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都道府県 バス会社名 法人名
北海道 おびうん観光 帯運観光　株式会社
北海道 くしろバス くしろバス　株式会社
北海道 じょうてつバス 株式会社　じょうてつ
北海道 はまなす観光バス はまなす観光バス　株式会社
北海道 ばんけいバス 札幌ばんけい　株式会社
北海道 ふらのバス ふらのバス　株式会社
北海道 エルム観光バス 株式会社　エルム観光バス
北海道 ジェイ・アール北海道バス ジェイ・アール北海道バス　株式会社
北海道 ニセコバス ニセコバス　株式会社
北海道 阿寒バス 阿寒バス　株式会社
北海道 旭川電気軌道 旭川電気軌道　株式会社
北海道 根室交通 根室交通　株式会社
北海道 札幌観光バス 札幌観光バス　株式会社
北海道 札幌第一観光バス【北海道】 札幌第一観光バス　株式会社
北海道 三和交通 三和交通　株式会社
北海道 時計台バス 時計台バス　株式会社
北海道 斜里バス 斜里バス　株式会社
北海道 宗谷バス 宗谷バス　株式会社
北海道 十勝バス 十勝バス　株式会社
北海道 女満別ハイヤー 株式会社　ジャパンリムジンサービス
北海道 千歳相互観光バス 千歳相互観光バス　株式会社
北海道 大沼交通 有限会社　大沼交通
北海道 道南バス 道南バス　株式会社
北海道 函館帝産バス 函館タクシー　株式会社
北海道 ＨＫＢ ＨＫＢ　株式会社
北海道 北海道バス 北海道バス　株式会社
北海道 北海道拓殖バス 北海道拓殖バス　株式会社
北海道 北海道中央バス 北海道中央バス　株式会社
北海道 北海道北見バス 北海道北見バス　株式会社
北海道 北観光バス 株式会社  北観光
北海道 北都交通【北海道】 北都交通　株式会社
北海道 網走バス 網走バス　株式会社
北海道 網走観光交通 網走観光交通　株式会社
北海道 夕鉄バス 夕張鉄道　株式会社
北海道 ケーエス北の星観光バス 株式会社　ケーエス北の星観光バス
北海道 てんてつバス てんてつバス　株式会社
北海道 オーエムバス 有限会社　オーエムバスシステム
北海道 エイチ・ビー観光 エイチ・ビー観光　株式会社
北海道 スマイル観光【北海道】 株式会社　坂本輸送サービス
北海道 きたみ観光バス 株式会社　きたみ観光バス
北海道 釧路衛星バス 釧路衛星　株式会社
北海道 あつまバス あつまバス　株式会社
北海道 北日本バス【北海道】 北日本トランスポート　株式会社
北海道 ドリーム観光バス【北海道】 株式会社　ドリーム観光バス
北海道 樽前観光バス 株式会社　樽前観光サービス
北海道 宮本バス 宮本バス　株式会社
北海道 北紋バス 北紋バス　株式会社
北海道 旭川中央交通 旭川中央交通　株式会社
北海道 ミサキ観光バス【北海道】 株式会社　美咲興業
北海道 国際観光バス【北海道】 国際観光バス　株式会社
北海道 悠遊観光バス 壮瞥貨物運輸　株式会社
北海道 毎日交通 毎日交通　株式会社
北海道 日交観光バス 日交ハイヤー　株式会社
北海道 深川観光バス 深川観光バス　株式会社
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北海道 恒和バス 有限会社　恒和配送
北海道 ウイングバス【北海道】 有限会社　ウイングサービス
北海道 エムズメッセ エムズメッセ　株式会社
北海道 名士バス 名士バス　株式会社
北海道 美自校観光バス 株式会社　美唄自動車学校
北海道 北海道グローバル観光 株式会社　ウイング
北海道 シノヤマ観光自動車 株式会社　シノヤマ観光自動車
北海道 厚沢部観光バス 有限会社　マルジュウ髙田
北海道 ウイズユー観光バス ウイズユー観光　株式会社
北海道 清里バス（ハイヤー） 有限会社　清里ハイヤー
北海道 紋別観光バス 有限会社　紋別観光バス
北海道 北翔交通 有限会社　北翔交通
北海道 岩見沢観光バス 岩見沢観光バス　株式会社
北海道 士別軌道 士別軌道　株式会社
北海道 さっぽろ慎観光バス 株式会社　悠創
北海道 富士交通（富士観光バス）【北海道】 富士交通　株式会社
北海道 サポートバス 株式会社　トラベラーズサポート
北海道 栗山交通 有限会社　栗山交通
北海道 VARI-CAB(VARIATION－CABIN) 北都ベリアールサービス　株式会社
北海道 ザ・オリエンタルバス【北海道】 ザ・オリエンタルバス　株式会社
北海道 札幌みらい観光【北海道】 札幌みらい観光　株式会社
北海道 旭川交通 有限会社　旭川交通
北海道 浜中運輸 株式会社　浜中運輸
北海道 北海道ひだか交通バス 北海道ひだか交通バス　株式会社
北海道 ケイエムバス 株式会社　ケイエムトラスト旅行サービ

ス北海道 総合企画（貸切バス） 総合企画　株式会社
北海道 フラワー観光バス フラワー観光バス　株式会社
北海道 函館バス 函館バス　株式会社
北海道 ＫＯＯ観光 株式会社　ＫＯＯ企画
北海道 ＴＫＢ観光 株式会社　ＴＫＢ観光
北海道 ケープ観光 株式会社　ホロトラ建設興業
北海道 つたいバス 株式会社　つたい
青森県 光洋観光バス 有限会社　光洋タクシー
青森県 弘南バス 弘南バス　株式会社
青森県 三八五バス【青森県】 三八五バス　株式会社
青森県 三八五交通【青森県】 三八五交通　株式会社
青森県 十和田観光電鉄 十和田観光電鉄　株式会社
青森県 中里交通 中里交通　株式会社
青森県 北星交通 北星交通　株式会社
青森県 北都観光バス【青森県】 有限会社　北都観光
青森県 西海観光バス 西海観光　株式会社
青森県 白神観光バス 白神観光バス　有限会社
青森県 八洲交通 有限会社八洲交通
青森県 青森観光バス 青森観光バス　株式会社
青森県 アーストラベル青森 有限会社　アーストラベル青森
青森県 ビッグ・ウイング 株式会社　ビッグ・ウイング
青森県 尻屋観光 株式会社　尻屋観光
青森県 三八五観光タクシー【青森県】 三八五観光タクシー　株式会社
青森県 川内交通バス 有限会社　むつ車体工業
青森県 さくら観光【青森県】 株式会社　さくら観光
青森県 ブルーロード 株式会社　ブルーロード
青森県 中里観光 株式会社　中里観光
青森県 勇北交通 勇北交通　株式会社
岩手県 ヒカリバス 株式会社　ヒカリ総合交通
岩手県 花巻観光バス 花巻観光バス　株式会社
岩手県 岩手県交通 岩手県交通　株式会社
岩手県 岩手県北バス 岩手県北自動車　株式会社
岩手県 東北バス観光 株式会社　東北バス観光



