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■ ご自宅以外の共通乗降場（きょうつうじょうこうじょう） 
● 共通乗降場は事情により変更になる場合があります。その際はホームページなどでお知らせいたします。 

● ご予約の際は、オペレーターに以下の表に記載の「乗降場などの名称」で目的地をお伝えください。 

● ご乗車される際は、必ず予約時にお約束した時間に乗降場でお待ちください。 

駅・公共施設 など 
 ｢乗降場｣の名称 ｢乗降場｣詳細 このようなことに便利です 

1 JR 東金駅 西口 (駅舎側） 三橋寿し店前 乗り継ぎ・付近の買物や通院 

2 JR 東金駅 東口 ﾛｰﾀﾘｰの医師会会館側 乗り継ぎ・付近の買物や通院 

3 JR 福俵駅 
福俵駅前東公園（駅の山側道路付
き）の角の道路歩道 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ脇 

乗り継ぎ 

4 JR 求名駅 西口 (JIU 側) 共通乗降場前 乗り継ぎ  城西国際大学講座 など 

5 JR 求名駅 東口 (駅舎側) 共通乗降場前 乗り継ぎ 

6 
東金中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
・児童館 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ入口階段下 

地域・文化活動 

千葉銀行、千葉興業銀行、東金税務署、付近の買物や通院 

7 公平地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 公平幼稚園 

8 丘山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

9 大和地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

10 正気地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 

11 豊成地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 豊成小学校 

12 福岡地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動 福岡小学校 

13 源地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 敷地内 地域・文化活動  

14 東金市役所 共通乗降場前 (正面玄関) 東金図書館、山武合同庁舎、東金税務署、付近の買物や通院 

15 
ふれあいセンター 
(保健福祉センター) 共通乗降場前（玄関前ﾛｰﾀﾘｰ) 

市健康増進課、健康診断・予防接種など、手続き・相談、 

社会福祉協議会、市民活動サポート広場、付近の買物や通院  

16 東金アリーナ 玄関前 一般ﾀｸｼｰ乗降場より先方 健康体育活動、 斎場など付近の施設 市下水対策課 

17 東金文化会館 玄関前 一般ﾀｸｼｰ乗降場より先方 鑑賞・観劇・文化活動  

18 老人福祉センター 共通乗降場前（正面玄関） 長寿会・高齢者いきがい活動 

19 県立東金青年の家 玄関前 社会・体育・文化活動 

20 東金警察署 玄関前 運転免許証更新 など 

21 
東金市外三市町環境 
クリーンセンター 入浴施設玄関前 公共入浴施設 

22 東金法務総合庁舎 玄関前 千葉地方法務局東金出張所 東金区検察庁 

23 道の駅 みのりの郷東金 共通乗降場前 買物、食事 など 

 

 

病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

24 ぐみょう今井歯科医院前 ぐみょう今井歯科医院前  求名 895-6 ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 下谷 

25 求名駅前歯科医院前 求名駅前歯科医院前  求名 2-34 ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 城西国際大学ｶﾘﾖﾝ通り 

26 鈴木歯科医院前 鈴木歯科医院前  松之郷 2678-6  

27 村井歯科医院前 村井歯科医院前  道庭 923-1  

28 岡崎医院前 岡崎医院前  油井 55-1  

29 上田歯科医院前 上田歯科医院前  台方 615  

 オリーブ歯科ｸﾘﾆｯｸ入口 

（小林工業前） 

オリーブ歯科ｸﾘﾆｯｸ入口

（小林工業前） 

乗降ともに小林
工業前の歩道 

 
城西小学校 

31 台方 69-1 

32 斉藤クリニック前 斉藤クリニック前  台方 2058-1  

33 田間クリニック前 田間クリニック前  田間 3-34-3  

34 いごう歯科医院前 
田間カネハン商店前 道路山側 

田間 2264   付近での買物 

九十九里鐵道・ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 金半前 35 勝田歯科医院前 田間 2182 

36 けとり歯科医院前 けとり歯科医院前  田間 2-13-11 村の市場 など 

37 さが歯科前 さが歯科前  田間 51-4  

      

