） 10
山交バス（株） 12
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

ヤマザワ新圧店 山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京

エイトタウン新庄西（ダイユーエイト新庄西店） 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

新庄桧町ショッピングセンター（郷野目ストアひのき町店） 鮭川村 羽根沢・新庄線
山交バス（株） 10
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院

ヨークタウン新庄（ヨークベニマル新庄下田店） 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

1 郷野目ストア中央店 鮭川村 羽根沢・新庄線 山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 10 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 12 山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

12/26



■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 大黒屋ビル（大黒屋） 山交バス（株） 12 鮭川村 羽根沢・新庄線
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向） 山交バス（株） 10
山交バス（株） 新庄-仙台 山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 新庄-東京 山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院 新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲） 山交バス（株） 48ライナー

山交バス（株） TOKYOサンライズ
1 サンデー寒河江店 天童市 天童・寒河江線
1 ヤマザワ寒河江プラザ店 山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地

山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

ケーズデンキ山形本店 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

DCMホーマック寒河江店 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線

洋服の青山寒河江店 天童市 天童・寒河江線
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京

1 寒河江ショッピングセンター（フローラSAGAE) 山交バス（株） 31 天童市 天童・寒河江線
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 ヨークベニマル寒河江店 西川町 道の駅にしかわ寒河江線 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 朝日・寒河江線

1 寒河江ショッピングランド（マックスバリュ寒河江西店） 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線

1 ホームセンターチャンピオン寒河江店 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 ケーズデンキ寒河江店 山交バス（株） TOKYOサンライズ 天童市 天童・寒河江線
山交バス（株） 新庄-東京

1 カワチ薬品寒河江店 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線

ヨークタウン落合（2号棟） 山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

1 マックスバリュ高松店 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線
西川町 道の駅にしかわ寒河江線

1 びっくり市寒河江店 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 チェリーランドさがえ 山交バス（株） 15
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

スーパーおーばん寒河江店 天童市 天童・寒河江線
靴流通センター・マックハウス寒河江店 天童市 天童・寒河江線

山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

森谷家具センター 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線
天童市 天童・寒河江線

1 ヤマザワ上山店 宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 34
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 上山-仙台
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 SEVEN　PLAZA（セブンプラザ） 山交バス（株） 15 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

1 おーばん上山店 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 上山-仙台
宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 34
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 ファッションセンターしまむら上山店 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 34
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

村山ショッピングセンター（ヤマザワ村山店） 山交バス（株） 13
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 6
山交バス（株） TOKYOサンライズ
村山市 山の内～北村山公立病院線
天童市 天童・寒河江線

ヤマザワ村山駅西店 山交バス（株） 6
村山市 山の内～北村山公立病院線

ヨークタウン長井小出（ヨークベニマル長井小出店） 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

カワチ薬品長井店,ファッションセンターしまむら長井店 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

14/26



■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 ヤマザワ長井店 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

1 サンデー長井店 長井市 九野本・置賜総合病院線
うめや長井北店 長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前

1 ケーズデンキ長井店 長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線

嶋ファッションモール（しまむら嶋店） 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

ヤマダ電機テックランド長井店 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

びっくり市長井店 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

1 末広本店 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線 山交バス（株） 36
長井市 九野本・置賜総合病院線 山交バス（株） 長井（浅立）荒砥
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

1 うめやサンプラザ店 長井市 九野本・置賜総合病院線 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線 長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線

長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

イオンモール天童（イオンスタイル天童） 山交バス（株） 22
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

ホームセンタームサシ天童店 山交バス（株） 23
天童市 天童・寒河江線

1 サンデー天童南店 山交バス（株） 22 山交バス（株） 19
天童市 天童・寒河江線 山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 ららパーク天童（ヨークベニマルららパーク天童店） 山交バス（株） 22 山交バス（株） 19
天童市 天童・寒河江線 山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

ヨークタウン落合1号棟（ヨークベニマル落合店） 山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

スーパースポーツゼビオ天童店 山交バス（株） 22
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 天童ショッピングセンター（マックスバリュ天童店） 山交バス（株） 19 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 22 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