岩手県 新栄観光バス【岩手県】 有限会社　新栄観光バス
岩手県 日本高速バス 日本高速運輸　株式会社
岩手県 北日本観光【岩手県】 株式会社　北日本観光
岩手県 東和交通観光【岩手県】 株式会社　東和町総合サービス公社
岩手県 北国観光 株式会社　北国観光
岩手県 富士モーターサービス【岩手県】 株式会社　富士モーターサービス
岩手県 東日本交通【岩手県】 東日本交通　株式会社
岩手県 宮野目観光バス 有限会社　宮野目タクシー
岩手県 野口交通 株式会社　野口
岩手県 西北交通 西北交通　株式会社
岩手県 北交バス （北上交通観光） 株式会社　北上交通観光
宮城県 みちのく観光 株式会社　みちのく観光
宮城県 ジェイアールバス東北 ジェイアールバス東北　株式会社
宮城県 新栄観光バス【宮城県】 新栄観光バス　株式会社
宮城県 仙台バス 仙台バス　株式会社
宮城県 東日本急行バス【宮城県】 東日本急行　株式会社
宮城県 東洋交通【宮城県】 東洋交通　株式会社
宮城県 南三陸観光バス（ＭＫＢバス） 南三陸観光バス　株式会社
宮城県 日本三景交通 日本三景交通　株式会社
宮城県 翔礼交通 翔礼交通　株式会社
宮城県 東和観光バス【宮城県】 山田運送　株式会社
宮城県 タケヤ交通 株式会社　タケヤ交通
宮城県 第一観光バス【宮城県】 第一観光産業　株式会社
宮城県 宮北バス 有限会社　宮北バス
宮城県 昭和バス【宮城県】 株式会社　昭和タクシー
宮城県 東日本観光バス【宮城県】 東日本観光バス　株式会社
宮城県 仙南交通 仙南交通　株式会社
宮城県 ドリーム観光【宮城県】 有限会社　ドリーム観光
宮城県 ホウデンランナーズ 株式会社　宝殿
宮城県 さくら観光【宮城県】 さくら観光　株式会社
宮城県 國際観光【宮城県】 オヤマグループ　株式会社
宮城県 ひまわり交通【宮城県】 ひまわり交通　株式会社
宮城県 遠刈田バス観光 有限会社　遠刈田バス観光
宮城県 とよま観光バス とよま観光バス　株式会社
宮城県 仙台西観光秋泉バス 仙台西観光秋泉バス　株式会社
宮城県 東北アクセス〈宮城営業所〉 東北アクセス　株式会社
宮城県 ジャパン交通 株式会社　ジャパン交通
宮城県 塩釜観光バス 塩釜観光バス　株式会社
宮城県 仙塩バス 株式会社　仙塩交通
宮城県 松山観光バス【宮城県】 有限会社　松山観光バス
宮城県 ２５２５タクシー（貸切バス） ２５２５タクシー　株式会社
宮城県 遊季観光バス 有限会社　遊季観光バス
宮城県 ホテル観洋バス（阿部長商店） 株式会社　阿部長商店
宮城県 スリーエス交通【宮城県】 有限会社　仙台予約センター
秋田県 羽後交通 羽後交通　株式会社
秋田県 秋田中央交通【秋田県】 秋田中央交通　株式会社
秋田県 秋北バス 秋北バス　株式会社
秋田県 あきた北観光バス あきた北観光バス　株式会社
秋田県 つばさ観光【秋田県】 有限会社　つばさ観光
秋田県 Ｓｅｎｋｅｎ（仙建） 株式会社　仙建
秋田県 秋北タクシー 秋北タクシー　株式会社
秋田県 工藤興業観光バス 株式会社　工藤興業
秋田県 象潟合同交通 株式会社　象潟合同交通
秋田県 秋田観光バス 秋田観光バス　株式会社
秋田県 秋田中央トランスポート【秋田県】 秋田中央トランスポート　株式会社
秋田県 能代観光 能代観光　株式会社
山形県 山交バス【山形県】 山交バス　株式会社
山形県 庄内交通 庄内交通　株式会社



山形県 サイトシーイング蔵王 有限会社　サイトシーイング蔵王
山形県 松山観光バス【山形県】 松山観光バス　株式会社
山形県 ヨネザワバス観光 有限会社　ヨネザワバス観光
山形県 朝日観光バス 朝日観光バス　株式会社
山形県 バス観光　毘龍 有限会社　毘龍レンタカー
山形県 トランスオーシャンバス トランスオーシャンバス　株式会社
山形県 最上川交通 最上川交通　株式会社
山形県 庄内みどり観光バス 庄内みどり観光バス　株式会社
山形県 あおぞら観光 青空観光　株式会社
山形県 いでは観光バス いでは観光バス株式会社
福島県 くさの交通 株式会社　くさの
福島県 オールスター観光 株式会社　オールスター観光
福島県 郡山中央交通 郡山中央交通　株式会社
福島県 福島交通 福島交通　株式会社
福島県 福島観光自動車 福島観光自動車　株式会社
福島県 矢吹交通 有限会社　矢吹タクシー
福島県 スカイオート【福島県】 有限会社　スカイオ－ト
福島県 桜交通【福島県】 株式会社　桜交通
福島県 野本観光バス 有限会社　野本観光バス
福島県 浜通り交通 浜通り交通　株式会社
福島県 トランスパックバス トランスパック　株式会社
福島県 東北アクセス〈本社〉 東北アクセス　株式会社
福島県 福島北都観光バス【福島県】 有限会社　福島北都観光バス
福島県 喜多方観光バス 喜多方観光バス　株式会社
福島県 会津西交通 株式会社　会津西交通
福島県 猪苗代観光バス 猪苗代タクシー　有限会社
福島県 つばさ交通【福島県】 有限会社　つばさ交通コーポレーション
福島県 ダリア観光バス 株式会社　ダリア観光バス
福島県 報徳バス 株式会社　報徳バス
福島県 ティーエス観光 有限会社　ティーエス観光
福島県 いわき観光バス 株式会社　磐城タクシー
福島県 会津交通バス 会津交通　株式会社
福島県 カネハチ交通 有限会社　カネハチタクシー
福島県 ひまわり交通【福島県】 有限会社　ひまわり交通
福島県 会津バス 会津乗合自動車　株式会社
茨城県 茨城交通 茨城交通　株式会社
茨城県 たびっとバス 株式会社　旅人
茨城県 ムツミ観光バス 有限会社　ムツミ観光自動車
茨城県 神立観光 有限会社　神立観光
茨城県 滝交通 有限会社　滝交通
茨城県 月川観光バス 株式会社　月川観光バス
茨城県 サワキ観光 サワキ観光　株式会社
茨城県 常南交通【茨城県】 常南交通　株式会社
栃木県 関東自動車 関東自動車　株式会社
栃木県 ＴＣＢ観光 ＴＣＢ観光　株式会社
栃木県 日光交通（栃木） 日光交通　株式会社
栃木県 藤観光バス【栃木県】 株式会社　藤観光バス
栃木県 那須中央観光バス 那須中央観光バス　株式会社
栃木県 仁井田観光バス 株式会社　仁井田観光
栃木県 西那須観光バス 西那須観光バス　株式会社
栃木県 北関東交通【栃木県】 有限会社　北関東交通
栃木県 富士観光バス【栃木県】 富士観光バス　株式会社
栃木県 あさみ観光バス あさみ観光バス　株式会社
栃木県 小山中央観光バス 株式会社　小山中央観光バス
栃木県 泉観光バス【栃木県】 株式会社　泉観光バス
栃木県 うつのみや観光 株式会社　うつのみや観光
栃木県 那須交通 那須交通　株式会社
栃木県 日光かぶらぎ観光バス 鏑木建材興業　有限会社



