
mobi乗降場所一覧
№ 乗降場所名称 住所

1 ザ・ビック釈迦内店（日景町バス停留所） 大館市釈迦内稲荷山下102-6

2 ザ・ビック釈迦内店 大館市釈迦内稲荷山下102-6

3 タクミアリーナ 大館市上代野八幡岱29-4

4 ニプロハチ公ドームパークセンター 大館市上代野稲荷台1-1

5 小釈迦内入口バス停留所（(株)光輪技研前） 大館市下代野字下代野38-1

6 小釈迦内入口バス停留所（字代野側） 大館市代野224

7 下代野字代野道北100 大館市下代野代野道北100-15

8 大館駅前 大館市御成町1丁目3-1

9 沼館字神田表29 大館市沼館神田表29-1

10 字大田面（創価学会大館文化会館向かい） 大館市大田面287

11 樹海モール前バス停留所 大館市大田面19

12 有浦四丁目（創価学会大館文化会館前） 大館市有浦4丁目18

13 清水堰児童公園 大館市御成町1丁目16-30

14 駅前児童公園 大館市御成町1丁目8-21

15 東中学校入口バス停留所 大館市字清水堰合7-13

16 東中学校入口バス停留所 大館市字清水堰合15

17 御成町一丁目バス停留所 大館市御成町1丁目18-2

18 駅前ステーションバス停留所 大館市御成町1丁目11-25

19 沼館バス停留所 大館市沼館神田表18-1

20 秋田犬の里 大館市御成町1丁目13-1

21 松館（(有)ヤナギサワ前） 大館市松館64-3

22 ハローワーク大館 大館市清水1丁目1-20

23 御成町一丁目バス停留所((有)マルヘイ向かい) 大館市御成町1丁目12-18

24 字大田面234 大館市大田面234-5

25 御成町一丁目バス停留所 大館市御成町1丁目23-17

26 御成町一丁目バス停留所（大正堂向かい） 大館市御成町1丁目24-1

27 イオン大館店バス停留所 大館市大田面238

28 いしごう商店 大館市御成町2丁目3-30

29 清水四丁目1 大館市清水4丁目1-95-6

30 御成児童公園 大館市御成町2丁目12-30

31 沼館温泉バス停留所 大館市沼館字藤蕪69-1

32 字大田面（みらいっこ園前） 大館市大田面336-2

33 清水一丁目公園 大館市清水1丁目1-107

34 大館市北地区コミュニティセンター 大館市有浦1丁目8-15

35 中道児童公園 大館市中道1丁目6

36 大館市立有浦小学校 大館市有浦4丁目6-55

37 字大田面407 大館市大田面407-1

38 有浦四丁目9 大館市有浦4丁目9-14

39 御成町二丁目バス停留所 大館市御成町2丁目6-3

40 大田面（ファミリーマート大館大田面店） 大館市大田面388-1

41 御成町二丁目バス停留所 大館市御成町2丁目19-25

42 沼館入口バス停留所 大館市清水4丁目3-28

43 清水五丁目バス停留所 大館市清水4丁目4-34

44 沼館入口バス停留所 大館市清水5丁目3-54-2



№ 乗降場所名称 住所

45 清水四丁目バス停留所（トマト&オニオン向かい) 大館市清水4丁目4-18

46 清水一丁目バス停留所（清水一丁目側） 大館市清水1丁目3-25

47 清水五丁目バス停留所（ブックスモア大館店前） 大館市清水5丁目2-41

48 清水四丁目バス停留所 大館市清水5丁目1-7

49 中道一丁目バス停留所（ルートイン大館駅南向かい） 大館市中道1丁目7-7

50 清水一丁目バス停留所（はるやま大館店前） 大館市清水2丁目1-65

51 中道一丁目バス停留所（赤から大館店向かい） 大館市中道2丁目1-54

52 有浦二丁目バス停留所（大館カトリックこども園前） 大館市有浦1丁目7-45

53 アクロスプラザ大館 大館市清水5丁目1-3

54 有浦二丁目バス停留所 大館市有浦2丁目2-12

55 字観音堂（大館珈琲館向かい） 大館市観音堂316-1

56 東中学校前バス停留所（有浦小学校側） 大館市有浦4丁目6-43

57 東中学校前バス停留所（東中学校側） 大館市有浦5丁目2-8

58 御成町三丁目バス停留所（旧ジャスコ前） 大館市御成町3丁目1-8-1

59 スーパードラッグアサヒ大館店 大館市有浦2丁目1-20

60 字観音堂（薬王堂裏） 大館市観音堂439-7

61 有浦五丁目1 大館市有浦5丁目1-34

62 大館記念病院 大館市御成町3丁目2-3

63 清水二丁目（飯友前） 大館市清水2丁目2-10

