
貸切バス会社名称 都道府県

網走バス 北海道

網走観光交通 北海道

北海道中央バス 北海道

北都交通 北海道

道南バス 北海道

時計台バス 北海道

北海道バス 北海道

おびうん観光 北海道

ジェイ・アール北海道バス 北海道

樽前観光サービス 北海道

函館タクシー（函館帝産バス） 北海道

朝日交通 北海道

函館バス 北海道

十和田観光電鉄 青森県

弘南バス 青森県

三八五バス 青森県

下北交通 青森県

三八五交通 青森県

岩手県北自動車 岩手県

岩手県交通 岩手県

花巻観光バス 岩手県

日本三景交通 宮城県

宮城交通 宮城県

ジェイアールバス東北 宮城県

さくら観光 宮城県

秋北バス 秋田県

羽後交通 秋田県

秋北タクシー 秋田県

山交バス 山形県

庄内交通 山形県

トランスオーシャンバス 山形県

福島交通 福島県

郡山中央交通 福島県

郡山観光交通 福島県

新常磐交通 福島県

関東自動車 栃木県

日光交通 栃木県

群馬バス 群馬県

関越交通 群馬県

日本中央バス 群馬県

イーグルバス 埼玉県

平成エンタープライズ 埼玉県

ロイヤル交通 埼玉県

東交観光バス 東京都

東栄観光バス 東京都

kmモビリティサービス 東京都

はとバス 東京都

国際興業観光バス 東京都

帝産観光バス東京 東京都

東京ヤサカ観光バス 東京都

日の丸自動車興業 東京都

東京空港交通（リムジンバス） 東京都



東都観光バス 東京都

ＨＭＣ東京 東京都

ニッコー観光バス 東京都

ジェイアールバス関東 東京都

東海汽船（大島旅客自動車） 東京都

日立自動車交通 東京都

ワールド自興 東京都

株式会社フジエクスプレス 東京都

富士急行観光 東京都

東京パッセンジャー 東京都

東京滋賀交通 東京都

東京遊覧観光バス 東京都

東武バス 東京都

東京バス 東京都

丹沢交通 神奈川県

杉崎観光バス 神奈川県

神田交通 神奈川県

フロンティア観光バス 神奈川県

箱根登山観光バス 神奈川県

シティアクセス 神奈川県

富士急湘南バス株式会社 神奈川県

新潟交通佐渡 新潟県

新潟交通観光バス 新潟県

銀嶺観光バス 新潟県

新潟第一観光バス 新潟県

富山地方鉄道 富山県

北陸鉄道 石川県

北陸交通 石川県

北日本観光自動車 石川県

小松バス 石川県

冨士交通 石川県

福井鉄道 福井県

福井交通 福井県

京福バス 福井県

ケイカン交通 福井県

富士急行 山梨県

栄和交通 山梨県

玉観光バス 山梨県

国母観光自動車 山梨県

山梨交通 山梨県

アルピコ交通 長野県

長電バス 長野県

おんたけ交通 長野県

伊那バス 長野県

信南交通 長野県

関電アメニックス北アルプス交通 長野県

アルピコタクシー 長野県

信州観光バス 長野県

千曲バス 長野県

飯田結いバス 長野県

朝日観光自動車 長野県

高山観光バス 岐阜県

日の丸自動車（岐阜） 岐阜県

南飛騨観光バス 岐阜県



岐阜乗合自動車 岐阜県

濃飛乗合自動車 岐阜県

東濃鉄道 岐阜県

ヒダタクシー 岐阜県

平和観光バス 岐阜県

萩原交通 岐阜県

丹生川観光バス 岐阜県

ニュー飛騨観光バス 岐阜県

日タク観光バス 岐阜県

愛岐観光 岐阜県

奥飛騨観光バス 岐阜県

浜松バス 静岡県

伊豆箱根バス 静岡県

すそのバス 静岡県

ジーネット・コーポレーション 静岡県

トウブ急行 静岡県

吉田観光 静岡県

ホノルル急行 静岡県

ニュー浜名湖バス 静岡県

遠江観光 静岡県

遠州鉄道 静岡県

アンビ・ア 静岡県

アクト観光 静岡県

スルガ観光 静岡県