群馬県 関越交通〈群馬本社〉 関越交通　株式会社
群馬県 群馬バス 株式会社　群馬バス
群馬県 多野観光バス 多野観光　株式会社
群馬県 北関東観光バス【群馬県】 有限会社　北関東観光
群馬県 ティーケーバス 有限会社　ティーケーバス
群馬県 スリーエス観光【群馬県】 株式会社　センヨシトレーディング
群馬県 ローランド観光バス ローランド観光バス　株式会社
群馬県 コンフォートバス 日輸企画　株式会社
群馬県 ビーエムバス【群馬県】 株式会社　ビーエムバス
群馬県 ローズクィーン交通 ローズクィーン交通　株式会社
群馬県 尾瀬紀行 尾瀬紀行　株式会社
群馬県 群馬赤城高原交通 株式会社　群馬赤城高原交通
群馬県 安らぎ交通 有限会社　安心代行
埼玉県 玉淀観光バス 有限会社　玉淀観光バス
埼玉県 恵美観光バス 株式会社　恵美観光バス
埼玉県 美杉観光バス〈埼玉本社〉 株式会社　美杉観光バス
埼玉県 平成観光バス（平成エンタープライズ） 株式会社　平成エンタープライズ
埼玉県 中央交通【埼玉県】 中央交通　株式会社
埼玉県 藤交通【埼玉県】 有限会社　藤交通
埼玉県 ビーエム観光バス【埼玉県】 ビーエム観光　株式会社
埼玉県 西武観光バス【埼玉県】 西武観光バス　株式会社
埼玉県 太栄観光バス 株式会社　太栄観光バス
埼玉県 和光観光バス 株式会社　和光輸送
埼玉県 スカイ観光バス【埼玉県】 スカイ観光　株式会社
埼玉県 広栄交通バス 広栄交通バス　株式会社
埼玉県 エスケー交通 有限会社　エスケー交通
埼玉県 春日部観光バス 株式会社　春日部観光バス
埼玉県 さくら観光バス【埼玉県】 さくら観光バス　株式会社
埼玉県 大和観光自動車【埼玉県】 大和観光自動車　株式会社
埼玉県 彩輝自動車 彩輝自動車　株式会社
埼玉県 イーグルバス イーグルバス　株式会社
埼玉県 マルモト観光バス マルモト観光バス　株式会社
埼玉県 彩京リムジン 株式会社　彩京リムジン
埼玉県 盛安自動車 盛安自動車　株式会社
埼玉県 武蔵グリーン観光 株式会社　武蔵グリーン観光
埼玉県 えびす交通〈埼玉営業所〉 株式会社　えびす交通
埼玉県 埼玉観光 埼玉観光　株式会社
千葉県 千葉中央バス 千葉中央バス　株式会社
千葉県 千都観光バス 株式会社　ユタカコーポレーション
千葉県 南総観光バス 有限会社　南総観光バス
千葉県 北斗観光バス【千葉県】 有限会社　北斗観光バス
千葉県 船戸観光バス 船戸興業　株式会社
千葉県 丸井観光バス 株式会社　丸井観光バス
千葉県 泉観光バス〈千葉営業所〉 泉観光バス　株式会社
千葉県 なの花交通バス なの花交通バス　株式会社
千葉県 成田アプローチ 株式会社　成田アプローチ
千葉県 アビコ西武観光【千葉県】 アビコ西武観光　株式会社
千葉県 スマイル観光バス【千葉県】 株式会社　スマイルコーポレーション
千葉県 東交通【千葉県】 株式会社　東交通
千葉県 大日ドリーム観光 株式会社　大日ドリーム観光
千葉県 小湊鐵道バス 小湊鐡道株式会社
東京都 東栄観光バス【埼玉県】 東栄運輸　株式会社
東京都 アモーレ交通 有限会社　アモーレ交通
東京都 はとバス 株式会社  はとバス
東京都 キャブステーション 株式会社　キャブステーション
東京都 kmモビリティサービス（大森営業所） 株式会社kmモビリティサービス
東京都 スカイグループ【東京都】 株式会社  ワイズブロック
東京都 西郡観光バス 西郡観光バス　株式会社



東京都 ＨＭＣ東京 株式会社　ＨＭＣ東京
東京都 帝産観光バス〈東京支店〉 帝産観光バス　株式会社
東京都 東京シティ観光 東京シティ観光　株式会社
東京都 東京ヤサカ観光バス 東京ヤサカ観光バス　株式会社
東京都 東京空港交通 東京空港交通　株式会社
東京都 東京滋賀交通 東京滋賀交通　株式会社
東京都 東都観光バス 東都観光バス　株式会社
東京都 東京パッセンジャー観光 東京パッセンジャー　株式会社
東京都 日の丸自動車興業〈東京本社〉 日の丸自動車興業　株式会社
東京都 日本バスセンター 株式会社　日本バスセンター
東京都 ニッコー観光バス（カンガルーバス） ニッコー観光バス　株式会社
東京都 日立自動車交通 日立自動車交通　株式会社
東京都 八丈町営バス 八丈町
東京都 神奈中観光 神奈中観光　株式会社
東京都 共同観光バス （ＫＹＯＤＯ　ＢＵＳ） 株式会社　共同観光バス
東京都 光輝観光バス〈東京営業所〉 光輝観光バス　株式会社
東京都 萩観光 有限会社　萩観光
東京都 東新観光【東京都】 東新観光　株式会社
東京都 青和観光 青和観光　株式会社
東京都 ワールド自興 ワールド自興　株式会社
東京都 ニュープリンス観光バス ニュープリンス観光バス　株式会社
東京都 プリンシプル自動車 株式会社　プリンシプル自動車
東京都 アールブイ観光 株式会社　アールブイジャパン
東京都 冨士自動車【東京都】 冨士自動車　株式会社
東京都 城北交通 株式会社　城北交通
東京都 東京ワーナー観光バス 東京ワーナー観光　株式会社
東京都 国際興業観光バス【東京都】 国際興業　株式会社
東京都 東京小田バス 有限会社　小田通商
東京都 東京バス 東京バス　株式会社
東京都 南街観光バス 株式会社　南街観光バス
東京都 大島バス【東京都】 大島旅客自動車　株式会社
東京都 フジエクスプレス 株式会社　フジエクスプレス
東京都 ＩＢＳ　ＣＯＡＣＨ〈東京営業所〉 株式会社　アイビーエス
東京都 スターバス〈東京営業所〉 スターバス　株式会社
東京都 泉観光バス〈東京営業所〉 泉観光バス　株式会社
東京都 東京遊覧観光バス 東京遊覧観光バス　株式会社
東京都 和泉観光自動車【東京都】 株式会社　和泉観光自動車
東京都 美杉観光バス〈東京営業所〉 株式会社　美杉観光バス
東京都 青垣観光バス〈東京営業所〉 青垣観光バス　株式会社
東京都 東急トランセ 株式会社　東急トランセ
東京都 西東京バス【東京都】 西東京バス　株式会社
東京都 京王バス【東京都】 京王バス　株式会社
東京都 メモリー観光バス メモリー観光バス　株式会社
東京都 ジャムジャムエクスプレス〈東京本社〉 株式会社　ジャムジャムエクスプレス
東京都 みらい観光〈東京営業所〉 有限会社　武元重機
東京都 えびす交通〈東京営業所〉 株式会社　えびす交通
東京都 銀河鉄道【貸切バス】 銀河鉄道　株式会社
東京都 ＪＡＰＡＮ　ＣＩＮＥ　ＭＯＢＩＬＥ ジャパン シネ モービル　株式会社
東京都 新潟交通サービスセンター 株式会社　新潟交通サービスセンター
神奈川県 グリーンキャブ 株式会社　グリーンキャブ
神奈川県 神田交通 神田交通　株式会社
神奈川県 宮浦観光バス 有限会社　宮浦観光バス
神奈川県 シティアクセス相模【神奈川県】 株式会社　シティアクセス相模
神奈川県 丹沢交通 有限会社　丹沢交通
神奈川県 本牧エクスプレス 有限会社　本牧運輸
神奈川県 泉の交通【神奈川県】 泉の交通　株式会社
神奈川県 フロンティア観光バス【神奈川県】 フロンティア観光バス　株式会社
神奈川県 カミコウバス カミコウバス　株式会社



