
貸切バス事業者安全性評価認定制度　認定事業者一覧（平成２７年９月１５日現在）

【認定種別について】

三ッ星 （★★★）・・・二ッ星の認定を2年間継続し、かつ得点が80点以上の事業者は三ッ星の認定となります。

二ッ星 （★★）　 ・・・一ッ星の認定を2年間継続し、かつ得点が80点以上の事業者は二ッ星の認定となります。

一ッ星 　（★）    ・・・得点が60点以上の事業者は一ッ星の認定となります。なお、はじめて申請する事業者は全て一ッ星からのスタートになります。

認定年度 都道府県 事業者名 認定種別 認定の有効期限 車両数 問合先電話番号

H27 北海道 北海道中央バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 33 011-221-7634 http://www.chuo-bus.co.jp/

H27 北海道 札幌第一観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 17 011-850-5500 http://www.dai.chuo-bus.co.jp/

H27 北海道 ニセコバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 34 0136-44-2001 http://www.nisekobus.co.jp/

H27 北海道 (有)誠和運輸　（こすもす観光バス） ★★★ 平成29年12月31日 6 0125-76-2722 http://www.seiwa-unyu.com/

H27 北海道 千歳相互観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 42 011-377-8811 http://www.chitose-bus.co.jp/

H27 北海道 ジェイ・アール北海道バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 42 011-622-8000 http://www.jrhokkaidobus.com/

H27 北海道 函館バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 22 0138-51-3960 http://www.hotweb.or.jp/hakobus/

H27 北海道 くしろバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 19 0154-36-8181 http://www.kushirobus.jp/

H27 北海道 函館タクシー(株) ★★★ 平成29年12月31日 12 0138-55-1111 http://www.hakotaxi.co.jp/

H27 北海道 エイチ・ビー観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 13 0138-51-3136 http://hbkankou.jp/

H27 北海道 (株)じょうてつ ★★★ 平成29年12月31日 6 011-572-3135 http://www.jotetsu.co.jp/

H27 北海道 (株)エルム観光バス ★★★ 平成29年12月31日 20 011-377-8181 http://www.elmkanko.com/

H27 北海道 札幌観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 41 011-881-2431 http://www.sakkan.com/

H27 北海道 (有)栗山交通 ★★ 平成29年12月31日 14 0123-72-4745 http://kuriyamakoutsuu.wix.com/kuriyama-koutsuu

H27 北海道 士別軌道(株) ★★ 平成29年12月31日 11 0165-23-4151 http://www.s-kido.jp

H27 北海道 (有)恒和配送 ★ 平成29年12月31日 13 0123-25-6386

H27 北海道 (有)旭川交通 ★ 平成29年12月31日 15 0166-84-7777 http://asahikawa-koutsu.com/

H27 北海道 宮本バス(株) ★ 平成29年12月31日 11 0166-92-3131

H27 北海道 (株)ケーエス北の星観光バス ★ 平成29年12月31日 25 0138-86-5566 http://www.kitanohoshi.com/

H27 北海道 (有)明日萌観光バス ★ 平成29年12月31日 24 0164-35-3300 http://facebook.com/ashimoikanko