1 スーパーおーばん南天童店 山交バス（株） 22
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

TENDO八文字屋 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

ヤマザワ天童北店 天童市 天童・寒河江線
おーばん久野本店 天童市 天童・寒河江線

1 ヤマダ電機テックランド山形本店 山交バス（株） 19
1 ヤマザワ天童中央店 山交バス（株） TOKYOサンライズ 山交バス（株） 22

山交バス（株） 新庄-東京 山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

ヤマザワ天童西店 山交バス（株） 23
天童市 天童・寒河江線

ヤマザワ長岡店 山交バス（株） 22
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 イオン東根店 天童市 天童・寒河江線
神町ショッピングセンター（ヤマザワ神町店） 山交バス（株） TOKYOサンライズ

天童市 天童・寒河江線
サンデー東根中央店 天童市 天童・寒河江線

山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京

ヨークタウン東根神町 山交バス（株） TOKYOサンライズ
天童市 天童・寒河江線

ケーズデンキ東根店 天童市 天童・寒河江線
1 スーパーおーばん村山店 山交バス（株） 13

山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 6
山交バス（株） TOKYOサンライズ
村山市 山の内～北村山公立病院線
天童市 天童・寒河江線

スーパーおーばんさくらんぼ東根店 天童市 天童・寒河江線
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

東根北ショッピングセンター（ツルハドラッグ東根店） 山交バス（株） 13
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 6
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
村山市 山の内～北村山公立病院線
天童市 天童・寒河江線

サンデー東根店 山交バス（株） 13
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） 6
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
村山市 山の内～北村山公立病院線
天童市 天童・寒河江線

TSUTAYA東根店 山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京

カワチ薬品東根店 天童市 天童・寒河江線
びっくり市東根店 天童市 天童・寒河江線
尾花沢ショッピングセンター（ダイユーエイト尾花沢店） （有）はながさバス 銀山線

山交バス（株） 13
ホームセンターサンデー北村山店 （有）はながさバス 銀山線

山交バス（株） 13
ダイユーエイト山形花楯店 山交バス（株） 19

1 イオンタウン尾花沢（ザ・ビッグ尾花沢店） （有）はながさバス 銀山線
山交バス（株） 13

1 グラントマト尾花沢店 （有）はながさバス 銀山線
山交バス（株） 13

スーパーおーばん南尾花沢店 （有）はながさバス 銀山線
山交バス（株） 13

ヤマザワ尾花沢店 （有）はながさバス 銀山線
山交バス（株） 13

イオンタウン南洋（マックスバリュ南陽店） 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

うめや南陽東店 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

スーパーおーばん山辺店 朝日町 山形直行バス
1 やまのべショッピングプラザベル 山交バス（株） 41

朝日町 山形直行バス
ヨークタウン河北（ヨークベニマル・ダイユーエイト河北店） 山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前

山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 6

ヤマザワ谷地店 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線
村山市 富並～樽石～河北病院線

1 ホームセンターサンデー河北店 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線
村山市 富並～樽石～河北病院線

1 ウエルシア山形河北店 山交バス（株） 6 山交バス（株） 15
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線 山交バス（株） 31
村山市 富並～樽石～河北病院線 山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前

山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 新鮮館ベル河北店 山交バス（株） 6
村山市 富並～樽石～河北病院線

1 七日町再開発ビル（AZ七日町） 山交バス（株） 15 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 19
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

マックスバリュ真室川店 鮭川村 大芦沢・豊里駅線
鮭川村 日下・真室川線
真室川町 金山線

ヨークタウン高畠 山交バス（株） 46
1 ヤマザワ高畠店 山交バス（株） 46
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

ヤマザワ川西店 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 うめや川西店,ツルハドラッグ川西店 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

ひらせいホームセンター川西店 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 白い森ショッピングセンターアスモ 山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ヤマザワ松見町店 宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 上山-仙台
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山

白鷹SCスピカ（コメリハード＆グリーン白鷹店） 山交バス（株） 36
イオンモール三川（イオン三川店） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル

庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港

ル・パークみかわショッピングスクエア・第１ブロック（ニトリ庄内三川店） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京

アクロスプラザ三川（マルホンカウボーイ三川店） 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 余目ショッピングモール（新鮮館Aコープ庄内ぼんてん店） 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