神奈川県 天台観光 天台観光　株式会社
神奈川県 杉崎観光バス 杉崎観光バス　株式会社
神奈川県 横バス観光 横バス観光　株式会社
神奈川県 アツレン観光バス 株式会社　朝倉自動車
神奈川県 富士急湘南バス 富士急湘南バス　株式会社
神奈川県 東洋観光【神奈川県】 東洋観光　株式会社
神奈川県 ＹＭ交通 ＹＭ交通　株式会社
神奈川県 宮島バス 株式会社　宮島運輸
神奈川県 バス窓．ＣＯＭ 株式会社　バス窓.Ｃｏｍ
神奈川県 みさき観光【神奈川県】 みさき観光　株式会社
神奈川県 シティアクセス【神奈川県】 シティアクセス　株式会社
神奈川県 イースタン イースタン企画　株式会社
新潟県 おけさ観光バス おけさ観光タクシー　株式会社
新潟県 越後交通 越後交通　株式会社
新潟県 新潟交通観光バス 新潟交通観光バス　株式会社
新潟県 新潟交通佐渡 新潟交通佐渡　株式会社
新潟県 頸城自動車（頸城バス） 頸城自動車　株式会社
新潟県 セントラル観光 セントラル観光　株式会社
新潟県 新潟中央観光バス 日の出交通　株式会社
新潟県 吉田交通 株式会社　吉田家ホテル
新潟県 小千谷観光バス 小千谷観光バス　株式会社
新潟県 昭和観光【新潟県】 昭和観光　株式会社
新潟県 銀嶺観光バス 銀嶺タクシー　株式会社
新潟県 直江津観光 直江津観光　有限会社
新潟県 日本海バス【新潟県】 有限会社　日本海バス
新潟県 高砂観光バス 有限会社　高砂観光バス
新潟県 ドリーム観光バス【新潟県】 ドリーム観光バス　株式会社
新潟県 ゆきつばき観光 有限会社　ゆきつばき観光
新潟県 やまとタクシー【新潟県】 やまとタクシー　株式会社
新潟県 越王観光バス 有限会社　越王観光バス
新潟県 村上観光 村上自動車　株式会社
新潟県 泉観光バス〈新潟本社〉 泉観光バス　株式会社
新潟県 アイ・ケーアライアンス アイ・ケーアライアンス　株式会社
新潟県 頸南バス 頸南バス　株式会社
新潟県 中越交通 中越交通　株式会社
新潟県 浦佐タクシー 株式会社　浦佐タクシー
新潟県 柏崎交通 柏崎交通　株式会社
新潟県 大滝観光バス 大滝自動車工業　株式会社
新潟県 八千代観光【新潟県】 有限会社　八千代レンタ・リース
新潟県 北新バス 株式会社　北新バス
新潟県 南越後観光バス 南越後観光バス　株式会社
新潟県 妙高高原観光バス 株式会社　妙高ハブネット
富山県 加越能バス 加越能バス　株式会社
富山県 富山地方鉄道 富山地方鉄道　株式会社
富山県 平和交通【富山県】 平和交通　株式会社
富山県 アルペン交通 アルペン交通　株式会社
富山県 中部観光【富山県】 中部観光　株式会社
富山県 西部観光【富山県】 西部観光　株式会社
富山県 イルカ交通 イルカ交通　株式会社
石川県 北日本観光自動車（北日本観光バス） 北日本観光自動車　株式会社
石川県 北陸鉄道 北陸鉄道　株式会社
石川県 日本海観光バス【石川県】 日本海観光バス　株式会社
石川県 能登島交通 能登島交通　株式会社
石川県 冨士交通【石川県】 株式会社　冨士交通
石川県 北鉄加賀バス 北鉄加賀バス　株式会社
石川県 北鉄能登バス 北鉄能登バス　株式会社
石川県 北鉄奥能登バス 北鉄奥能登バス　株式会社
石川県 北崎自動車工業（白山きたさきバス） 北崎自動車工業　株式会社



石川県 丸一観光 株式会社　丸一観光
石川県 北鉄白山バス 北鉄白山バス　株式会社
石川県 北鉄金沢バス 北鉄金沢バス　株式会社
石川県 なるわ交通 なるわ交通　株式会社
石川県 オリエンタル【石川県】 株式会社　オリエンタル
福井県 ケイカン交通 ケイカン交通　株式会社
福井県 レインボー観光 レインボー観光自動車　株式会社
福井県 京福バス 京福バス　株式会社
福井県 海陸観光 敦賀海陸運輸　株式会社
福井県 福鉄観光バス 福井鉄道　株式会社
福井県 武生タクシー 福鉄商事　株式会社
福井県 福井交通 福井交通　株式会社
福井県 勝山交通 勝山交通　株式会社
山梨県 中央観光【山梨県】 株式会社　中央観光
山梨県 富士急行 富士急行　株式会社
山梨県 西東京観光バス〈本社〉 西東京観光バス　株式会社
山梨県 沢井観光バス 沢井観光自動車　株式会社
山梨県 山梨交通 山梨交通　株式会社
山梨県 国母観光自動車 国母観光自動車　株式会社
山梨県 日下部観光バス 株式会社　日下部観光バス
山梨県 富士急バス 富士急バス　株式会社
山梨県 栄和交通〈山梨本社〉 株式会社　栄和交通
山梨県 韮崎観光自動車 韮崎観光自動車　株式会社
山梨県 東富士観光自動車 東富士観光自動車　株式会社
長野県 おんたけ交通 おんたけ交通　株式会社
長野県 アルピコタクシー　【貸切バス】 アルピコタクシー　株式会社
長野県 伊那バス 伊那バス　株式会社
長野県 アルピコ交通 アルピコ交通　株式会社
長野県 上田バス 上田バス　株式会社
長野県 千曲バス 千曲バス　株式会社
長野県 長電バス 長電バス　株式会社
長野県 北アルプス交通 株式会社　関電アメニックス
長野県 アリーナバス 株式会社　アリーナ
長野県 やまびこバス 有限会社　やまびこ
長野県 長野交通 長野交通　株式会社
長野県 昌栄バス 昌栄高速運輸　株式会社
長野県 山谷観光バス（ＹＫＢ） 山谷観光バス　株式会社
長野県 軽井沢観光バス【長野県】 有限会社　軽井沢観光
長野県 共和観光バス【長野県】 共和観光バス　株式会社
長野県 シーマ観光バス 有限会社　志麻
長野県 金子バス（ホテル豊生） 有限会社　金子
長野県 太陽バス 太陽バス　株式会社
長野県 長野中央バス 長野中央バス　有限会社
長野県 長野観光バス 長野観光バス　株式会社
長野県 ユニバーサル観光 有限会社　ユニバーサル運輸
長野県 東信観光バス【長野県】 東信観光バス　株式会社
長野県 栄和交通〈松本営業所〉 株式会社　栄和交通
長野県 草軽交通 草軽交通　株式会社
長野県 柿木観光バス 柿木観光バス　株式会社
長野県 スターバス〈長野本社〉 スターバス　株式会社
長野県 信南交通 信南交通　株式会社
長野県 南木曽観光タクシー 株式会社　南木曽観光タクシー
長野県 白馬交通 有限会社　白馬交通
長野県 スマイル観光バス【長野県】 スマイル観光旭　株式会社
長野県 軽井沢バス【長野県】 軽井沢バス　株式会社
長野県 わらび野観光バス わらび野観光　株式会社
長野県 てまりバス 有限会社　てまりバス
長野県 フクトミ観光バス 株式会社　フクトミ



