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都道府県 バス会社名 法人名
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
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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
※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。


