
指定場所で乗車

・予約時間の５分前には乗車場所でお待ちください。ご不在の場合は、キャンセル
　とみなし出発します。
・他の利用者の予約状況や交通状況により、発着時刻が前後することがあります。
　時間に余裕をもってご利用ください。
・車両が到着しましたら、運賃をお支払いのうえ、ご乗車ください。

相乗り

指定乗車予約
電話または専用サイト
から予約する

明日の９時に病院に行って、
１２時にスーパーに行きたい。

○○さんですね。○時○分に△△
から乗車してください。病院から
は○時○分に予約しました。

明日の１０時までに市役所に行き
たいから...○時○分に最寄りの停
留所から乗車で予約完了。

電話

専用
サイト

※往復分を同時に予約でき
　ます。
※まちなか停留所間の移動
　も予約できます。

出発時間予約（出発地に迎えに来てほしい時間を予約）
到着時間予約（目的地に到着したい時間を予約） → ２つの予約方法のうち

どちらかを選べます。

ご利用案内ご利用案内

会員登録 ※必須（会員登録をしないと予約できません）
①専用サイトから登録する 会員登録用QR

②会員登録申請書で登録する
　妙高市役所環境生活課に提出
　※申請書はタクシー事業者または市役所にあります。
　※市のHPでもダウンロードができます。

会員登録
無料

チョイソコ みょうこう
令和４年１０月５日実証運行開始！

これまでの乗合タクシーにAI を活用したデマンドシステムを導入！



・ご希望の予約時間に予約が集中した場合、ご希望に沿えないことがあります。
・変更やキャンセルをする場合は必ず、タクシー会社へご連絡をお願いします。
・斐太地区７：３０・１８：２５の便は従来通り、予約があった場合のみの運
　行となります。
・お支払方法は現金のみとなります。
・表記の運賃は片道料金となります。

妙高市役所 環境生活課 生活安全係
☎:０２５５-７４-００３２  ✉：kankyoseikatuka@city.myoko.niigata.jp

問い合わせ

予約受付時間予約受付時間

ご利用日の１週間前から
ご利用時間の３０分前までに

電話またはアプリ予約

斐太地区７：３０・１８：２５
の便は１時間前までに予約

アプリ予約は２４時間３６５日受付可

運行区間運行区間
斐太・水上地区↔まちなか

各地域から同一地域間
まちなか↔まちなか

指定の停留所間を運行
斐太地区↔水上地区の移動は乗継ポイント

（北新井駅・新井駅・原信美守店）
で乗継することで可能

Map

運賃運賃
大人３００円・小学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方１５０円

高齢者等バス利用乗車証をお持ちの方１００円
地区間の移動で乗継する場合は６００円（大人の場合）

斐太（水上）地区→乗継ポイント（まちなか）→水上（斐太）地区
３００円 ３００円

運行時間運行時間

時間内であれば区域内を自由に移動可能
８：３０～１５：００月曜日・水曜日・金曜日

運行日運行日

（祝日の場合は運休）

運行内容運行内容



運行事業者運行事業者

アイエムタクシー株式会社アイエムタクシー株式会社

新井タクシー株式会社新井タクシー株式会社

斐太地区運行

水上地区運行

予約用TEL：０２５－５２３－３２８８

予約用TEL：０２５５－７２－３０８８

❶行先は、指定の停留所のみとなります。

❷途中で行先の変更や寄り道はできません。

❸用事を済ませている間の待機はできませんので、帰りのご利

　用は、別途ご予約をお願いします。

➍運転手による介助や支援は行いません。

❺お荷物は他の利用者の迷惑にならないよう、ご自身のひざの

　上に乗る程度になるようご協力お願いします。

❻車椅子、手押し車等は会員または同乗者にて折りたたんで運

　搬できるものに限り、持ち込み可能です。

注意事項注意事項



斐太地区停留所MAP斐太地区停留所MAP

停留所MAP
斐太地区

No. 停留所名
H1 猪野山集落開発センター
H2 小丸山新田（浅岡唯明様宅前）
H3 藤塚新田集落開発センター
H4 梨木ふれあいセンター
H5 四新田公民館
H6 佐川集落開発センター
H7 上十日市公民館
H8 上四ッ屋公民館
H9 五日市公会堂