1 日本海家具センター大滝 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

カワチ薬品山形南店 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 大沼山形本店 山交バス（株） 15 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 19
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

1 サンデー前田店 山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
1 ヤマザワ宮町店 山交バス（株） 9 山交バス（株） 22

山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山 山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

マックスバリュ山形駅西店 山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
朝日町 山形直行バス
宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ヤマダ電機テックランド山形南店 山交バス（株） 36
1 スーパーおーばん山形東店 山交バス（株） 19

ヤマザワ清住町店 山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） TOKYOサンライズ

ヤマザワ富の中店 山交バス（株） 36
1 スーパースポーツゼビオ山形吉原店 山交バス（株） 34

山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 山交ビル（ヤマザワ山交ビル店） 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅 朝日町 山形直行バス
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 9

1 サンドラッグ南二番町店 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ヤマザワ漆山店 山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

1 マックスバリュ青田店 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ヨークベニマル山形深町店 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36

元気市場たかはし元木店 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

山形観光物産館 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 エスパル山形（メトロプラザ） 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅 山交バス（株） 32
宮城交通（株） 特急仙台～山形線 山交バス（株） 41
山交バス（株） 15 朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 19 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 22 山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 39 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） アルカディア号 山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山 山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地 山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂 山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 山形-仙台 山交バス（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉 庄内交通（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル 山交バス（株） 9
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

スーパーおーばん桜田南店 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 お宝中古市場山形南店 山交バス（株） 36 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 ヨークベニマル山形下条町店 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

1 ツルハドラッグ山形深町店、オートバックス山形深町 山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 洋服の青山山形店 山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
マックスバリュエクスプレス南三番町店 山交バス（株） 39

山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 七日町パーキングプラザ2（ARC） 山交バス（株） 15 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

1 八文字屋ビル（八文字屋本店） 山交バス（株） 15 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 19
山交バス（株） 41
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

1 ヤマザワ北町店 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

小松書店寿町本店 山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
1 ヤマザワ蔵王駅前店 山交バス（株） 34

山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
1 七日町パーキングプラザ（虹の街） 山交バス（株） 15 山交バス（株） 19

山交バス（株） 22 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 23 山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 32 山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 34 山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 36 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 サンワワールド山形店 山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ファッションセンターしまむら元木店 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

ホームセンターサンデー下条店 朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 イオン米沢店 山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線 山交バス（株） 46
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 47

米沢中田町ショッピングプラザ（ヤマザワ米沢中田店） 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
DCMホーマック・ヨークベニマル南館店 山交バス（株） 36

1 大沼米沢店 山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線
山交バス（株） 米沢-仙台

米沢駅前ショッピングプラザ（ヨークベニマル米沢店） 山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢-仙台
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

ホームセンタームサシ米沢店 山交バス（株） 47
1 徳町ショッピングセンター（ヤマダ電機テックランド米沢店） 山交バス（株） 47

山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線
1 イオンタウン米沢（マックスバリュ米沢駅前店） 山交バス（株） 46 山交バス（株） 米沢-仙台

カワチ薬品米沢北店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
ヨークベニマル米沢春日店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目

1 ヤマザワ花沢町店 山交バス（株） 46
1 ヤマザワ相生町店 山交バス（株） 47 山交バス（株） 46

山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

ケーズデンキ米沢店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 ヨークベニマル米沢門東町店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線
山交バス（株） 米沢-仙台

1 カワチ薬品米沢駅前店 山交バス（株） 米沢-仙台 山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

スーパースポーツゼビオ米沢店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
1 わくわくコマレオ米沢店 山交バス（株） 米沢-仙台

山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

コメリハード＆グリーン米沢店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
ドラッグヤマザワ米沢金池店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目

山交バス（株） 46
ケーズデンキ山形北本店 山交バス（株） 15

山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 ツルハドラッグ米沢北店 山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
1 上杉城史苑 山交バス（株） 米沢-仙台 山交バス（株） 46

山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

庄内アークプラザ（ホームセンタームサシ鶴岡店） 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 エスモール 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

1 鶴岡西ショッピングセンターウエストモール・パル（主婦の店鶴岡店パル店） 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線