H27 北海道 ほくしょう運輸(株) ★ 平成29年12月31日 14 0144-55-7676 http://hokusyounyu.com/

H27 北海道 夕張鉄道(株) ★ 平成29年12月31日 18 011-382-1101 http://www.yutetsu.co.jp/

H27 北海道 斜里バス(株) ★ 平成29年12月31日 18 0152-23-3145 http://www.sharibus.co.jp/

H27 北海道 沿岸バス(株) ★ 平成29年12月31日 21 0164-62-2051 http://www.engan-bus.co.jp/

H27 北海道 (株)中田商会 ★ 平成29年12月31日 7 0143-45-5353 http://www.nakatasyokai.co.jp/

H27 北海道 (有)北翔交通 ★ 平成29年12月31日 5 0158-85-7080

H27 北海道 時計台バス(株) ★ 平成29年12月31日 32 011-815-1711 http://tokeidai-bus.co.jp

H27 北海道 (有)振内交通 ★ 平成29年12月31日 6 01457-3-3021 http://furenai.com/kotsu/

H27 北海道 日交ハイヤー(株) ★ 平成29年12月31日 14 0146-22-0275

H27 北海道 北都交通(株) ★ 平成29年12月31日 39 011-377-1188 http://www.hokto.co.jp/

H27 北海道 HKB(株) ★ 平成29年12月31日 13 0138-59-5050 http://www.hkb.jp/

H27 北海道 釧路衛星(株) ★ 平成29年12月31日 20 0154-40-3131 http://www.kushiro-eisei.com/

H27 北海道 壮瞥貨物運輸(株) ★ 平成29年12月31日 22 0142-21-2411 http://www.yu-k.jp/

H27 北海道 北海道拓殖バス(株) ★ 平成29年12月31日 35 0155-31-8811 http://www.takubus.com

H27 北海道 エムズメッセ(株) ★ 平成29年12月31日 30 011-883-0862 http://www.msmesse.co.jp/

H27 北海道 (株)北観光 ★ 平成29年12月31日 20 0133-72-8838 http://www.kitakanko.co.jp/

H27 北海道 北興運輸(株) ★ 平成29年12月31日 10 0166-46-2220 http://www.hokko-g.co.jp/

H27 北海道 フラワー観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 20 0126-66-6611 http://www.flower-kankoh.com/

H27 北海道 (有)八雲ハイヤー ★ 平成29年12月31日 5 0137-62-2313 http://www14.plala.or.jp/yakumo-h/

H27 北海道 名士バス(株) ★ 平成29年12月31日 9 01654-2-4151 http://meishibus.com/

H27 北海道 深川観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 13 0164-24-3457

H27 北海道 根室観光交通(株) ★ 平成29年12月31日 8 0153-24-4155

H27 北海道 網走観光交通(株) ★ 平成29年12月31日 38 0152-66-2511

H27 青森 三八五バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 61 0178-24-3331 http://www.miyagobus.co.jp

H27 青森 南部バス(株) ★★ 平成29年12月31日 16 0178-44-5151 http://www.nanbubus.co.jp

H27 青森 (有)八洲交通 ★ 平成29年12月31日 6 017-737-3810

H27 青森 寺下運輸倉庫(株) ★ 平成29年12月31日 34 0178-56-4611

H27 青森 十和田観光電鉄(株) ★ 平成29年12月31日 60 0176-23-3131 http://www.toutetsu.co.jp/

H27 青森 (有)むつ車体工業 ★ 平成29年12月31日 10 0175-31-0227 http://mutsusyatai.com/

H27 青森 下北交通(株) ★ 平成29年12月31日 50 0175-22-3221 http://www.0175.co.jp/s/

H27 青森 青森観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 32 017-739-9384 http://www.aomori-kanko-bus.co.jp/

H27 岩手 岩手県北自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 53 019-641-2222 http://www.iwate-kenpokubus.co.jp

H27 岩手 (株)北都交通 ★ 平成29年12月31日 3 0197-25-3111

H27 岩手 (株)富士モーターサービス ★ 平成29年12月31日 18 019-688-2121 http://www2.ocn.ne.jp/~fms/

H27 宮城 東日本急行(株) ★★★ 平成29年12月31日 16 022-218-3131 http://www.higashinippon.co.jp/

H27 宮城 國際物流(株) ★★★ 平成29年12月31日 8 022-281-5935 http://www.kokusaikanko.jp/

H27 宮城 (株)ミヤコーバス ★★★ 平成29年12月31日 84 022-771-5314 http://www.miyakou.co.jp （宮城交通グループ）

H27 宮城 宮城交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 44 022-771-5310 http://www.miyakou.co.jp/top.php

H27 宮城 ジェイアールバス東北(株) ★★★ 平成29年12月31日 61 022-256-4512 http://www.jrbustohoku.co.jp/ （JR東日本グループ）