H10 東乙吉
H11 農村環境改善センター入口
H12 乙吉公民館
H13 籠町公民館
H14 神宮寺公民館
H15 宮内公民館
H16 雪森公民館
H17 南葉町公民館
H18 斐太北保育園入口 
H19 青田公民館
H20 飛田新田公民館
H21 岡崎新田公民館
H22 下十日市公民館
H23 飛田公民館
H24 佐川ごみ集積所（水口好二朗様宅付近）
H25 上十日市ごみ集積所（上石様宅付近）
H26 上十日市ごみ集積所（尾埼寿彦様宅付近）
H27 上十日市ごみ集積所（岡田義之様宅付近）
H28 上四ツ屋ごみ集積所（保坂組付近）
H29 上四ツ屋ごみ集積所（島田秋夫様宅付近）
H30 上四ツ屋ごみ集積所（菅野様宅付近）
H31 五日市ごみ集積所（早津徹様宅付近）
H32 籠町ごみ集積所（近藤定利様宅付近）
H33 神宮寺ごみ集積所（丸山康夫様宅付近）
H34 南葉町団地西側公園ごみ集積所
H35 南葉町団地東側公園ごみ集積所
H36 南葉町ごみ集積所（雪森中央橋北側）
H37 岡崎新田ごみ集積所（山﨑様宅付近）
H38 岡崎新田ごみ集積所（片明男様付近）
H39 下十日市ごみ集積所（近藤工務店付近）
H40 下十日市ごみ集積所（石黒寛志様宅付近）
H41 下十日市ごみ集積所（久保田様宅付近）
H42 飛田ごみ集積所（Ｔ字路）
H43 飛田ごみ集積所（ウラワオビックス付近）
H44 道の駅あらい（くびき野情報館）
H45 道の駅あらい（カンパーナあらい）
H46 ローソン 道の駅あらい店
H47 道の駅あらい（四季彩館みょうこう）
H48 農村環境改善センター



水上地区停留所MAP水上地区停留所MAP

停留所MAP
水上地区

No. 停留所名
M1 上米沢公民館
M2 北条集落開発センター
M3 吉木会館
M4 消防小屋（吉木）
M5 西条公民館
M6 あさひや前
M7 上新保コミュニティセンター
M8 川上公会堂
M9 川上消防小屋隣

M10 北条ごみ集積所（間島正様宅付近）
M11 吉木ごみ集積所（清水晃様宅付近）
M12 吉木ごみ集積所（浅野敏夫様宅付近）
M13 吉木ごみ集積所（冨里一郎様宅付近）
M14 吉木ごみ集積所（池田久男様宅付近）
M15 吉木ごみ集積所（島田建綜妙高付近）
M16 吉木ごみ集積所（丸山傑様宅付近）
M17 吉木ごみ集積所（専念寺前）
M18 西条ごみ集積所（関川橋付近）
M19 西条ごみ集積所（小林利夫様宅付近）
M20 西条ごみ集積所（旧水上保育園入口）
M21 西条旧ごみ集積所付近　
M22 西条ごみ集積所（原田様宅付近）
M23 西条ごみ集積所（上ノ原）
M24 水上コミュニティセンター
M25 吉木消火栓（下田中）



まちなか停留所MAPまちなか停留所MAP

停留所MAP
まちなか

No. 停留所名
C1 揚石医院
C2 イチコ新井店
C3 けいなん総合病院
C4 新井郵便局
C5 妙高市役所
C6 新井駅
C7 さん来夢
C8 えちご上越農協新井支店
C9 いきいきプラザ

C10 妙高市総合体育館
C11 原信美守店
C12 原信中川店・コメリホームセンター新井店
C13 さくらい整形外科医院
C14 ピアレマート
C15 清華ファミリークリニック塚田医院
C16 北新井駅
C17 太田眼科
C18 池田歯科医院
C19 谷口歯科クリニック
C20 ながの歯科医院
C21 廣瀬歯科クリニック
C22 横尾歯科医院
C23 いちかわ接骨院
C24 長沢整骨院
C25 前島整骨院
C26 みょうこうはり灸院接骨院
C27 まちかど・スポーツ・サロン
C28 セブンイレブン 妙高下町店
C29 セブンイレブン 新井学校町店
C30 セブンイレブン 妙高関川町店
C31 セブンイレブン 上越新井国賀店
C32 セブンイレブン 妙高栗原店
C33 ローソン 新井高柳店
C34 ローソン 妙高柳井田店
C35 アメリカンドラッグ 新井店
C36 ウエルシア 妙高栗原店
C37 虹のホール新井
C38 新井セレモニーホールへいあん
C39 新井シティホール東條會館
C40 陣場霊園下駐車場
C41 陣場霊園上駐車場
C42 経塚斎場



予約の状況により、同じ
方面へ向かう他の利用者
と乗合が発生する場合が
あります。その場合、色
々な目的地を経由しなが
ら運行していきます。

乗合とは乗合とは

Aさん乗車

Bさん乗車

Cさん乗車

Aさん降車

B、Cさん降車

▼

▼

目的地

バス停
駅

停留所

行きも帰りも使える！

ショッピングモールなど

バスや電車へ乗り継いで目的地へ！

バスや電車への乗り継ぎ

▼

▼
停留所

スーパー
病院

目的地

停留所

買い物・通院

ご利用イメージご利用イメージ



チョイソコ みょうこう

令和４年９月発行

妙高市役所 環境生活課 生活安全係

〒９４４-８６８６　妙高市栄町５-１
TEL：０２５５-７４-００３２