39 平沼歯科医院前 平沼歯科医院前  田間 3-24-12 村の市場 など 

40 りゅうクリニック前 りゅうクリニック前  田間 1285-2 カインズホーム ニトリ 二木ゴルフ カスミ など 

41 ふるがき糖尿病内科医院前  ふるがき糖尿病内科医院前  田間 2-22-7  
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病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

42 大多和診療所入口 大多和診療所入口  東金 1433-6  県立東金高等学校 八鶴亭 など 

43 東金整形外科前 東金郵便局前   東岩崎 26-14  

44 大原耳鼻いんこう科前 
鴇嶺小学校運動場入口門前  

11 ページ地図 

とうがね中央糖尿

病腎ｸﾘﾆｯｸと金坂

ﾋﾞﾙの間の運動場

入口門前 

 東岩崎 24-10 

 東金郵便局 付近での買物 など 
45 とうがね中央糖尿病腎ｸﾘﾆｯｸ前  東岩崎 24-7 

46  サンピア歯科ｸﾘﾆｯｸは乗降ともに 循環バス  中央公園前（サンピア側）  東岩崎 8-10  サンピア 東金市役所 など 

 九十九里鐵道 サンピア前 

 循環バス  中央公園前 

47 二木歯科医院前 
循環バス  中央公園前（サンピア側） 

 東岩崎 8-2 

48 太平堂診療所前  東岩崎 13-1 

49 かきす眼科医院前 かきす眼科医院前   東岩崎 5-4  

50 木村歯科医院前 JR 東金駅 西口 三橋寿し店前  東金 1229  

51 東金デンタルクリニック前 

ひらが公園前 道路山側 

 東金 1146 
西川園  春木屋 

 岸本薬局  安﨑際物店 など 
52 麻生歯科医院前  東金 1189 

53 秋葉医院前 東金 1195 

54 飯田歯科医院前 

東葉クリニック東新宿前 

 東葉クリニック 
 東新宿玄関前の 

 歩道 

 田間 87-6 

 シャトレーゼ 蓬莱閣 竹田屋 など 

 九十九里鐵道 東新宿 

55 東葉クリニック東新宿前  東新宿 8-1 

56 東城歯科医院前  東新宿 7-22 

57 原医院前  東新宿 8-11 

58 西田医院前 西田医院前   東新宿 13-7  

59 平山クリニック前 平山クリニック前   東金 931  

60 ファミリー歯科駐車場前 ファミリー歯科駐車場前   

 

 

 11 ページ地図 

 東岩崎 25-14  KFC 小川屋味噌店 など 

61 山田歯科クリニック前 

循環バス 南上宿 

 南上宿 19-24  

    

 不二家 など 

 九十九里鐵道 南上宿 

 循環バス 南上宿 

63 天野内科クリニック前  南上宿 34-4 

64 座間泌尿器科医院前  南上宿 41-1 

65 東金皮フ科前  南上宿 34-4 

66 大木歯科医院前 
田波整形外科前 

  南上宿 39-7 

67 田波整形外科前  南上宿 41-17 

68 山口歯科医院前 山口歯科医院前   東上宿 5-5  

69 城西クリニック前 城西クリニック前   南上宿 4-9  

70 やひろ歯科医院前 山武土木事務所入口  11 ページ地図  東新宿 18-1  東金税務署 バイパス沿いの店舗 など 

71 小倉歯科医院前 
吉橋医院前 

  東金 244  

72 吉橋医院前   東金 250 

73 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾋﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ前 ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾋﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ前   日吉台 6-2-1 
 スーパーカワグチ など 