H27 宮城 仙台バス(株) ★★ 平成29年12月31日 32 0223-23-4731 http://www.senbus.co.jp

H27 宮城 東日本観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 13 0223-23-6553 http://www.higashinihon.sakura.ne.jp/

H27 宮城 翔礼交通(株) ★ 平成29年12月31日 15 022-361-7551 http://www.syorei-traffic.com/

H27 宮城 とよま観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 10 0220-52-4441 http://www.tk-bus.com/

H27 宮城 新栄観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 14 0225-76-3488 http://www.sk-bus.com

H27 宮城 (株)黄金バス ★ 平成29年12月31日 24 0225-54-3117

H27 宮城 山田運送(株) ★ 平成29年12月31日 14 0220-42-2118

H27 宮城 (有)セイワ ★ 平成29年12月31日 14 0229-63-7722

H27 秋田 秋北バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 48 0186-42-3538 http://www.shuhokubus-gr.co.jp/

H27 秋田 羽後交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 0182-32-4151 http://www.ugokotsu.co.jp

H27 秋田 秋田中央トランスポート(株) ★ 平成29年12月31日 15 018-862-6390 http://www.bus-taxi.jp

H27 山形 山交バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 42 023-647-5171 http://www.yamakobus.co.jp/

H27 山形 庄内交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 47 0235-22-0444 http://www.shonaikotsu.jp/kanko/

H27 山形 山交ハイヤー(株) ★ 平成29年12月31日 10 023-684-1517 http://www.yamako-hire.jp/

H27 山形 (有)サイトシーイング蔵王 ★ 平成29年12月31日 24 0238-24-6040 http://www.ss-zao.co.jp/

H27 山形 朝日観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 9 0237-86-1023

H27 山形 (株)舞鶴観光 ★ 平成29年12月31日 5 023-651-8771

H27 福島 福島交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 78 024-533-2131 http://www.fukushima-koutu.co.jp
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H27 福島 福島観光自動車(株) ★★ 平成29年12月31日 59 024-944-7311 http://fukushimakanko.co.jp/

H27 福島 (株)報徳バス ★ 平成29年12月31日 30 0246-29-8080 http://www.iwakitaxi.com/

H27 福島 (株)報徳観光バス ★ 平成29年12月31日 20 0248-76-0717 http://www.gurutto-koriyama.com/detail/index_160.html

H27 福島 (株)磐城タクシー ★ 平成29年12月31日 8 0246-29-4649 http://www.iwakitaxi.com/

H27 福島 (有)藤田観光バス ★ 平成29年12月31日 8 0248-34-1158

H27 茨城 日立電鉄交通サービス(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 0294-52-1236 http://www.hitachi-dentetsu.co.jp/index.html

H27 茨城 大曽根タクシー(株) ★★★ 平成29年12月31日 10 029-864-7777 http://www.taxi.e-tsukuba.jp/index.htm

H27 茨城 日産観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 23 029-227-4123 http://www.nissankanko.co.jp/

H27 茨城 関鉄観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 50 029-822-3727 http://www.kantetsu.co.jp/kanbus/

H27 茨城 (有)トキワ交通 ★★ 平成29年12月31日 14 029-284-0928

H27 茨城 (株)美和交通 ★★ 平成29年12月31日 14 0295-58-3888 http://www.miwakotsu.co.jp/

H27 茨城 (株)旅人 ★ 平成29年12月31日 5 029-300-5029 http://tabbitbus.com/

H27 茨城 (株)久信田観光 ★ 平成29年12月31日 12 029-251-6120

H27 茨城 (株)北総交通 ★ 平成29年12月31日 27 0297-22-5555 http://www.business1.jp/hokusohkotsu/