コメリハード＆グリーン鶴岡店、鶴岡協同の家こぴあ） 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 サウスモールミーナ 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 イオンモール山形南（イオン山形南店）
山形北ショッピングセンター（イオン山形北店）
ヨークタウン嶋第2ブロック（ダイユーエイト山形嶋店）
フレスポ山形北（ユニクロフレスポ山形北店）
ヨークタウン島第1ブロック（ヨークベニマル山形嶋店）
サンデー山形北店
サンデー白山店
スポーツデポ山形店
ジョーシン山形嶋店
カワチ薬品山形北店

1 ヤマザワ白山店
1 ホームセンターヤマケン

ドン・キホーテ山形嶋南店
スーパーおーばん山形嶋店

1 共立社しろにしセンター（コープしろにし）
MOVIE　ON　やまがた（八文字屋北店）
ゴルフ山形店
ヨークタウン成島（ヨークベニマル成島店）

1 ヤマザワ堀川町店
ジョーシン米沢店
ホームセンターサンデー西米沢店
鶴岡南ショッピングセンター（DCMホーマック鶴岡店、マックスバリュ鶴岡南店）

ショッピングセンターボイス（主婦の店鶴岡店ボイス店）
くしびきショッピングプラザ（やまざわくしびき店）

1 カワチ薬品鶴岡東店
1 武田商店中央店

主婦の店鶴岡店美原店
マリーン5清水屋
ヤマザワ酒田旭新町店

1 ヤマダ電機テックランドNew酒田店
1 ホームセンターチャンピオン酒田店
1 ヤマザワ東大町店

ジェイマルエー酒田店
1 マックスバリュ平田典

家具インテリアアカネヤ
マルホンカウボーイ酒田店

1 新庄ショッピングセンター（マックスバリュ新庄店）
ヨークタウンアクロスプラザ新庄（ヨークベニマル新圧店）
ヤマザワ新庄宮内店
ニトリ新庄店
新庄新町ショッピングセンター（ビフレ新庄店）
ケーズデンキ新庄店
ヤマダ電機テックランド新庄店
ヤマザワ寒河江西店
マックスバリュ寒河江中央店
コストコホールセールかみのやま倉庫店
コメリパワー上山店
ヨークベニマル上山店
DCMホーマック天童店
ヨークタウン老野森（ヨークベニマル天童老野森店）
カワチ薬品天童店
天童ファッションモール（しまむら・バースデイ・アベイル）
ヤマダ電機テックランド天童店
お宝中古市場山形天童店
びっくり市天童店
さくらんぼタウン（コメリパワー東根店）
グラントマト東根店
南陽ショッピングプラザ（ヤマザワ南陽店，サンデー南陽プラザ店）

ヨークタウン南陽（ヨークベニマル南陽店）
ダイユーエイト南陽店
ホームセンタームサシ南陽店
B家具・アウトレットいいづか南陽店
わくわくコマレオ南陽店

1 中山ショッピングプラザライズ（ヤマザワ中山店）
郷野目ストア最上店,　丸徳ふるせ
ケーズデンキ南陽高畠店
キムラ高畠店
ル・パークみかわショッピングスクエア。第２ブロック（戸田書店三川店）

ヤマザワ余目店
ダイユーエイト庄内余目店
しまむら余目店,ツルハドラッグ余目店
マックスバリュ余目店
ホームセンターチャンピオン余目店
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 遊佐ショッピングセンターエルパ（マックスバリュ遊佐エルパ店）

病院 医療法人篠田好生会 千歳篠田病院 山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉

山形県立こころの医療センター 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 山交バス（株） 39
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

山形県立中央病院 山交バス（株） 23
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山

山形県立こども医療療育センター 山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 9
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形-新潟
山交バス（株） 上山-仙台
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 山形市立病院済生館 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山 山交バス（株） 19
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 15
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 41
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
朝日町 山形直行バス

1 天童市民病院 山交バス（株） 23
天童市 天童・寒河江線

社会医療法人二本松会 かみのやま病院 山交バス（株） 9
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 34
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山

1 医療法人篠田好生会 篠田総合病院 山交バス（株） 19 山交バス（株） 34
山交バス（株） 32 山交バス（株） 36
山交バス（株） 41 山交バス（株） 9
山交バス（株） TOKYOサンライズ 山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
朝日町 山形直行バス 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山