74 日吉台クリニック前 日吉台クリニック前    日吉台 4-3-2 

75 田中歯科医院前 田中歯科医院前    福俵 457-1  

76 堤歯科クリニック前 堤歯科クリニック前   堀上 180  

77 とよだ整形外科医院 とよだ整形外科医院 敷地内  堀上 1339  九十九里鐵道 下幸田  

78 河宇産婦人科前 河宇産婦人科前  堀上 35-1  

79 神野歯科クリニック前 神野歯科クリニック前   押堀 553-1  

80  かとく歯科医院前  かとく歯科医院前   家徳 194-1  九十九里鐵道 家徳横町  

81  岩佐産婦人科  岩佐産婦人科  敷地内  広瀬 173  九十九里鐵道 床屋前 

82  浅井病院  浅井病院  玄関前  家徳 38-1  九十九里鐵道 家徳 

83  佐藤医院前 佐藤医院前   薄島 162-3  九十九里鐵道 荒生  循環バス  薄島 

84 はっとり内科クリニック はっとり内科クリニック  求名 76-1 循環バス 求名駅入口 

85  山岸歯科医院前  山岸歯科医院前   大沼田 427  

86  東千葉メディカルセンター  東千葉メディカルセンター  12 ページ地図 丘山台 3-6-2  九十九里鐵道・ちばﾌﾗﾜｰﾊﾞｽ 

87  佐瀬接骨院前  佐瀬接骨院前  下武射田 187-2  循環バス 下武射田（佐瀬接骨院前） 

88  求名はり灸接骨院  求名はり灸接骨院前   道庭 937-5  

89  山口整骨院前  山口整骨院前   家徳 103  

90  川崎整骨院前  川崎整骨院前   二之袋 1023-1  

91  東金令和整骨院前  東金令和整骨院前   田間 3-25-4  

92  東金整骨院前  東金整骨院前   東岩崎 11-10  

93  さいとう整骨院前  さいとう整骨院前   道庭 85-1-103  

94  後藤整骨院前  後藤整骨院前   東金 429  

95  伊藤鍼きゅう・整骨院前  伊藤鍼きゅう・整骨院前   南上宿 38-25  

96  東金たま整骨院前  東金たま整骨院前   田間 938-8  

97  たがわ整骨院前  たがわ整骨院前  東新宿 9-10-101  
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病院・診療所 など（病院・診療所によって｢降り場｣､｢乗り場｣が異なることがあります） 

行きの｢降り場｣の名称 帰りの｢乗り場｣の名称 ｢乗り場｣詳細 住所 乗降場付近のお店やﾊﾞｽ停留所など 

98  やつる堂治療院入口  やつる堂治療院入口  東金 1510-10  

      

100 特別養護老人ﾎｰﾑ ゆりの木苑 特別養護老人ﾎｰﾑ ゆりの木苑  家徳 756-2  

101 
 介護老人保健施設 

 老人ケアセンター浅井 

介護老人保健施設 

 老人ケアセンター浅井 
 

 家徳 157-1 
 

102  特別養護法人ﾎｰﾑ 福福の里 特別養護法人ﾎｰﾑ 福福の里  極楽寺 163-1  

103  特別養護法人ﾎｰﾑ 芙蓉荘 特別養護法人ﾎｰﾑ 芙蓉荘  家之子 2010-3  

104 特別養護法人ﾎｰﾑ 福岡 福福の里 特別養護法人ﾎｰﾑ 福岡 福福の里  東中島 97-1  

105 山元接骨院 山元接骨院  上谷 3336-39  

106 さかきばら眼科 さかきばら眼科  東岩崎 13-18  

 

