
羽生市のりあいタクシーで乗り降りできる場所は、自宅又はこの一覧で示した

乗降場所（20分類、約380施設）となります。

この一覧から乗降場所をお選びいただき、ぜひご利用ください。

なお、自宅又は乗降場所以外での乗車・降車はできません。

乗り降りできる場所
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分　類 No 施　設　名 住　所

1 新井整形外科 藤井上組

2 池沢神経科病院 下新郷

3 今成医院 下川崎

4 漆原医院 下新郷

5 太田整形外科クリニック 南２丁目

6 柿沼クリニック 南４丁目

7 神山クリニック 上手子林

8 栗原眼科病院 下岩瀬

9 こぼり皮膚科クリニック 東６丁目

10 清水内科クリニック 南羽生３丁目

11 出井医院 下羽生

12 冨田脳外科クリニック 南３丁目

13 中原整形外科医院 南４丁目

14 なかむら皮膚科クリニック 東５丁目

15 中村レディスクリニック 中岩瀬

16 萩原医院 西４丁目

17 羽生アイクリニック
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

18 羽生総合病院（タクシー乗場） 下岩瀬

19 平野医院 中央４丁目

20 平野クリニック 東７丁目

21 ひらの内科胃腸科 藤井上組

22 メディモ・羽生内科
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

23 山田クリニック 上新郷

24 よしだ耳鼻咽喉科 東５丁目

25 渡辺医院 北１丁目

26 わたなべ耳鼻咽喉科クリニック 藤井下組

27 渡辺小児科内科医院 北３丁目

28 阿部歯科医院 東３丁目

29 新井歯科クリニック 南８丁目

30 えもり歯科クリニック 南５丁目

31 角田歯科医院 中央５丁目

32 木村歯科医院 中央２丁目

33 斎藤歯科医院 桑崎

34 しのはら歯科医院 北１丁目

35 すみれ歯科医院 藤井上組

36 たかは歯科医院 上新郷

37 たなか歯科医院 南３丁目

38 つのだ歯科医院 南羽生３丁目

39 都丸歯科医院 南羽生１丁目

歯科医院

（２6か所）

病　院

医　院

診療所

（27か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

40 永田歯科クリニック 南１丁目

41 野本歯科医院 藤井上組

42 萩原歯科医院 下岩瀬

43 羽生歯科クリニック 中央１丁目

44 羽生中央歯科医院 中央３丁目

45 羽生リボン歯科・矯正歯科
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

46 ヒガシヤ増田歯科医院 東８丁目

47 フォルテはにゅうモール歯科 小松

48 古市歯科医院 北１丁目

49 松村歯科医院 上手子林

50 鎗田歯科医院 上新郷

51 横田歯科医院 中央１丁目

52 吉澤歯科医院 南３丁目

53 よしの歯科医院 北袋

54 アイン薬局羽生店 下岩瀬

55 飛鳥薬局上新郷店 上新郷

56 飛鳥薬局西口店 南２丁目

57 飛鳥薬局羽生店 東５丁目

58 飛鳥薬局羽生南店 南３丁目

59 イオン薬局羽生店
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

60 ウエルシア羽生下岩瀬店 下岩瀬

61 ウエルシアイオンモール羽生店
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

62 クオール薬局羽生中央店 南５丁目

63 クオール薬局羽生東店 藤井上組

64 三光堂薬品 中央１丁目

65 CMSさくら草薬局 下川崎

66 眞健堂薬局 西３丁目

67 日本調剤羽生薬局 下岩瀬

68 のぞみ薬局 北３丁目

69 バラエティードラッグつるや薬局 北２丁目

70 ひかり薬局 下新郷

71 ひまわり薬局 藤井下組

72 ファーコス薬局つばめ 東７丁目

73 冨士薬局　羽生店 下岩瀬

74 松本薬局 中央３丁目

75 南羽生薬局 南羽生３丁目

76 モトマチ薬局 南７丁目

歯科医院

（２6か所）

調剤薬局

（２３か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

77 粕川接骨院 北２丁目

78 Critaro's House鍼灸マッサージ 須影

79 げんき堂整骨院
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