64 中道二丁目（きはちらくはち前） 大館市中道2丁目2-68

65 いとく大館SC北口バス停留所 大館市御成町3丁目6-56-1

66 東中グラウンド前バス停留所 大館市有浦5丁目2-8

67 清水五丁目6 大館市清水5丁目6-43-7

68 観音堂バス停留所（セキスイハイム前） 大館市観音堂356-11

69 東中グラウンド前バス停留所 大館市観音堂632-2

70 観音堂バス停留所 大館市観音堂478-10

71 中道南児童公園 大館市中道2丁目2-22

72 有浦三丁目バス停留所 大館市有浦2丁目3-45

73 有浦三丁目バス停留所（マルホンカウボーイ） 大館市有浦3丁目2-10

74 有浦五丁目バス停留所（有浦児童公園向かい） 大館市有浦5丁目4-2

75 清水二丁目3 大館市清水2丁目3-62

76 有浦五丁目バス停留所（有浦児童公園前） 大館市有浦5丁目4-24

77 字観音堂652 大館市観音堂652-1

78 字観音堂652（いとく方面向き） 大館市観音堂652-1

79 ショッピングセンター前バス停留所（いとく正面） 大館市御成町3丁目7-58

80 神歯科医院前 大館市有浦6丁目1-33-1

81 看護福祉大学前停留所（大館典礼会館前） 大館市中道3丁目1-54

82 清水三丁目1 大館市清水3丁目1-36

83 御成町四丁目バス停留所 大館市御成町4丁目1-6

84 秋田看護福祉大学 大館市清水3丁目3-4

85 字観音堂535 大館市観音堂535-10

86 中道三丁目1 大館市中道3丁目1-20

87 御成町四丁目（グループホームバンドー大館前） 大館市有浦3丁目4-30

88 有浦六丁目（下町橋北） 大館市有浦6丁目3-27

89 字観音堂（下町橋北） 大館市観音堂704



№ 乗降場所名称 住所

90 大館北鹿総合技能センター 大館市有浦3丁目6-22

91 片山字天神95 大館市片山天神95-23

92 片山字中通7 大館市片山中通37-3

93 字観音堂574 大館市観音堂574-12

94 二ツ山総合公園 大館市餅田1丁目4-129

95 館下踏切北 大館市片山中通1-2

96 片山字八坂（(株)片山建設前） 大館市片山八坂25-13

97 長木川河川緑地管理棟 大館市水門町4-43

98 城南保育園 分園 大館市長木川南344-8

99 字長木川南（水神社前） 大館市長木川南277

100 片山三丁目児童公園 大館市片山町3丁目13-42

101 字館下（大館市建設業協会前） 大館市館下19-2

102 カーセブン大館店前 大館市水門町5-5

103 大館市立桂城小学校横 大館市水門町1-12

104 大館市立桂城小学校 大館市水門町1-12

105 字長木川南373 大館市長木川南373-3

106 秋田県北秋田地域振興局 大館地区総合庁舎 大館市片山町3丁目14-5

107 字鉄砲場（下町橋南） 大館市鉄砲場203-3

108 大館栄町バス停留所 大館市長木川南6

109 水門児童公園 大館市水門町8-20

110 字長木川南145 大館市長木川南145-1

111 片山町二丁目6 大館市片山町2丁目6-52

112 東台六丁目上バス停留所 大館市東台6丁目2-54

113 東台六丁目上バス停留所向かい 大館市東台6丁目5-56

114 長根山運動公園前バス停留所 大館市東台6丁目4-30

115 大館栄町バス停留所（みちのく銀行大館支店前） 大館市大館92

116 片山町一丁目（八坂神社前） 大館市片山町1丁目6-55

117 鉄砲場児童公園 大館市鉄砲場95-2

118 片山町一丁目6 大館市片山町1丁目6-41

119 小山内医院前 大館市水門町6-20

120 小山内医院向かい 大館市豊町9-41

121 田町球場前バス停留所 大館市土飛山下26-10

122 東台六丁目下バス停留所 大館市東台6丁目2-83

123 田町球場前バス停留所 大館市土飛山下3-1

124 小笠原歯科医院 大館市古川町30-1

125 字鉄砲場45 大館市鉄砲場45-1

126 小笠原歯科医院向かい 大館市古川町35

127 東台六丁目下バス停留所向かい 大館市東台6丁目5-8-1

128 城西体育館前バス停留所（auショップ大館前） 大館市片山町3丁目3-2

129 いとく 片山店 大館市片山町2丁目4-1

130 東北電力寮前 大館市東台4丁目2-46

131 東北電力寮向かい 大館市東台4丁目3-12-1

