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都道府県 バス会社名 法人名
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
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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
※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。