80 小林整骨院 西４丁目

81 齋藤接骨院 中央５丁目

82 関口指圧マッサージ療院 北３丁目

83 関根指圧治療院 上新郷

84 瀬山鍼灸マッサージ治療院 下手子林

85 出井鍼灸院 東６丁目

86 出井接骨院 東６丁目

87 中村指圧治療院 須影

88 ニシダ治療院 西３丁目

89 羽生えがお整骨院 東７丁目

90 羽生きのぼり整骨院 東１丁目

91 鍼灸眞健堂 西３丁目

92 パンダ（大熊猫）接骨院 南２丁目

93 日々発見堂 発戸

94 富士はり灸接骨院 稲子

95 フレンド接骨院 下岩瀬

96 美鈴治療院 中央１丁目

97 南接骨院 中岩瀬

98 南羽生なかむら整骨院 南羽生３丁目

99 南羽生なかむら治療院 南羽生３丁目

100 矢島マッサージ 上岩瀬

101 やわら接骨院 南７丁目

102 養田マッサージ 須影

104 イオン羽生店
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

105 業務用スーパー羽生店 南４丁目

106 ケンゾーウエスト 西４丁目

107 ケンゾー本店 南５丁目

108 ココモケンゾー 南羽生３丁目

109 ノールケンゾー 東３丁目

110 Big-A羽生東店 東６丁目地内

111 ベイシア羽生店 中岩瀬

112 ベルク羽生西店（クリーニング側出入口） 西２丁目

113
ベルク　フォルテ羽生店
（クリーニング側出入口）

小松

114 ヤオコー羽生店（ATM側出入口） 南４丁目

115 よしみや 中央２丁目

接骨院

整骨院

針

きゅう

（２６か所）

スーパー

（１2か所）

3



分　類 No 施　設　名 住　所

116 ウエルシア羽生下岩瀬店 下岩瀬

117 ウエルシアイオンモール羽生店
（イオンモール羽生北Cタクシー乗場又は南Aタクシー乗場）

川崎２丁目

118 クスリのアオキ上新郷店 上新郷

119 サンドラッグ羽生店 中央５丁目

120 ディスカウントドラッグコスモス中岩瀬店 中岩瀬

121 ドラッグストアセキ羽生店 南４丁目

122 ドラッグストアセキ南羽生店 南羽生３丁目

123 ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ羽生店 小松

124 ドラッグセイムス北羽生店 北２丁目

125 ドラッグセイムス羽生店 西４丁目

126 ドラッグセイムス羽生東店 東６丁目

127 セブンイレブン羽生インター店 北荻島

128 セブンイレブン羽生駅西口店 西２丁目

129 セブンイレブン羽生上手子林店 上手子林

130 セブンイレブン羽生北2丁目店 北２丁目

131 セブンイレブン羽生下新郷店 下新郷

132 セブンイレブン羽生須影店 須影

133 セブンイレブン羽生砂山店 砂山

134 セブンイレブン羽生中央3丁目店 中央３丁目

135 セブンイレブン羽生西店 西５丁目

136 セブンイレブン羽生東5丁目店 東５丁目

137 セブンイレブン羽生東店 東７丁目

138 セブンイレブン羽生南7丁目店 南７丁目

139 ファミリーマート下羽生店 下羽生

140 ファミリーマート羽生上岩瀬店 上岩瀬

141 ファミリーマート羽生東7丁目店 東７丁目

142 ファミリーマート羽生三田ヶ谷店 喜右衛門新田

143 ミニストップ羽生西店 西３丁目

144 ローソン羽生岩瀬店 中岩瀬

145 ローソン羽生上新郷店 上新郷

146 ローソン羽生北袋店 北袋

147 ローソン羽生須影店 須影

148 ローソン羽生中央五丁目店 中央５丁目

149 ローソン羽生中央四丁目店 中央４丁目

150 あいの郷 桑崎

151 アロ・オハナ羽生 西５丁目

152 ヴィベル羽生 中岩瀬

153 カノープス・羽生 本川俣

154 グループホームエフビー羽生 上新郷

ドラッグストア

（１１か所）

介護系施設

（１８施設）

コ  ン  ビ  ニ
エンスストア

（２３か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

155 くわの実（ケアハウス含む） 下新郷

156 薫藤園 秀安

157 さくら苑 町屋

158 シティ・オブ・ホープ 上新郷

159 須影ほのぼのホーム 下川崎

160 清輝苑 下村君

161 清和園 上岩瀬

162 羽生市もくせいの里 下手子林

163 ふるさとホーム羽生 東２丁目

164 ベストライフ羽生 西４丁目

165 木犀館 下川崎

166 ルミエール 上岩瀬

167 ル・レーヴ羽生古島 下羽生