｢買物｣に便利な共通乗降場（きょうつうじょうこうじょう） 

 ｢乗降場｣の名称 ｢乗降場｣詳細 【参考】乗降場付近のバス停留所・商店 など 

■  東金駅西口商店街 （旧道沿い） 
東金商高入口 瀬尾洋品店前 洋品店前 歩道 東金商高入口（山側） 吉野屋薬局 など 

田間神社 田間区公民館前 公民館前 敷地 田間神社(山側）  

田間カネハン商店前 商店前 歩道 金半前（山側） 勝田歯科医院  いごう歯科医院 など 

田間 新町 田中家具店前 家具店前 歩道 新町（山側）  

裁判所前 裁判所入口 歩道 裁判所前（山側） シューベルト など 

片貝県道入口 朝日生命保険前 朝日生命前 歩道 片貝県道入口（山側） 古志川 新宿郵便局 など 

新宿 千葉信用金庫前 信用金庫前 歩道  新宿（山側） 今出屋  大島屋  灰吹屋 など 

東金駅入口 銚子商工信用組合脇 公衆トイレ前 東金駅入口（山側） だいのみせ 東京庵 内山屋 など 

ひらが公園前 道路山側 12 ページ地図 岸本薬局 西川園 春木屋 安﨑際物店 など 

上宿 小川屋本店前 小川屋本店前 歩道 上宿（海側）  木村屋ベーカリー   など 

砂郷入口  店舗前 歩道 砂郷入口（海側）  岡田屋商店 大田屋  など 

城西小学校入口 石崎紙店前 城西小バス停の脇 城西小学校（海側）  川嶋商店 石崎洋服店 ﾒｶﾞﾈのふるうち など 

 ■ 東金駅東口 

東金商工会議所駐車場前（サンピア前） 11 ページ地図 
 九十九里鐵道 ｻﾝﾋﾟｱ前 

循環バス  中央公園前 
 サンピア サンピア内各金融機関出張所 など 

鴇嶺小学校運動場入口門前 
とうがね中央糖尿病腎ｸﾘﾆｯｸと

金坂ビルの間の入口門前 
11 ページ地図  東金郵便局 バイパス沿い店舗 など 

東葉クリニック東新宿前 玄関前 歩道 東新宿  シャトレーゼ  蓬莱閣  竹田屋 など 

片貝県道京葉銀行前 京葉銀行前 歩道 東金バイパス入口  洋服のアオキ 家電大倉 など 

吉橋団地  吉橋団地 
 介護老人福祉施設 両総 セイムス  ボンメゾン 

お菓子のたいよう マクドナルド 市ガス課 など 

 ■ 押堀商業施設群 （10 ページ地図） 

カスミ 押堀インター入口循環バス上り停留所脇（ビックハウス側） 
押堀インター入口 

 ケーズデンキ  カスミ  ウェルシア  ダイソー 

 ビックハウス  しまむら サンキ  洋服の青山 

 フローラ高山 など カスミ 押堀インター入口循環バス下り停留所脇（カスミ側） 

 ■ 田間・道庭・家之子 国道 126 号線沿い商業施設群 
田間 2 分団 1 部 2 班消防機庫脇 ２分団１部２班消防機庫の脇 

10 ページ地図 

 コートダジュール その他飲食店 など 

カインズホーム裏 園芸館・豊作館の裏側の道路  ニトリ 二木ゴルフ など 

田間カスミ前   

ベイシア裏 山武市側駐車場出入口の脇  茶坊主 オートバックス など 

田間 末無公園 公園前 歩道   まねきねこ など 

セカンドストリート 店舗前 歩道  スタジオアリス  など 

ユニクロ 店舗前 歩道   アベイル など 

GU 店舗前 歩道   

  ■ ふれあいセンターの通り 
田間新町公園前 村の市場駐車場前 循環バス バス停 新町公園 新町公園前  けとり歯科医院 平沼歯科医院  

田間三丁目 介護前ｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ前  田間三丁目  セイムス 西松屋 介護ｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ など 

田間中央公園前  田間中央公園前  ふれあいセンター など 

■ 家徳商業施設群 （10 ページ地図） 
せんどう 東金プラザ店    マツモトキヨシ ダイソー パシオス など 

 ■ 日吉台商業施設群 

日吉台レイクサイドプラザ前 日吉台クリニック前   スーパーカワグチ  
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東金市内の路線バス／高速バス停留所 乗り継ぎなどに便利 

九十九里鐵道バス ちばフラワーバス 

八街線 上布田経由 千葉線・フラワーライナー・シーサイドライナー 

野際坂下（東金方面行き） 三ヶ尻 家之子（海側・山側） 田間三丁目 

極楽寺台（八街方面行き） 公民館入口 公平幼稚園（海側・山側） 田間中央公園 

極楽寺（東金方面行き） 五料 公平農協（海側・山側） 新町公園（田間） 

団地前 五料公園前 田間新田（海側・山側） 青年の家入口（海側・山側） 

東金森林組合前 粟生 砂押県道（千葉学芸高校前停留所 山側） 

布田薬師前 大向 東金商業高校入口（海側） 東金商高入口瀬尾洋品店前（山側） 

布田入口 鈴木製材所前 雄蛇湖入口（千葉方面行き・東金方面行き） 

上布田 天王様前 丘山農協前（千葉方面行き・東金方面行き） 

滝沢入口 東金商業高校前 丘山小学校前（丘山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ側・丘の街側） 