長野県 飯田結いバス 木下水引　株式会社
長野県 中山観光バス 有限会社　エヌ・ケー・ビー
岐阜県 愛岐観光 愛岐観光　株式会社
岐阜県 岐阜バス（岐阜乗合自動車） 岐阜乗合自動車　株式会社
岐阜県 濃飛バス（濃飛乗合自動車） 濃飛乗合自動車　株式会社
岐阜県 ニュー飛彈観光バス ニュー飛彈観光バス　株式会社
岐阜県 東濃鉄道 東濃鉄道　株式会社
岐阜県 名阪近鉄バス　岐阜支店 名阪近鉄バス　株式会社
岐阜県 丹生川観光バス 株式会社　丹生川観光
岐阜県 日タク観光バス 株式会社　日本タクシー
岐阜県 南飛騨観光バス 南飛騨観光バス　株式会社
静岡県 アクト観光 アクト観光　株式会社
静岡県 ラビット急行【静岡県】 ラビット急行　株式会社
静岡県 新富士観光バス シンフジハイヤー　株式会社
静岡県 大鉄観光バス 株式会社　大鉄アドバンス
静岡県 セイシン観光バス セイシン観光バス　株式会社
静岡県 静鉄観光バス 静鉄ジョイステップバス　株式会社
静岡県 スルガ観光 スルガ観光　株式会社
静岡県 伊豆箱根バス 伊豆箱根バス　株式会社
静岡県 なゆた観光自動車 なゆた観光自動車　有限会社
静岡県 富士急シティバス 富士急シティバス　株式会社
静岡県 富士急静岡バス 富士急静岡バス　株式会社
静岡県 浜松バス 浜松バス　株式会社
静岡県 アンビア　バス 株式会社　アンビ・ア
静岡県 吉田観光 吉田観光　株式会社
静岡県 東海バス 株式会社　東海バス
静岡県 ドリーム観光バス 有限会社　ドリーム観光バス
静岡県 富士急モビリティ 富士急モビリティ　株式会社
静岡県 丸勇交通 丸勇交通　株式会社
愛知県 オーワ観光バス 株式会社　オーワ
愛知県 名古屋バス 名古屋バス　株式会社
愛知県 知多バス 知多乗合　株式会社
愛知県 帝産観光バス〈名古屋支店〉 帝産観光バス　株式会社
愛知県 豊鉄観光バス 豊鉄バス　株式会社
愛知県 名阪近鉄バス　愛知支店 名阪近鉄バス　株式会社
愛知県 名鉄バス 名鉄バス　株式会社
愛知県 名鉄観光バス 名鉄観光バス　株式会社
愛知県 西三交通 株式会社　西三交通
愛知県 鯱バス 鯱バス　株式会社
愛知県 名古屋滋賀交通 名古屋滋賀交通　株式会社
愛知県 愛知バス 愛知バス　株式会社
愛知県 新生観光バス 有限会社　新生観光サービス
愛知県 東部観光 有限会社　東部観光
愛知県 ジャムジャムエクスプレス〈東海営業所〉 株式会社　ジャムジャムエクスプレス
愛知県 えびす交通〈愛知本社〉 株式会社　えびす交通
愛知県 シルバーネット交通 株式会社　レミックス
三重県 三岐鉄道 三岐鉄道　株式会社
三重県 三重交通 三重交通　株式会社
三重県 冨士交通【三重県】 冨士交通　株式会社
三重県 名阪近鉄バス　三重支店 名阪近鉄バス　株式会社
三重県 伊勢国際観光バス【三重県】 株式会社　伊勢国際観光
三重県 菰野東部交通 菰野東部交通　株式会社
滋賀県 近江タクシー【滋賀県】 近江タクシー　株式会社
滋賀県 近江鉄道【滋賀県】 近江鉄道　株式会社
滋賀県 帝産湖南交通 帝産湖南交通　株式会社
滋賀県 滋賀中央観光バス 滋賀中央観光バス　株式会社
滋賀県 彦根観光バス 彦根観光バス　株式会社
滋賀県 湖国バス 湖国バス　株式会社



京都府 京阪バス【京都府】 京阪バス　株式会社
京都府 ヤサカ観光バス〈京都支社〉 ヤサカ観光バス　株式会社
京都府 前田観光自動車【京都府】 前田観光自動車　株式会社
京都府 丹後海陸交通 丹後海陸交通　株式会社
京都府 帝産観光バス〈京都支店〉 帝産観光バス　株式会社
京都府 都観光バス（都タクシー） 都タクシー　株式会社
京都府 日本交通〈福知山営業所〉 日本交通　株式会社
京都府 エムケイ観光バス〈京都営業所〉 エムケイ観光バス　株式会社
京都府 ウイング【京都府】 株式会社　ウイング
京都府 山一サービス 有限会社　山一サービス
京都府 滋賀観光バス〈京都営業所〉 滋賀観光バス　株式会社
京都府 久美浜観光バス 久美浜観光バス　有限会社
京都府 京都観光バス 京都観光バス　株式会社
京都府 京都交通〈舞鶴営業所〉 京都交通　株式会社
京都府 プレジェンド観光バス 有限会社　プレジェンド
京都府 京阪京都交通【京都府】 京阪京都交通　株式会社
京都府 コスモ観光（京都） 株式会社　コスモ観光
京都府 明星観光バス 明星観光バス　株式会社
京都府 京都さくら観光 有限会社　京都さくら観光
京都府 丹後橋立交通 丹後橋立交通　株式会社
大阪府 さやま交通 株式会社　さやま交通
大阪府 大阪バス近畿 大阪バス近畿　株式会社
大阪府 日本観光 日本観光　株式会社
大阪府 関西空港交通 関西空港交通　株式会社
大阪府 岸和田観光バス 岸和田観光バス　株式会社
大阪府 近鉄バス 近鉄バス　株式会社
大阪府 国際興業観光バス【大阪府】 株式会社　国際興業大阪
大阪府 阪急観光バス 阪急観光バス　株式会社
大阪府 商都交通 商都交通　株式会社
大阪府 西日本ジェイアールバス 西日本ジェイアールバス　株式会社
大阪府 千里山バス 千里山バス　株式会社
大阪府 大阪コンビナートバス 大阪コンビナートバス　株式会社
大阪府 大阪バス〈本社営業所〉 大阪バス　株式会社
大阪府 ヤサカ観光バス〈大阪支社〉 ヤサカ観光バス　株式会社
大阪府 滋賀観光バス〈大阪営業所〉 滋賀観光バス　株式会社
大阪府 大阪第一交通【大阪府】 大阪第一交通　株式会社
大阪府 大川バス〈大阪支店〉 大川自動車　株式会社
大阪府 大和観光バス【大阪府】 大和観光　株式会社
大阪府 中日臨海バス〈大阪堺支店〉 中日臨海バス　株式会社
大阪府 帝産観光バス〈大阪支店〉 帝産観光バス　株式会社
大阪府 東豊観光 東豊観光　株式会社
大阪府 日本交通〈大阪弁天営業所〉 日本交通　株式会社
大阪府 北港観光バス 北港観光バス　株式会社
大阪府 中紀バスＩＮＴ’Ｌ【大阪府】 株式会社　中紀バスＩＮＴ’Ｌ
大阪府 ユタカ交通【大阪府】 ユタカ交通　株式会社
大阪府 近畿都島観光バス（近畿通運） 近畿通運　株式会社
大阪府 中央交通バス【大阪府】 中央交通バス　株式会社
大阪府 新大阪観光バス 新大阪観光バス　株式会社
大阪府 両備バスカンパニー　大阪支店　（両備ホール

ディングス）
両備ホールディングス　株式会社

大阪府 エムケイ観光バス〈大阪営業所〉 エムケイ観光バス　株式会社
大阪府 大阪観光バス 大阪観光バス　株式会社
大阪府 オオキタ観光バス 有限会社　オオキタ
大阪府 ｋｍモビリティサービス（大阪営業所） 株式会社　kmモビリティサービス
大阪府 寝屋川バス 寝屋川バス　株式会社
大阪府 アクロス大阪バス アクロス大阪バス　株式会社
大阪府 はやぶさ国際観光バス【大阪府】 はやぶさ国際観光バス　株式会社
大阪府 えびす交通〈大阪営業所〉 株式会社　えびす交通
大阪府 西日本ジェイアールバスサービス 西日本ジェイアールバスサービス　株