168 アイサンサンハウス 小須賀

169 アイフラワーハウス 小須賀

170 アイリバーハウス 小須賀

171 あしび寮 砂山

172 アリアⅡ 南羽生２丁目

173 色えんぴつグループホーム空 今泉

174 色えんぴつグループホーム海 藤井上組

175 カノン 西１丁目

176 希望の里 下手子林

177 共愛会職業センター 下川崎

178 共愛学園（児童部・成人部） 砂山

179 グループホーム　かりー 南７丁目

180 グループホーム　てぃーだ 南２丁目

181 グループホームおりーぶ 上新郷

182 グループホーム風と花 常木

183 グループホームぽぷら 下岩瀬

184 ここ 東３丁目

185 シャインⅠ 東７丁目

186 シャインⅡ 東７丁目

187 たんたんハウス 南２丁目

188 ときわ寮 砂山

189 Dream　Base（A・B） 西３丁目

190 はくちょう園 上川俣

191 みやび 東７丁目

192 みゆき 中央５丁目

193 むさしの園 上川俣

194 ゆうが 南８丁目

介護系施設

（１８施設）

社会福祉施設

（２７施設）
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分　類 No 施　設　名 住　所

195 足利銀行羽生支店（駐車場） 中央４丁目

196 群馬銀行羽生支店（駐車場） 東７丁目

197 埼玉縣信用金庫羽生支店（夜間金庫前） 中央２丁目

198 埼玉りそな銀行 羽生支店（第２駐車場【東側】） 中央３丁目

199 東和銀行羽生支店（駐車場） 中央２丁目

200 武蔵野銀行羽生支店（駐車場） 中央３丁目

201 羽生東町郵便局 東２丁目

202 羽生新郷郵便局 上新郷

203 羽生手子林郵便局 南羽生１丁目

204 羽生三田ヶ谷郵便局 弥勒

205 羽生郵便局（羽生駅側玄関前） 南１丁目

206 村君郵便局 下村君

207 JAほくさい新郷支店 上新郷

208 JAほくさい須影支店 須影

209 JAほくさい手子林支店 南羽生２丁目

210 JAほくさい羽生北支店 藤井上組

211 JAほくさい羽生中央支店 中央１丁目

212 JAほくさい羽生東支店 三田ヶ谷

213 JAほくさい本店 東７丁目

214 新郷駅 上新郷

215 西羽生駅（北口） 西５丁目

216 西羽生駅（南口） 西５丁目

217 羽生駅（東口）（あい・あいバス停留所） 南１丁目

218 羽生駅（西口）（あい・あいバス停留所） 南１丁目

219 南羽生駅 南羽生４丁目

市役所 220 市役所 東６丁目

221 井泉公民館 藤井上組

222 岩瀬公民館 上岩瀬

223 川俣公民館 本川俣

224 新郷公民館 上新郷

225 須影公民館 須影

226 中央公民館 中央２丁目

227 手子林公民館 下手子林

228 三田ヶ谷公民館 弥勒

229 村君公民館 下村君

230 井泉老人憩いの家 藤井上組

231 キヤッセ羽生（あい・あいバス停留所） 三田ヶ谷

232 産業文化ホール（北側玄関前） 下羽生

233 市民プラザ（3階お客様入口） 中央３丁目

234 水質浄化センター 大沼２丁目

J　A

（７か所）

駅

（６か所）

公民館

（９か所）

郵便局

（６か所）

金融機関

（６か所）

そ の 他
公共施設

（１４か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

235 水道課 下羽生

236 清掃センター 三田ヶ谷

237 手子林老人憩いの家 下手子林

238 パープル羽生 南５丁目

239 羽生市斎場 東３丁目

240 羽生市体育館（正面玄関前） 東９丁目

241 羽生市立図書館 下羽生

242 保健センター 東７丁目

243 ワークヒルズ羽生 下羽生

244 井泉駐在所 藤井上組

245 新郷駐在所 上新郷

246 須影駐在所 須影

247 千代田駐在所 弥勒

248 手子林駐在所 上手子林

249 羽生警察署 東７丁目

250 建福寺霊園 上岩瀬

251 セントグレースガーデン 下村君

そ の 他
公共施設

（１４か所）

警　察

（６か所）

霊園・墓地
（2か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

252 医王寺 上岩瀬

253 栄新寺 下新田

254 円照寺 弥勒

255 円福寺 下川崎

256 延命寺 堤

257 観乗院 発戸

258 岩松寺 上岩瀬

259 源昌院 稲子

260 源長寺 藤井上組