山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 谷地-山形駅
宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

医療法人横山厚生会 横山病院 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
宮城交通（株） 特急仙台～山形線
山交バス（株） 39
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 15
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 9
山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 19

1 医療法人篠田好生会 天童温泉篠田病院 山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

1 医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院 山交バス（株） 19 山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 32
山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 谷地-山形駅

吉岡病院 山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 19
山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
天童市 天童・寒河江線

1 みゆき会病院 宮城交通（株） 仙台～上山線
山交バス（株） 34
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形県庁前～高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス

1 社会医療法人二本松会 山形さくら町病院 山交バス（株） 32 山交バス（株） 19
山交バス（株） 41 宮城交通（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） TOKYOサンライズ 宮城交通（株） 特急仙台～山形線
朝日町 山形直行バス 山交バス（株） 15

山交バス（株） 22
山交バス（株） 23
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス
山交バス（株） 9
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 井出眼科病院 山交バス（株） 山交ビル（長岡）天童温泉 山交バス（株） 山形-USJ
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル 山交バス（株） 山形-新潟
新潟交通（株）・山交バス（株） 山形高速バス 山交バス（株） 新庄-東京
宮城交通（株） 仙台空港～山形駅 山交バス（株） 仙台空港～山交ビル
宮城交通（株） 特急仙台～山形線 山交バス（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 15 庄内交通（株） 鶴岡山形線
山交バス（株） 19 山交バス（株） 9
山交バス（株） 22 朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 23
山交バス（株） 32
山交バス（株） 34
山交バス（株） 36
山交バス（株） 39
山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） アルカディア号
山交バス（株） 県立中央病院（表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形（金谷）高松葉山
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前-蔵王刈田山頂
山交バス（株） 山形市役所（リナワールド）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（山形駅前・表蔵王）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所（四ツ谷）高松葉山
山交バス（株） 山形市役所～高松葉山
山交バス（株） 山形-仙台
山交バス（株） 仙台空港～山形駅
山交バス（株） 谷地-山形駅
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線

1 独立行政法人国立病院機構 山形病院 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 山形県立河北病院 山交バス（株） 6 山交バス（株） 15
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線 山交バス（株） 31
村山市 富並～樽石～河北病院線 山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前

山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅

1 寒河江市立病院 山交バス（株） 31 山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
西川町 道の駅にしかわ寒河江線
朝日町 朝日・寒河江線

朝日町立病院 山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
朝日町 山形直行バス
朝日町 朝日・寒河江線

1 西川町立病院 西川町 稲沢左沢線
西川町 沼山線
西川町 道の駅にしかわ寒河江線

1 北村山公立病院 山交バス（株） 13
山交バス（株） 6
村山市 山の内～北村山公立病院線
山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
天童市 天童・寒河江線

医療法人社団明山会 山形ロイヤル病院 山交バス（株） 48ライナー
山交バス（株） TOKYOサンライズ
山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 新庄-東京

山形徳洲会病院 山交バス（株） 32
朝日町 山形直行バス
山交バス（株） 41
山交バス（株） TOKYOサンライズ

1 山形県立新庄病院 鮭川村 羽根沢・新庄線 山交バス（株） 新庄-仙台
山交バス（株） 10 山交バス（株） 新庄-東京
山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院（最上公園）金山
山交バス（株） 県立病院（上台中）金山
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
新庄輸送サービス 羽根沢温泉-県立病院
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

1 町立真室川病院 鮭川村 大芦沢・豊里駅線
鮭川村 日下・真室川線
真室川町 金山線

公立置賜長井病院 長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線
山交バス（株） 36
山交バス（株） 長井（浅立）荒砥

白鷹町立病院 山交バス（株） 36
山交バス（株） 長井（浅立）荒砥

1 米沢市立病院 山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 公立置賜南陽病院 （株）赤湯観光バス 南陽病院行き
南陽市 西部地区バス