式会社



大阪府 KANSAIバス KANSAIバス　株式会社
大阪府 美杉観光バス（大阪営業所） 株式会社　美杉観光バス
大阪府 家康観光バス（大阪） 株式会社　家康コーポレーション
兵庫県 ＫＲ観光バス（クレベ） 株式会社　クレベ
兵庫県 みつわバス（ミツワサービス） 株式会社　ミツワサービス
兵庫県 大阪バス〈神戸営業所〉 大阪バス　株式会社
兵庫県 ポート（神戸観光タクシー） 株式会社　ポート
兵庫県 山陽バス【貸切バス】 山陽バス　株式会社
兵庫県 神姫観光 神姫観光　株式会社
兵庫県 全但バス 全但バス　株式会社
兵庫県 淡路交通 淡路交通　株式会社
兵庫県 帝産観光バス〈神戸支店〉 帝産観光バス　株式会社
兵庫県 日本交通〈神戸営業所〉 日本交通　株式会社
兵庫県 姫路観光バス 姫路観光バス　株式会社
兵庫県 明菱興業バス（明菱興業） 明菱興業　株式会社
兵庫県 大上観光バス 大上観光バス　株式会社
兵庫県 Ｊ－ＢＵＳ（日本観光旅行センター） 日本観光旅行センター　有限会社
兵庫県 あすなろ観光バス あすなろ観光　有限会社
兵庫県 イワサバス イワサバス　株式会社
兵庫県 エスエス観光バス（リバティ） 株式会社　リバティ
兵庫県 ショーゼン観光バス 株式会社　ショーゼン
兵庫県 ニシワキ観光バス（西脇タクシー） 西脇タクシー　株式会社
兵庫県 氷上観光バス 氷上観光　有限会社
兵庫県 アクセス滝野観光 アクセス滝野観光　株式会社
兵庫県 みなと観光バス【兵庫県】 みなと観光バス　株式会社
兵庫県 阪神バス　【貸切】 阪神バス　株式会社
兵庫県 フクユ観光バス フクユ観光バス　株式会社
兵庫県 みらい観光〈兵庫本社〉 有限会社　武元重機
兵庫県 三共バス（三共運輸） 株式会社　三共運輸
兵庫県 メルティバス 株式会社　メルティバス
兵庫県 加古川バス 加古川バス　株式会社
兵庫県 扇観光バス 扇観光　株式会社
奈良県 エヌシーバス エヌシーバス　株式会社
奈良県 帝産観光バス〈奈良支店〉 帝産観光バス　株式会社
奈良県 奈良観光バス 奈良観光バス　株式会社
奈良県 奈良交通 奈良交通　株式会社
奈良県 愛和交通 株式会社　愛和
奈良県 生駒交通 生駒交通　株式会社
和歌山県 クリスタル観光バス 株式会社　クリスタル観光バス
和歌山県 ユタカ交通【和歌山県】 ユタカ交通　株式会社
和歌山県 熊野御坊南海バス 熊野御坊南海バス　株式会社
和歌山県 中紀バス【和歌山県】 中紀バス　株式会社
和歌山県 明光バス 明光バス　株式会社
和歌山県 龍神自動車 龍神自動車　株式会社
和歌山県 大十バス 大十バス　株式会社
和歌山県 田辺観光バス　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｍｆｏｒｔ 株式会社　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｍｆｏｒｔ
和歌山県 和歌山バス 和歌山バス　株式会社
和歌山県 南海りんかんバス（貸切バス） 南海りんかんバス　株式会社
鳥取県 日ノ丸自動車【鳥取県】 日ノ丸自動車　株式会社
鳥取県 日本交通〈鳥取〉 日本交通　株式会社
鳥取県 チロル観光 株式会社　チロル
鳥取県 大森観光バス（大森タクシー） 大森タクシー　株式会社
島根県 イワミツアー 株式会社　イワミツアー
島根県 一畑バス 一畑バス　株式会社
島根県 隠岐海士交通 隠岐海士交通　株式会社
島根県 隠岐観光 隠岐観光　株式会社
島根県 出雲一畑交通 出雲一畑交通　株式会社
島根県 松江一畑交通（貸切） 松江一畑交通　株式会社



島根県 隠岐一畑交通 隠岐一畑交通　株式会社
島根県 出雲観光タクシー 有限会社　出雲観光タクシー
島根県 島タクシー 島タクシー　株式会社
島根県 はつみ交通 はつみ交通　株式会社
島根県 安来観光バス（安来市場運送） 安来市場運送　有限会社
島根県 仁多観光 仁多観光　株式会社
島根県 伯太観光 株式会社　伯太観光
岡山県 下電観光バス 下電観光バス　株式会社
岡山県 吉備交通【岡山県】 吉備交通　株式会社
岡山県 吉野観光バス 株式会社　吉野自動車
岡山県 港交通【岡山県】 港交通　株式会社
岡山県 中鉄観光〈岡山営業所〉 中鉄観光　株式会社
岡山県 備北バス 備北バス　株式会社
岡山県 両備バス（両備ホールディングス） 両備ホールディングス　株式会社
岡山県 ロウズバス（ロウズ観光） ロウズ観光　株式会社
岡山県 美袋交通 株式会社　美袋交通
岡山県 プラザ交通 プラザ交通　株式会社
岡山県 二葉観光バス（二葉観光運輸） 株式会社　二葉観光運輸
岡山県 両備高速観光 両備高速　株式会社
岡山県 西部観光バス【岡山県】 株式会社　西部観光バス
岡山県 北振バス 北振バス　株式会社
岡山県 妹尾観光バス（タクシー） 有限会社　妹尾タクシー
岡山県 稲荷交通 稲荷交通　株式会社
岡山県 吉備タクシー【岡山県】 吉備タクシー　株式会社
岡山県 かよう観光バス 賀陽交通　株式会社
岡山県 岡山交通 岡山交通　株式会社
岡山県 日の丸観光バス【岡山県】 株式会社　日の丸タクシー
岡山県 津山観光バス（勝田交通） 勝田交通　株式会社
岡山県 鏡野観光バス 鏡野観光　有限会社
岡山県 豪渓交通 豪渓交通　株式会社
岡山県 真賀観光バス 有限会社　真賀観光
岡山県 光永観光バス 山本　卓哉
岡山県 大原観光交通 大原観光交通　株式会社
岡山県 有本観光バス 有本観光バス　株式会社
岡山県 野村交通 野村交通　株式会社
岡山県 中鉄ほくぶバス 中鉄北部バス　株式会社
広島県 つばめ交通 つばめ交通　株式会社
広島県 まるよし交通 まるよし交通　株式会社
広島県 ニコニコ観光 ニコニコ観光　株式会社
広島県 広交タクシー【広島県】 広交タクシー　株式会社
広島県 広交観光【広島県】 広交観光　株式会社
広島県 広島バス 広島バス　株式会社
広島県 広島第一交通【広島県】 広島第一交通　株式会社
広島県 中国ジェイアールバス 中国ジェイアールバス　株式会社
広島県 おのみちバス おのみちバス　株式会社
広島県 本四バス開発 本四バス開発　株式会社
広島県 福山観光バス 有限会社　福山観光バス
広島県 大朝交通 有限会社　大朝交通
広島県 三段峡交通 三段峡交通　株式会社
広島県 中国バス 株式会社　中国バス
広島県 チュウタクバス（中国タクシー） 中国タクシー　株式会社
広島県 おおすみ観光〈広島営業所〉 株式会社　大隅タクシー
広島県 トモテツバス（鞆鉄道） 鞆鉄道　株式会社
広島県 東広島交通 株式会社　東広島タクシー
広島県 アサヒ観光バス（アサヒタクシー） アサヒタクシー　株式会社
広島県 城南観光【広島県三原市】 城南観光　有限会社
広島県 廿日市交通 廿日市交通　株式会社
広島県 スマイルバス【広島県】 スマイルバス　株式会社