H27 茨城 常南交通(株) ★ 平成29年12月31日 21 029-837-1271 http://www.jyonankotsu.com

H27 茨城 (株)小室運輸 ★ 平成29年12月31日 10 029-285-7638 http://www.komuro-grp.co.jp

H27 茨城 サワキ観光(株) ★ 平成29年12月31日 21 0296-48-2311

H27 茨城 植松自動車(株) ★ 平成29年12月31日 12 029-867-0652 http://www.uematsu-bus.com/

H27 茨城 (株)十和観光 ★ 平成29年12月31日 20 0297-52-1221 http://homepage3.nifty.com/juwakankou/

H27 栃木 やしお観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 16 0287-37-3335 http://www.nasu-net.or.jp/~yashio/

H27 栃木 東武バス日光(株) ★★★ 平成29年12月31日 8 03-3621-5310 http://www.tobu-bus.com/ （東武バスグループ）

H27 栃木 関東自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 97 028-634-8136 http://www.kantobus.co.jp/

H27 栃木 栃木交通バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 40 0285-53-7001 http://www.tochiko.jp/tk-bus/

H27 栃木 富士観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 17 0282-23-3113 http://www.fujikankobus.com/

H27 栃木 (株)タケダ商事 ★ 平成29年12月31日 8 0285-68-4791

H27 栃木 足利中央観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 18 0284-22-0088

H27 群馬 (株)群馬バス ★★★ 平成29年12月31日 44 027-364-1111 http://www.gunbus.co.jp/

H27 群馬 永井運輸(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 027-221-4435 http://www.nagai-unyu.net/

H27 群馬 関越交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 25 0279-20-1900 http://www.kan-etsu.net/

H27 群馬 群馬中央バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 31 027-280-8607 http://www.gunmachuobus.co.jp/

H27 群馬 群馬コープ観光(株) ★★ 平成29年12月31日 17 027-373-7890 http://www.gunma-coop-kankou.co.jp/

H27 群馬 群馬福祉交通(株) ★★ 平成29年12月31日 13 0276-57-5718 http://gfbus.jp/index.html

H27 群馬 (有)北関東観光 ★★ 平成29年12月31日 34 0276-88-2036 http://www.kitakantokanko.com

H27 群馬 (株)ビーエムバス ★★ 平成29年12月31日 19 0270-20-7272 http://www.bmbus.jp/

H27 群馬 (株)ボルテックスアーク ★★ 平成29年12月31日 13 027-381-1919 http://www.vortex.gr.jp/group/ark/index.htm

H27 群馬 (株)矢島タクシー ★★ 平成29年12月31日 14 0276-60-1212 http://www.yajimataxi.com

H27 群馬 東観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 13 0270-76-5100

H27 群馬 美山観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 8 027-384-4050

H27 群馬 (株)スター交通 ★ 平成29年12月31日 12 0279-75-1010 http://s-koutsu.com/

H27 群馬 (有)湯本自動車サービス ★ 平成29年12月31日 5 0279-75-1010

H27 群馬 (有)ティーケーバス ★ 平成29年12月31日 9 0270-75-3985

H27 群馬 (株)センヨシトレーディング ★ 平成29年12月31日 6 0270-63-8477

H27 群馬 つゝじ観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 9 0276-71-2100 http://homepage3.nifty.com/tutuji/

H27 埼玉 東武バスウエスト(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 048-667-6270 http://www.tobu-bus.com/ （東武バスグループ）

H27 埼玉 西武観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 53 04-2926-3535 http://www.seibukankoubus.co.jp/ （西武バスグループ）

H27 埼玉 東栄運輸(株)　（東栄観光バス） ★★★ 平成29年12月31日 39 03-3965-0556 http://www.toei.myweb.co.jp

H27 埼玉 西武バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 10 04-2926-3502 http://www.seibubus.co.jp/ （西武バスグループ）

H27 埼玉 西武高原バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0267-45-5045 http://www.seibubus.co.jp/kogen/ （西武バスグループ）

H27 埼玉 イーグルバス(株) ★★ 平成29年12月31日 46 049-226-0111 http://www.new-wing.co.jp/

H27 埼玉 ビーエム観光(株) ★★ 平成29年12月31日 19 048-532-3527 http://bmkanko.net/

H27 埼玉 エムエス観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 36 049-226-3483 http://www.ms-bus.com/