公立高畠病院 山交バス（株） 46
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

若宮病院 山交バス（株） 34
山交バス（株） 山形（若葉町・南山形）高松葉山

1 公立置賜総合病院 （株）赤湯観光バス 南陽病院行き
長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
長井市 九野本・置賜総合病院線
長井市 上郷・平山・置賜総合病院線
長井市 置賜総合病院・伊佐沢・中央線
長井市 置賜総合病院・歌丸・中央線
長井市 置賜総合病院・河井・時庭・中央線
長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線
南陽市 西部地区バス

1 三友堂病院 山交バス（株） 47 山交バス（株） 46
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線

1 医療法人舟山病院 山交バス（株） 46
山交バス（株） 47
山交バス（株） 米沢（市立病院）糠野目
山交バス（株） 米沢（市立病院・六郷）小松線
山交バス（株） 米沢-仙台

吉川記念病院 長井市 白兎（里巻）・置賜総合病院前
長井市 平・置賜総合病院線

1 日本海総合病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル 宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜 庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜 庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 酒田-余目駅 庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校 庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅 庄内交通（株） 山形線

庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 日本海酒田リハビリテーション病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅
1 医療法人本間病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル

庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田(日本海病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田光陵高校前(日本海総合病院)湯野浜
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

1 医療法人徳洲会 庄内余目病院 庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 酒田-余目駅
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス
庄内交通（株） 特別支援学校-余目駅

1 鶴岡市立荘内病院 庄内交通（株） ウェーブ前-清川 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館 庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 鶴岡協立病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

1 産婦人科・小児科三井病院 山交バス（株） 鶴岡山形線
庄内交通（株） 高速バス酒田山形線
庄内交通（株） 鶴岡山形線
宮城交通（株） SSライナー・夕陽
庄内交通（株） 京都・大阪・USJ線
庄内交通（株） 高速バス酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷
庄内交通（株） 高速バス上野・秋葉原・東京
庄内交通（株） 高速バス仙台線
庄内交通（株） 山形線
庄内交通（株） 東京・TDL線
庄内交通（株） 東京方面行き高速バス

1 医療法人宮原病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） ウェーブ前-清川
庄内交通（株） ウェーブ前-清川八郎記念館
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

医療法人社団愛陽会 三川病院 庄内交通（株） ウェーブ前-庄交バスターミナル
庄内交通（株） リムジンバス鶴岡市内→庄内空港
庄内交通（株） 鶴岡(モール・イオン三川・日本海病院)光陵高校

南さがえ病院 山交バス（株） 15
山交バス（株） 山交ビル寒河江バスターミナル
山交バス（株） 谷地-山形駅

小原病院 山交バス（株） 15
山交バス（株） 31
山交バス（株） ひなの湯・産直センター前-朝日町役場前
山交バス（株） 寒河江バスターミナル（松川・左沢）宮宿
山交バス（株） 寒河江-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 山形駅前（山形道）谷地
山交バス（株） 山形駅前-ひなの湯・産直センター前
山交バス（株） 谷地（寒河江）宮宿
山交バス（株） 谷地-山形駅
山交バス（株） 6
西川町 羽前高松駅・県立河北病院線
村山市 富並～樽石～河北病院線

1 医療法人社団清明会 新庄明和病院 山交バス（株） 12
山交バス（株） 県立病院～肘折（川向）
新庄輸送サービス 肘折温泉-県立病院
大蔵村 県立病院・肘折線（幹線補助・再掲）

医療法人社団斗南会 秋野病院
山形厚生病院
佐藤病院
米沢こころの病院
山容病院

1 医療法人酒田東病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院
公立学校共済組合 東北中央病院
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■市町村を跨ぐバス路線の施設乗り入れ状況 ：市町村内を走るバス路線は乗り入れているが、市町村を跨ぐバス路線は１本も乗り入れていない施設

種類

150ｍ以内
にバス停が
ある（地域
内交通含）

施設名 ～150ｍ 150～500ｍ

1 医療法人社団 小白川至誠堂病院
矢吹病院
医療法人敬愛会 尾花沢病院

1 最上町立最上病院
新庄徳洲会病院

1 小国町立病院
1 独立行政法人国立病院機構 米沢病院

三友堂リハビリテーションセンター
川西湖山病院
順仁堂遊佐病院

1 鶴岡協立 リハビリテーション病院
1 鶴岡市立湯田川温泉 リハビリテーション病院
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