広島県 三和交通タクシー【広島県神石郡】 有限会社　三和交通タクシー
山口県 岩国観光バス 岩国観光バス　株式会社
山口県 防長交通 防長交通　株式会社
山口県 新日本観光交通【山口県】 新日本観光交通　株式会社
山口県 萩近鉄タクシー 萩近鉄タクシー　株式会社
山口県 サンデン観光バス サンデン観光バス　株式会社
山口県 おおすみ観光〈山口営業所〉 株式会社　大隅タクシー
山口県 船鉄観光バス（船木鉄道） 船木鉄道　株式会社
山口県 ブルーライン交通 ブルーライン交通　株式会社
山口県 はちまん観光バス 八幡商事運輸　有限会社
山口県 周南近鉄タクシー 周南近鉄タクシー　株式会社
山口県 防長観光バス 防長観光バス　株式会社
山口県 明徳観光バス 明徳観光　株式会社
徳島県 かぐや姫観光（古川運送） 有限会社　古川運送
徳島県 横瀬観光バス 横瀬観光　有限会社
徳島県 四国交通 四国交通　株式会社
徳島県 徳島バス 徳島バス　株式会社
徳島県 ことでんバス〈徳島営業所〉 ことでんバス　株式会社
徳島県 徳南交通 徳南交通　有限会社
徳島県 美郷観光バス 有限会社　美郷観光バス
徳島県 マリーナ観光 マリーナ観光　株式会社
徳島県 海部観光 海部観光　株式会社
香川県 ことでんバス〈香川本社〉 ことでんバス　株式会社
香川県 琴平バス 琴平バス　株式会社
香川県 琴参バス【香川県】 琴参バス　株式会社
香川県 三豊中央観光バス 有限会社　三豊中央観光バス
香川県 四国中央観光バス 株式会社　四国中央観光
香川県 西讃観光バス 西讃観光　株式会社
香川県 大川バス〈高松営業所〉 大川自動車　株式会社
香川県 東交バス 東交バス　株式会社
香川県 屋島観光バス 屋島観光バス　株式会社
香川県 琴参タクシー【香川県】 琴参タクシー　株式会社
香川県 小豆島交通 小豆島交通　株式会社
愛媛県 あいバス配車センター あいバス配車センター　有限会社
愛媛県 いずみ観光バス【愛媛県】 いずみ観光　株式会社
愛媛県 伊予鉄バス 伊予鉄バス　株式会社
愛媛県 宇和島自動車 宇和島自動車　株式会社
愛媛県 せとうちバス（瀬戸内運輸） 瀬戸内運輸　株式会社
愛媛県 瀬戸内海交通 瀬戸内海交通　株式会社
愛媛県 愛媛バス 愛媛バス　株式会社
愛媛県 伊予鉄南予バス 伊予鉄南予バス　株式会社
愛媛県 西日本観光バス 有限会社　西日本観光
愛媛県 河南バス（河南タクシー） 河南タクシー　有限会社
愛媛県 ハート交通 株式会社　ハート交通
愛媛県 十季観光 株式会社　十季
愛媛県 岬観光バス【愛媛県】 岬観光開発　株式会社
高知県 高知駅前観光バス 株式会社　高知駅前観光
高知県 高知西南交通 高知西南交通　株式会社
高知県 高知東部交通 高知東部交通　株式会社
高知県 高知高陵交通 高知高陵交通　株式会社
高知県 宮地観光バス 有限会社　宮地観光バス
高知県 土佐市観光 土佐市観光　有限会社
高知県 巨峰ライン 有限会社　巨峰ライン
高知県 平和観光バス【高知県】 有限会社　平和観光
高知県 とさでん交通 とさでん交通　株式会社
高知県 さくら観光【高知県】 有限会社　さくら観光
福岡県 つくしの観光バス 有限会社　つくしの観光バス
福岡県 ＪＲ九州バス〈福岡本社〉 ＪＲ九州バス　株式会社



福岡県 西鉄バス大牟田 西鉄バス大牟田　株式会社
福岡県 第一観光バス【福岡県】 第一観光バス　株式会社
福岡県 堀川バス【福岡県八女市】 堀川バス　株式会社
福岡県 柳城観光バス 柳城観光　株式会社
福岡県 有明交通 有明交通　株式会社
福岡県 朝田観光バス 有限会社　朝田タクシー
福岡県 白濱観光バス 有限会社　白濱自動車
福岡県 遊覧観光バス 遊覧観光　株式会社
福岡県 大宝観光バス 有限会社　大宝自動車
福岡県 西鉄観光バス 西鉄観光バス　株式会社
福岡県 筑後観光バス 有限会社　筑後観光バス
福岡県 富士観光バス【福岡県】 富士観光バス　株式会社
福岡県 堀川観光バス【福岡県糟屋郡】 堀川観光バス　株式会社
福岡県 北九州市交通局 北九州市交通局
福岡県 福岡昭和タクシー【福岡県】 福岡昭和タクシー　株式会社
福岡県 新北九州観光バス 新北九州観光バス　株式会社
福岡県 いずみ観光【福岡県】 いずみ観光　株式会社
福岡県 倉成観光バス 株式会社　倉成観光バス
福岡県 くろき交通 株式会社　くろき
福岡県 柳川観光バス 有限会社　柳川観光バス
福岡県 宗像観光 宗像観光　株式会社
福岡県 西鉄バス二日市 西鉄バス二日市　株式会社
福岡県 ゆめりあバス 誠心物流　株式会社
福岡県 福岡伊都バス 株式会社　福岡伊都バス
福岡県 ウェルバス 有限会社　ウェルバス
福岡県 キャメルブリッジ 有限会社　キャメルブリッジ
福岡県 西鉄バス宗像 西鉄バス宗像　株式会社
福岡県 タイガーバス（タイガートラベル） 株式会社　タイガートラベル
福岡県 卑弥呼観光 卑弥呼観光　株式会社
福岡県 九州相良観光バス 九州相良観光バス　有限会社
福岡県 ドラゴン交通 イトウ建機リース　株式会社
福岡県 天領バス 株式会社　天領バス
福岡県 ラビットバス【福岡県】 ラビットバス　株式会社
福岡県 ハラショー観光 株式会社　ハラショー観光
福岡県 西鉄バス筑豊 西鉄バス筑豊　株式会社
福岡県 西鉄バス久留米 西鉄バス久留米　株式会社
福岡県 マリン観光バス 株式会社　マリン観光バス
福岡県 イトキュー 株式会社　イトキュー
福岡県 ジェイネットエクスプレス 有限会社　ジェイネットエクスプレス
福岡県 福岡観光バス 福岡観光バス　株式会社
福岡県 西鉄バス北九州 西鉄バス北九州　株式会社
福岡県 みやざき高山観光バス（福岡営業所） 有限会社　高山三幸観光・宮崎
福岡県 旅人　福岡営業所 株式会社　旅人
福岡県 TAKARA　BUS【福岡】 株式会社　宝観光バス
福岡県 ザ・オリエンタルバス【福岡県】 ザ・オリエンタルバス　株式会社
福岡県 家康観光バス（福岡） 家康観光　株式会社
福岡県 新博多観光バス 株式会社　新博多観光バス
福岡県 はちまん観光バス　北九州営業所 八幡商事運輸　有限会社
佐賀県 昭和自動車【佐賀県】 昭和自動車　株式会社
佐賀県 祐徳自動車 祐徳自動車　株式会社
佐賀県 多久観光バス 多久観光バス　株式会社
佐賀県 舞鶴観光バス 有限会社　舞鶴観光バス
佐賀県 伊万里交通 伊万里交通　株式会社
佐賀県 肥前観光バス 有限会社　肥前観光
佐賀県 西鉄バス佐賀 西鉄バス佐賀　株式会社
長崎県 壱岐交通 壱岐交通　株式会社
長崎県 玄海交通 株式会社　玄海交通
長崎県 五島自動車 五島自動車　株式会社



