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都道府県 バス会社名 法人名
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
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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



※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。