東海バス 静岡県

丸勇交通 静岡県

ラビット急行 静岡県

大鉄観光バス 静岡県

セイシン観光バス 静岡県

シンフジハイヤー 静岡県

静鉄ジョイステップバス 静岡県

静岡交通株式会社 静岡県

（有）ドリーム観光バス 静岡県

名阪近鉄バス 愛知県

名古屋バス 愛知県

鯱バス 愛知県

豊鉄バス 愛知県

名古屋滋賀交通 愛知県

新城観光バス 愛知県

名鉄観光バス 愛知県

ジェイアール東海バス 愛知県

つばめ自動車 愛知県

オーワ観光 愛知県

豊栄交通 愛知県

名鉄バス 愛知県

豊鉄観光バス 愛知県

知多乗合 愛知県

愛知バス 愛知県

西三交通 愛知県

瀬戸自動車運送株式会社 愛知県

三重交通（名古屋） 三重県

三重名鉄タクシー 三重県

三岐鉄道 三重県

菰野東部交通 三重県



みゆき観光バス 滋賀県

近江鉄道（近江タクシー） 滋賀県

近江鉄道 滋賀県

滋賀観光バス 滋賀県

帝産湖南交通 滋賀県

滋賀中央観光バス 滋賀県

エムケイ観光バス 京都府

ヤサカ観光バス京都支社 京都府

帝産観光バス京都支店 京都府

ケイエム観光京都支店 京都府

明星観光バス 京都府

京都観光バス 京都府

京阪バス 京都府

帝産京都自動車 京都府

都タクシー 京都府

日本交通 京都府

ウイング 京都府

京阪京都交通 京都府

西日本ジェイアールバス 大阪府

大阪バス 大阪府

ヤサカ観光バス大阪支社 大阪府

帝産観光バス大阪支店 大阪府

日本交通大阪 大阪府

東豊観光 大阪府

滋賀観光バス株式会社大阪営業所 大阪府

商都交通 大阪府

阪急観光バス 大阪府

大阪バス近畿 大阪府

アクロス大阪バス 大阪府

西日本ジェイアールバスサービス 大阪府

中兵庫観光開発 兵庫県

ポート 兵庫県

神姫観光バス 兵庫県

奈良交通 奈良県

奈良観光バス 奈良県

帝産観光バス奈良支店 奈良県

日の丸観光バス 和歌山県

熊野御坊南海バス 和歌山県

明光バス 和歌山県

龍神自動車 和歌山県

日本交通 鳥取県

日ノ丸自動車 鳥取県

一畑バス 島根県

東出雲観光バス 島根県

はつみ交通 島根県

両備バス 岡山県

中鉄観光 岡山県

下電観光バス 岡山県

岡山交通 岡山県

中国バス 広島県

稲荷交通 岡山県

井笠バスカンパニー 岡山県

美袋交通 岡山県

プラザ交通 岡山県



中国ジェイアールバス 広島県

広島バス 広島県

本四バス開発 広島県

サンデン交通 山口県

防長交通 山口県

大隅タクシー 山口県

船木鉄道 山口県

イワミツアー 山口県

萩近鉄タクシー 山口県

周南近鉄タクシー 山口県

大川自動車 香川県

ことでんバス 香川県

東交バス 香川県

琴参バス 香川県

琴参タクシー 香川県

小豆島交通 香川県

ジェイアール四国バス 香川県

瀬戸内運輸 愛媛県

とさでん交通 高知県

西鉄観光バス 福岡県

ＪＲ九州バス 福岡県

堀川観光バス 福岡県

綜合交通　綜合観光バス 福岡県

昭和自動車 佐賀県

長崎バス観光 長崎県

西肥自動車 長崎県

長崎交通局（長崎県営バス） 長崎県

島原鉄道 長崎県

諫早バス観光（マイティグループ） 長崎県

九州産交バス 熊本県

亀の井バス 大分県

大分交通 大分県

大分バス 大分県

宮崎交通 宮崎県

宮交タクシー 宮崎県

鹿児島中央観光バス 鹿児島県

南国交通観光 鹿児島県

いわさきコーポレーション鹿児島交通鹿児島県

霧島観光交通 鹿児島県

鹿児島交通観光バス 鹿児島県

新報トラスト 沖縄県

東陽バス 沖縄県

沖縄バス 沖縄県

中部観光バス 沖縄県

北部観光バス 沖縄県

那覇バス 沖縄県


