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都道府県 バス会社名 法人名
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
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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
※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。