132 城西体育館前バス停留所（とれたて旬菜館前） 大館市根下戸新町8-3

133 イオンタウン大館西 大館市根下戸新町18-83

134 豊町バス停留所（五角亭前） 大館市豊町9-59



№ 乗降場所名称 住所

135 消防署前バス停留所 大館市片山町3丁目1-8

136 豊町バス停留所（市立病院側） 大館市豊町9-59

137 大館市役所 三ノ丸庁舎 大館市三ノ丸13-19

138 消防署前バス停留所 大館市住吉町3-15

139 ハッピードラック大館片山店 大館市片山町2丁目2-16

140 Honda Cars 秋田 大館片山店 大館市住吉町2-16

141 石田ローズガーデン 大館市三ノ丸10

142 東台七丁目上バス停留所向かい 大館市東台6丁目7-76

143 東台七丁目上バス停留所 大館市東台7丁目2-16-1

144 市立病院前バス停留所 大館市豊町3-1

145 片山バス停留所（住吉町側） 大館市住吉町1-64

146 片山バス停留所（片山郵便局） 大館市片山町1丁目5-1

147 筒井商店向かい 大館市東台6丁目7-109

148 上片山バス停留所（片山町側） 大館市片山町1丁目2-1

149 東台七丁目下バス停留所（筒井商店前） 大館市東台7丁目1-35

150 上片山バス停留所（美園町側） 大館市美園町1-22

151 大館市立城西体育館 大館市根下戸新町6-20

152 末広町バス停留所 大館市大館42-2

153 字金坂後（鳳鳴高校前通り） 大館市字金坂後31-4

154 大館新橋東（豊町側） 大館市豊町5-9

155 住吉町（スポーツ会館前） 大館市住吉町3-35

156 末広町バス停留所 大館市字大館40-5

157 根下戸新町（大館北秋教育会館前） 大館市根下戸新町2-1

158 大館新橋東（幸町側） 大館市幸町7-7

159 東台五丁目バス停留所（東台五丁目側） 大館市東台5丁目1-45

160 大館大町バス停留所 大館市大町94

161 東台五丁目バス停留所（東台四丁目側） 大館市東台4丁目4-86

162 鳳鳴高校前バス停留所 大館市字金坂後18-4

163 大館市役所 大館市中城20

164 東台郵便局前バス停留所（東台郵便局側） 大館市東台5丁目1-62

165 長倉町バス停留所（グランドパークホテル前） 大館市長倉93-2

166 東台郵便局前バス停留所 大館市東台7丁目1-164

167 大館大町バス停留所（ホテルルートイン大館大町向かい） 大館市大町11

168 長倉町バス停留所 大館市長倉126

169 古片山下街区公園 大館市美園町2-2

170 いとく東店前バス停留所 大館市東台2丁目1-9

171 城西児童公園 大館市住吉町1-40

172 大館市役所前バス停留所 大館市中城15

173 根下戸町7 大館市根下戸町7-66

174 赤館バス停留所（茶色の小びん向かい） 大館市赤館町7-3

175 東台五丁目1 大館市東台5丁目1-97

176 根下戸町10 大館市根下戸町10-48

177 美園町6 大館市美園町6-25

178 幸町（柴田庵向かい） 大館市幸町12-10

179 幸町（柴田庵前） 大館市幸町12-20



№ 乗降場所名称 住所

180 風呂屋町バス停留所 大館市中町28

181 御坂町5 大館市御坂町5-11

182 城南小学校前 大館市字部垂町4-4

183 字桜町南22 大館市桜町南22-2

184 城南小学校前バス停留所 大館市字部垂町7

185 美園町((有)イトケン前） 大館市美園町8-31

186 東台七丁目緑地広場 大館市東台7丁目4-18

187 大館鍛冶町バス停留所 大館市大町41

188 大館鍛冶町バス停留所 大館市大町50

189 根下戸町（田中橋北） 大館市根下戸町9-5

190 柳町児童公園 大館市中町34

191 ローソン大館東台店 大館市東台5丁目2-106

192 常盤木町（青色申告会館向かい） 大館市常盤木町19-18

193 青色申告会館 大館市幸町17-1

194 北神明町緑地 大館市御坂町5-1-10

195 昭和児童公園 大館市幸町15

196 大館市立城西小学校 大館市城西町8-1

197 玉円寺 大館市相染沢中岱14

198 新町バス停留所（美さわ前） 大館市新町58

199 新町バス停留所（秋田県信用組合向かい） 大館市新町5

200 東台七丁目南バス停留所 大館市東台5丁目4-19-3

