
バス停名 番号 始発 ８時台～１７時台 最終 バス停名 番号 始発 ８時台～１７時台 最終

山形駅前 東－１ ７時０５分 毎時０８分 １８時０８分 山形駅前 東－１ ７時３０分 毎時３８分 １８時３８分

山交ビル前（乗車専用） 東－１６ ７時０７分 毎時１０分 １８時１０分 山交ビル前（乗車専用） 東－１６ ７時３２分 毎時４０分 １８時４０分

さわやか広場公園前 東－２ ７時１０分 毎時１３分 １８時１３分 十日町三丁目 東－１５ ７時３５分 毎時４３分 １８時４３分

小姓町北 東－３ ７時１２分 毎時１５分 １８時１５分 三日町集会所前 東－１４ ７時３７分 毎時４５分 １８時４５分

五小前 東－４ ７時１３分 毎時１６分 １８時１６分 市立図書館口 東－１３ ７時３８分 毎時４６分 １８時４６分

山大前 東－５ ７時１４分 毎時１７分 １８時１７分 あずま町 東－１２ ７時３９分 毎時４７分 １８時４７分

東部公民館前 東－６ ７時１６分 毎時１９分 １８時１９分 小荷駄町 東－１１ ７時４０分 毎時４８分 １８時４８分

あこや公園前 東－７ ７時１８分 毎時２１分 １８時２１分 南原町郵便局前 東－１０ ７時４２分 毎時５０分 １８時５０分

あこや集会所前 東－８ ７時１９分 毎時２２分 １８時２２分 前田町 東－９ ７時４２分 毎時５０分 １８時５０分

前田町 東－９ ７時２１分 毎時２４分 １８時２４分 あこや集会所前 東－８ ７時４４分 毎時５２分 １８時５２分

南原町郵便局前 東－１０ ７時２１分 毎時２４分 １８時２４分 あこや公園前 東－７ ７時４５分 毎時５３分 １８時５３分

小荷駄町 東－１１ ７時２３分 毎時２６分 １８時２６分 東部公民館前 東－６ ７時４７分 毎時５５分 １８時５５分

あずま町 東－１２ ７時２４分 毎時２７分 １８時２７分 山大前 東－５ ７時４９分 毎時５７分 １８時５７分

市立図書館口 東－１３ ７時２５分 毎時２８分 １８時２８分 五小前 東－４ ７時５１分 毎時５９分 １８時５９分

三日町集会所前 東－１４ ７時２６分 毎時２９分 １８時２９分 小姓町北 東－３ ７時５２分 毎時００分※ １９時００分

十日町三丁目 東－１５ ７時２７分 毎時３０分 １８時３０分 さわやか広場公園前 東－２ ７時５３分 毎時０１分※ １９時０１分

山交ビル前（降車専用） 東－１６ ７時３０分 毎時３３分 １８時３３分 山交ビル前（降車専用） 東－１６ ７時５６分 毎時０４分※ １９時０４分

山形駅前（到着） ７時３３分 毎時３６分 １８時３６分 山形駅前（到着） ７時５９分 毎時０７分※ １９時０７分

山形駅前（出発） ７時４５分 毎時４５分 １８時４５分 山形駅前（出発） ８時１５分 毎時１５分※ １９時１５分

センタービル前 中－２ ７時４８分 毎時４８分 １８時４８分 センタービル前 中－２ ８時１８分 毎時１８分※ １９時１８分

山形城三ノ丸跡 中－３ ７時４９分 毎時４９分 １８時４９分 山形城三ノ丸跡 中－３ ８時１９分 毎時１９分※ １９時１９分

十日町紅の蔵前 中－４ ７時５０分 毎時５０分 １８時５０分 十日町紅の蔵前 中－４ ８時２０分 毎時２０分※ １９時２０分

中央郵便局前 中－５ ７時５１分 毎時５１分 １８時５１分 中央郵便局前 中－５ ８時２１分 毎時２１分※ １９時２１分

本町 中－６ ７時５２分 毎時５２分 １８時５２分 本町 中－６ ８時２２分 毎時２２分※ １９時２２分

七日町 中－７ ７時５３分 毎時５３分 １８時５３分 七日町 中－７ ８時２３分 毎時２３分※ １９時２３分

市役所南口 中－８ ７時５５分 毎時５５分 １８時５５分 市役所南口 中－８ ８時２５分 毎時２５分※ １９時２５分

旅篭町四辻 中－９ ７時５５分 毎時５５分 １８時５５分 旅篭町四辻 中－９ ８時２５分 毎時２５分※ １９時２５分

霞城公園前 中－１０ ７時５７分 毎時５７分 １８時５７分 霞城公園前 中－１０ ８時２７分 毎時２７分※ １９時２７分

ＮＨＫ前 中－１１ ７時５８分 毎時５８分 １８時５８分 ＮＨＫ前 中－１１ ８時２８分 毎時２８分※ １９時２８分

鈴らん街 中－１２ ７時５９分 毎時５９分 １８時５９分 鈴らん街 中－１２ ８時２９分 毎時２９分※ １９時２９分

山形駅前 東－１ ８時０２分 毎時０２分※ １９時０２分 山形駅前 東－１ ８時３２分 毎時３２分※ １９時３２分

※９時台～１８時台 ※９時台～１８時台

東原町先回りコース

中－１

小荷駄町先回りコース

中－１

ベニちゃんバス　東くるりん　時刻表