長崎県 上五島観光交通 上五島観光交通　有限会社
長崎県 西肥自動車 西肥自動車　株式会社
長崎県 対馬交通 対馬交通　株式会社
長崎県 長崎バス観光 長崎バス観光　株式会社
長崎県 長崎県交通局（長崎県営バス） 長崎県交通局
長崎県 長崎遊覧バス 長崎遊覧バス　株式会社
長崎県 島原鉄道（島鉄バス） 島原鉄道　株式会社
長崎県 東彼観光 有限会社　東彼観光
長崎県 ホテル対馬バス 合資会社　大串製パン
長崎県 ラッキーバス ラッキーバス　株式会社
長崎県 雲仙観光 雲仙観光　株式会社
長崎県 ヒューマンバス 株式会社　ヒューマングループ
長崎県 はるか交通 はるか交通　株式会社
長崎県 諫早バス観光 株式会社　マイティーグループ
長崎県 パラダイス観光 株式会社　パラダイス観光
長崎県 ジェイアイランド 株式会社　ジェイアイランド
長崎県 TAKARA　BUS【長崎】 株式会社　宝観光バス
長崎県 五島列島バス観光 株式会社　マイティーグループ
熊本県 下天草観光バス 有限会社　下天草観光バス
熊本県 菊南プラザバス 菊南プラザバス　株式会社
熊本県 九州産交バス 九州産交バス　株式会社
熊本県 九州中央観光バス 九州中央観光バス　有限会社
熊本県 熊本バス 熊本バス　株式会社
熊本県 熊本電気鉄道 熊本電気鉄道　株式会社
熊本県 松島タクシー（観光バス） 有限会社　松島タクシー
熊本県 神園交通 有限会社　神園交通
熊本県 中九州観光 有限会社　中九州観光
熊本県 天草城観光 有限会社　天草城観光
熊本県 白浜交通 白浜交通　株式会社
熊本県 肥後観光バス 熊本タクシー　株式会社
熊本県 熊交観光バス 熊交観光バス　株式会社
熊本県 七城観光バス 有限会社　七城観光バス
熊本県 託麻観光バス 株式会社　託麻観光
熊本県 いわの観光バス 有限会社　いわの観光
熊本県 あいら観光バス【熊本県】 株式会社　あいら観光
熊本県 天水　ロマン観光 株式会社　天水
大分県 亀の井バス 亀の井バス　株式会社
大分県 大分バス 大分バス　株式会社
大分県 大分交通 大分交通　株式会社
大分県 日田バス 日田バス　株式会社
大分県 日豊観光バス 日豊観光バス　株式会社
大分県 大野竹田バス 大野竹田バス　株式会社
大分県 臼津交通 臼津交通　株式会社
大分県 エアポートシティ観光バス 株式会社　エアポートシティタクシー
大分県 くじゅう観光バス 九重観光サービス　株式会社
大分県 国東観光バス 国東観光バス　株式会社
大分県 大交北部バス 大交北部バス　株式会社
大分県 玖珠観光バス 玖珠観光バス　株式会社
大分県 かなわ観光 有限会社　かなわ観光
宮崎県 宮交タクシー 宮交タクシー　株式会社
宮崎県 宮崎交通 宮崎交通　株式会社
宮崎県 みやざき高山観光バス【宮崎県】 有限会社　高山三幸観光・宮崎
宮崎県 東九州交通 有限会社　東九州交通
宮崎県 高崎観光バス 有限会社　高崎観光バス
宮崎県 大清観光バス 有限会社　大清
宮崎県 永峰観光バス 有限会社　永峰観光バス
宮崎県 美登観光バス 株式会社　山口運送
鹿児島県 あづま交通 株式会社　あづま交通



鹿児島県 まつばんだ交通バス まつばんだ交通バス　株式会社
鹿児島県 しまバス 株式会社　しまバス
鹿児島県 岩切観光バス 有限会社　岩切観光バス
鹿児島県 高山観光バス 有限会社　高山三幸観光
鹿児島県 鹿児島交通観光バス 鹿児島交通観光バス　株式会社
鹿児島県 鹿児島中央観光バス 鹿児島中央観光バス　株式会社
鹿児島県 出水観光バス【鹿児島県】 有限会社　出水観光バス
鹿児島県 徳之島総合陸運バス 徳之島総合陸運　株式会社
鹿児島県 南国交通観光 南国交通観光　株式会社
鹿児島県 南薩観光 南薩観光　株式会社
鹿児島県 福留交通観光 有限会社　福留交通観光
鹿児島県 霧島観光交通 霧島観光交通　株式会社
鹿児島県 屋久島道の駅観光 株式会社　熊毛運輸
鹿児島県 加計呂麻バス 加計呂麻バス　有限会社
鹿児島県 さつきバス 有限会社　さつき
鹿児島県 入来観光交通 有限会社　入来観光交通
鹿児島県 沖永良部バス企業団 沖永良部バス企業団
鹿児島県 種子島・屋久島交通 種子島・屋久島交通　株式会社
鹿児島県 花バス観光　霧島営業所 株式会社　藤川
鹿児島県 南州交通 南州交通　株式会社
鹿児島県 南九州あづま交通 株式会社　南九州あづま交通
鹿児島県 さつま交通観光【鹿児島県】 さつま交通観光　株式会社
鹿児島県 ほたる観光 有限会社　ほたる観光
鹿児島県 アーベル交通 株式会社　アーベル
鹿児島県 南バス（南陸運） 南陸運　株式会社
鹿児島県 大島タクシー【鹿児島県】 合資会社　大島タクシー
鹿児島県 あいら交通【鹿児島県】 有限会社　あいら交通
鹿児島県 南国交通〈上甑島事業所〉 南国交通　株式会社
鹿児島県 南国交通〈下甑島事業所〉 南国交通　株式会社
鹿児島県 喜界島観光 株式会社　喜界総合企画
鹿児島県 種子島 井元観光 有限会社　味処井元
鹿児島県 新鹿児島観光バス 新鹿児島観光バス　株式会社
鹿児島県 九州みやび観光 九州みやび観光　株式会社
鹿児島県 さつま観光バス【鹿児島県】 有限会社　さつま観光バス
鹿児島県 南さつま交通 有限会社　南さつま交通
鹿児島県 鹿児島交通 鹿児島交通　株式会社
鹿児島県 二川交通 株式会社　二川交通
鹿児島県 本村交通 本村交通　株式会社
鹿児島県 さんまりん観光 有限会社　和人組
鹿児島県 加治木観光バス 有限会社　加治木観光バス
沖縄県 沖縄バス 沖縄バス　株式会社
沖縄県 宮古協栄バス 宮古協栄バス　合資会社
沖縄県 中部観光バス【沖縄県】 中部観光バス　株式会社
沖縄県 東運輸【沖縄県】 東運輸　株式会社
沖縄県 東陽バス【沖縄県】 東陽バス　株式会社
沖縄県 八千代バス・タクシー【沖縄県】 株式会社　八千代バス・タクシー
沖縄県 琉球バス交通 株式会社　琉球バス交通
沖縄県 伊江島観光バス 伊江島観光バス　株式会社
沖縄県 かびら観光交通 株式会社　かびら観光交通
沖縄県 最西端観光 最西端観光　株式会社
沖縄県 北部観光バス 株式会社　北部観光バス
沖縄県 カリー観光バス 有限会社　カリー観光
沖縄県 おろくバス 株式会社　小録運輸
沖縄県 石垣島イーグル観光 株式会社　石垣島イーグル観光
沖縄県 久米島交通 有限会社　久米島交通
沖縄県 新報トラスト 新報トラスト　株式会社
沖縄県 美杉観光バス〈沖縄営業所〉 株式会社　美杉観光バス
沖縄県 ＩＢＳ　ＣＯＡＣＨ〈沖縄営業所〉 株式会社　アイビーエス



沖縄県 中央交通【沖縄県】 中央交通　株式会社
沖縄県 沖縄リムジンバス 沖縄リムジンバス　株式会社
沖縄県 てぃーだ観光 てぃーだ観光　株式会社
沖縄県 南ぬ島交通 有限会社　南ぬ島交通
沖縄県 沖縄観光バス 沖縄観光バス　株式会社
沖縄県 石垣島トラベルセンター【貸切バス仕入用】 株式会社　石垣島トラベルセンター
沖縄県 京禾観光 京禾観光　株式会社
沖縄県 ＯＴＳ交通 ＯＴＳ交通　株式会社
沖縄県 関西中央交通〈美ら営業所〉 関西中央交通　株式会社
沖縄県 東京バス【沖縄営業所】 東京バス　株式会社
沖縄県 シラハマアイランド観光 合同会社　シラハマアイランド観光
沖縄県 ＯＫ観光 株式会社　ＯＫ観光
沖縄県 家康観光バス（沖縄） 株式会社　家康コーポレーション
沖縄県 ジーノバス 株式会社進吾
沖縄県 宮古島観光バス 株式会社　宮古島観光バス
※このリストは、旅行業法で定める取引条件説明書面の一部または旅行契約が締結された際に契約書面の一部となります。