201 東台一丁目（大館ヤクルト販売(株)前） 大館市東台1丁目3-37

202 東台七丁目南バス停留所 大館市東台7丁目4-40

203 ほくしか鹿鳴ホール 大館市桜町南45-1

204 コメリパワー大館店バス停留所 大館市柄沢小柄沢191

205 北神明町32 大館市北神明町32-1

206 大館市立栗盛記念図書館 大館市谷地町12

207 大館市立第一中学校 大館市北神明町7-16

208 常盤木町バス停留所 大館市常盤木町17-12

209 常盤木町バス停留所 大館市常盤木町12-32

210 大館南町バス停留所 大館市新町86

211 東台五丁目（シルバーピュア大館前） 大館市東台5丁目3-117

212 字相染沢中岱40 大館市相染沢中岱40-14

213 大館南町バス停留所 大館市常盤木町4-4

214 東大館駅前バス停留所（ファミリーマート大館常盤木町店前） 大館市常盤木町15-18

215 東大館駅前バス停留所 大館市常盤木町13-13

216 小柄沢墓地公園前バス停留所 大館市柄沢小柄沢63-1

217 字相染沢中岱4（緑地前） 大館市相染沢中岱4-9

218 神明児童公園 大館市中神明町12-1

219 東大館駅前バス停留所（東大館駅正面） 大館市常盤木町14-1

220 酒のあさひや 大館市桜町南108

221 中神明町（セレモニー鳳凰前） 大館市中神明町2-23

222 南神明町バス停留所 大館市南神明町2-32

223 泉町3 大館市泉町3-35

224 中神明町10 大館市中神明町10-20



№ 乗降場所名称 住所

225 ローソン 大館一心院店 大館市字一心院南43-2

226 大館市シルバー人材センター 大館市扇田道下6-10

227 谷地町後（変電所前） 大館市谷地町後85-1

228 泉町（ローソン大館一心院店向かい） 大館市泉町5-5

229 南神明町4 大館市南神明町4-2

230 東台三丁目5 大館市東台3丁目5-1

231 字池内道下12 大館市字池内道下12-4

232 南神明町（(有)輝和前） 大館市南神明町9-19

233 泉町（古神明社） 大館市泉町12-1

234 字池内道下85 大館市池内道下85-1

235 字扇田道下（職能短大裏） 大館市扇田道下62-1

236 東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力開発短期大学校 大館市扇田道下6-1

237 泉町地域ふくしセンター 大館市泉町9-19

238 柄沢字柄沢 大館市柄沢柄沢7

239 字扇田道下72 大館市扇田道下72-3

240 小館町4 大館市小館町4-10

241 放送局前バス停留所 大館市七曲岱39-2

242 放送局前バス停留所（放送局側） 大館市泉町6-22

243 (株)ナラトモ 大館市八幡沢岱84-2

244 柄沢字稲荷山下254 大館市柄沢稲荷山下254

245 字象ケ鼻25 大館市象ケ鼻25-65

246 字池内道上1 大館市池内道上1-15

247 南ヶ丘バス停留所 大館市柄沢狐台52-27

248 大館法務局前バス停留所 大館市柄沢狐台51-62

249 大館法務局前バス停留所 大館市柄沢狐台54-42

250 南ヶ丘バス停留所 大館市柄沢狐台52-26

251 秋田県立大館鳳鳴高等学校 桜楯館 大館市柄沢狐台52-2

252 秋田地方法務局大館支局 大館市柄沢狐台7-73

253 南ヶ丘入口バス停留所 大館市池内道上10-2

254 たつみ町入口バス停留所 大館市柄沢字狐台95

255 南ヶ丘入口バス停留所 大館市池内道上10-8

256 たつみ町入口バス停留所 大館市柄沢狐台2-104

257 たつみ町バス停留所 大館市柄沢狐台7-60

258 たつみ町バス停留所 大館市柄沢狐台2-12

259 萩の台バス停留所 大館市小館花萩野台6-7

260 萩の台バス停留所 大館市小館花萩野台4-11

261 柄沢字狐台99 大館市柄沢狐台99-19

262 柄沢字狐台2 大館市柄沢狐台2-58

263 山王台バス停留所 大館市柄沢山王台24-5

264 山王台入口バス停留所 大館市柄沢山王台52-4

265 山王台入口バス停留所 大館市柄沢山王台52-4

266 ザ・ビック大館南店（アクロス南前バス停留所） 大館市餌釣前田1

267 ザ・ビック大館南店（アクロス南前バス停留所） 大館市餌釣前田287-1