酒蔵 金谷 丹尾 IC 下（東金方面行き） 

京僧前 東金商高入口 山田坂下（東金方面行き） 山田局前（東金方面行き） 

八街線 滝台（国道 409 号）経由 フラワーライナー 東千葉メディカルセンター経由 

四木入口（東金方面行き） 雄蛇湖入口（東金方面行き） 砂郷入口 東千葉メディカルセンター 

板橋（東金方面行き） 待橋（東金方面行き） 上宿 丘山台三丁目（千葉方面行き） 

滝（東金方面行き） 台方一丁目 八鶴湖入口 丘山台二丁目（千葉方面行き） 

丘山小学校前（丘の街側 ） 大作  丘山台一丁目（千葉方面行き） 

丘山農協前（東金方面行き） 城西小学校   

レイクサイドライナー（東金方面・日吉台方面） フラワーライナー バイパス経由 

東金駅入口 日吉台七丁目 求名 

新宿 湖北台 求名駅入口（調整池前） 

片貝県道入口 南が丘 求名駅（西口ロータリー) 

福祉センター 西が丘 砂押（東金方面・豊成方面） 

東金文化会館 日吉台二丁目・五丁目花輪公園 下谷 

八坂台一丁目・二丁目 北中学校（千葉方面）、（東金方面） 武射田（東金方面） 

八坂台三丁目 高等技術専門校（校門前） 武射田火の見下（九十九里方面） 

丸山公園日吉台四丁目 東金ﾆｭｰﾀｳﾝ丘の街（千葉方面行き）  

日吉台六丁目   

片貝線（東金方面・九十九里方面） ストロベリーライナー（特急海幕線） 

東金保健所（山武健康福祉ｾﾝﾀｰ） 南新田 城西国際大学カリヨン通り(海浜幕張駅行き）・(成東駅行き) 

東金市役所 環境管理センター 押堀（海浜幕張駅行き） 

サンピア前 家徳中橋 小湊鐵道バス 

中央公民館 家徳横丁 東一丁目（テクノ側） 

東新宿 正気郵便局前 山田インター・みきの湯前 

九十九里鐵道本社前 家徳 大網季美の森線 

新宿下 家徳下町 わかば公園前 

片貝県道十字路 東金バイパス 薄島青年館入口 東一丁目（東京方面行き） 
養護学校入口 薄島 さくら公園(東京方面行き） 
堀上 荒生  
北之幸谷 大沼入口 

豊海線（東金方面・九十九里方面） 

八鶴湖入口 火の見下 

上宿 川場 

浜町 幸田 

鴇嶺小学校入口 下幸田 

東上宿 床屋前 

吉橋団地 正気農協入口 

君ケ谷 広瀬 

城近 工業団地入口 

大網線（海側・山側） 

東金駅東口 福俵 

東岩崎 福俵入口 

南上宿 蛇島 

砂郷 一本松 

市立西中学校入口  

 

 

市内循環バス福岡路線･豊成路線の 

停留所､コンビニエンスストアなど

も共通乗降場になります。 
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押堀商業施設群             家徳商業施設群 

    

 

 

 

 
 田間 2 分団 1 部 2 班消防機庫脇 

 

カインズホーム裏 

 

 田間カスミ前 

 

 ベイシア裏 
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鴇嶺小学校運動場入口門前      循環バス･九十九里鐵道 ｢南上宿｣バス停 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ファミリー歯科駐車場前        山武土木事務所入口 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東金整形外科 
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  南上宿 花沢ビル ニューモード越路前  東金商工会議所駐車場前(サンピア前) 

      

 

   ひらが公園前              東千葉メディカルセンター 

     

 

 

 

 

 

 