261 建福寺 南１丁目

262 光明院 稲子

263 小松神社 小松

264 西福寺 町屋

265 実相院 上手子林

266 祥雲寺 上新郷

267 正覚院 南3丁目

268 正光寺 北2丁目

269 清浄院 下手子林

270 浄林寺 下川崎

271 真光寺 下羽生

272 千眼寺 神戸

273 千手院 本川俣

274 惣徳院 上村君

275 大光院 下新郷

276 長光寺 今泉

277 長善寺 発戸

278 天宗寺 下岩瀬

279 島山寺 砂山

280 福生院 上手子林

281 富徳寺 南羽生１丁目

282 遍照院 尾崎

283 法性寺 上新郷

284 無量寺 喜右エ門新田

285 文殊院 中手子林

286 薬師寺 小須賀

287 永明寺 下村君

288 蓮台寺 三田ヶ谷

寺　院　等

（37か所）
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分　類 No 施　設　名 住　所

289 愛藍タウン 中岩瀬

290 藍の里２ 下手子林

291 田舎教師像前 弥勒

292 稲子集会所 稲子

293 稲子塚原 稲子

294 今泉 弥勒

295 今泉八幡 今泉

296 内谷陸橋西 弥勒

297 うまだな橋 下手子林

298 大沼 藤井下組

299 沖 常木

300 葛西親水公園 本川俣

301 香取神社 藤井上組

302 上川崎集荷所 上川崎

303 上川俣道畑 上川俣

304 上村大橋 上村君

305 上村君農業研修所 上村君

306 枯杉 弥勒

307 川面 町屋

308 神鳥 喜右エ門新田

309 勘兵衛松 上新郷

310 北荻島 北萩島

311 北尾崎 尾崎

312 北２丁目 北２丁目

313 北袋 北袋

314 北袋集会所 北袋

315 北藤井 藤井上組

316 神戸西 神戸

317 神戸東 神戸

318 神戸前 南羽生３丁目

319 小子松 下新郷

320 小須賀団地 小須賀

321 小松神社前 小松

322 栄町 西４丁目

323 下岩瀬東集会所入口 下岩瀬

324 下岩瀬南 下岩瀬

325 下川崎新田 下川崎

326 下川崎八幡 下川崎

327 下宿天神社 上新郷

あい・あいバス停留所
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328 下新郷北 下岩瀬

329 下新郷中 下新郷

330 下新郷東 下新郷

331 下新郷南 下新郷

332 下新田県道交差点 下新田

333 宿中 上新郷

334 祥雲寺前 上新郷

335 正光寺 北２丁目

336 城橋 東２丁目

337 新郷第二小学校 下新郷

338 神明 上手子林

339 スカイスポーツ公園 常木

340 砂山集会所前 砂山

341 住吉 上新郷

342 セントグレースガーデン西 下村君

343 中央公園入口 東９丁目

344 堤 堤

345 中岩瀬 下岩瀬

346 中新田橋 上新郷

347 中妻東 上岩瀬

348 西新田 上新郷

349 農協東支店 三田ケ谷

350 羽生モータースクール入口 砂山

351 東三丁目 東３丁目

352 秀安上郷 秀安

353 秀安下郷 秀安

354 藤井上組 藤井上組

355 ふじ高等学園前 下羽生

356 富徳寺 南羽生１丁目

357 別所 上新郷

358 発戸 発戸

359 本川俣 本川俣

360 前原 今泉

361 町屋 町屋

362 松の木 下村君

363 三田ケ谷２区 三田ケ谷

364 三田ケ谷１区 喜右エ門新田

365 南４丁目 南４丁目

366 南６丁目 南６丁目

あい・あいバス停留所
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367 南羽生団地 南羽生４丁目

368 宮田団地入口 南８丁目

369 名集会所 堤

370 元農協川俣支店 本川俣

371 元福祉健康会館 中岩瀬

372 文殊院前 北萩島

373 永明寺前 下村君

374 与兵工新田 与兵エ新田

375 竜住 上川俣

376 蓮台寺 三田ケ谷

　　　　　乗降場所は随時更新いたします。

　　　　　詳細は羽生市ホームページでご確認いただけます。

     https://www.city.hanyu.lg.jp

　　　　　また、乗降場所一覧は、羽生市役所2階の地域振興課窓口で配布しております。

令和４年８月８日現在　３７５件
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