H27 埼玉 ミヨシトータルサービス(株) ★★ 平成29年12月31日 18 049-258-1987 http://www.mts-kk.com

H27 埼玉 中央交通(株) ★★ 平成29年12月31日 43 048-285-1211 http://www.ck-bus.co.jp

H27 埼玉 深谷観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 12 048-571-1881 http://fukayakanko.ccom

H27 埼玉 大和観光自動車(株) ★★ 平成29年12月31日 35 048-664-5151 http://daiwakankobus.co.jp/

H27 埼玉 (株)彩京リムジン ★★ 平成29年12月31日 17 048-792-0288 http://saikyo-limousine.com/

H27 埼玉 新座観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 14 042-422-6692 http://www.niiza-bus.co.jp

H27 埼玉 (株)和光輸送 ★★ 平成29年12月31日 21 048-463-3977 http://www.wakokanko.com/

H27 埼玉 武陽観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 7 0495-72-8420

H27 埼玉 城南観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 11 048-584-4682 http://www.j-kanko.com/

H27 埼玉 (有)玉淀観光バス ★ 平成29年12月31日 12 048-581-3058 http://www.tamayodo-kanko.co.jp/

H27 埼玉 (有)明日香交通 ★ 平成29年12月31日 6 0495-22-2248 http://homepage3.nifty.com/taxi-asuka/

H27 埼玉 彩輝自動車(株) ★ 平成29年12月31日 15 048-229-1850 http://www.saiki-jidousha.com/

H27 埼玉 (有)藤交通 ★ 平成29年12月31日 7 0493-65-3615

H27 埼玉 (株)美杉観光バス ★ 平成29年12月31日 49 042-971-5757 http://misugi-bus.jimdo.com/

H27 埼玉 三立観光バス(有) ★ 平成29年12月31日 5 048-986-2357

H27 埼玉 ニュー秩父交通(株) ★ 平成29年12月31日 6 0494-62-0002

H27 埼玉 (株)所沢観光バス ★ 平成29年12月31日 11 04-2945-6566 http://tokorozawa.fc2web.com/

H27 埼玉 川本交通(株) ★ 平成29年12月31日 5 048-583-2161 http://www.kawamoto-kotsu.com

H27 埼玉 (株)大堰観光バス ★ 平成29年12月31日 9 048-557-1286 http://www.o-zeki.co.jp

H27 埼玉 花園観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 10 048-584-1527 http://www.nttbj.itp.ne.jp/0485841527/

H27 埼玉 マルモト観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 8 048-857-1891

H27 埼玉 広栄交通バス(株) ★ 平成29年12月31日 21 0492-84-3495 http://www.koeikotsu.jp/

H27 埼玉 北斗交通(株) ★ 平成29年12月31日 6 048-536-8585

H27 埼玉 埼玉自動車交通(株) ★ 平成29年12月31日 12 048-831-2370 http://saitama-cartransport.co.jp

H27 埼玉 (有)和幸観光バス ★ 平成29年12月31日 11 048-748-1191

H27 埼玉 盛安自動車(株) ★ 平成29年12月31日 9 048-228-5200

H27 埼玉 (株)協同観光バス ★ 平成29年12月31日 48 048-554-0808 http://www.kyodo-g.co.jp/

H27 千葉 あすか交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 36 0120-600-766 http://www.askabus.com/

H27 千葉 (株)コスモスバス ★★★ 平成29年12月31日 84 047-457-8888 http://nttbj.itp.ne.jp/0474578888/index.html

H27 千葉 京成バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 22 047-712-7400 http://www.keiseibus.co.jp

H27 千葉 東武バスイースト(株) ★★ 平成29年12月31日 12 04-7146-8895 http://www.tobu-bus.com/ （東武バスグループ）

H27 千葉 京成バスシステム(株) ★★ 平成29年12月31日 44 047-420-9091 http://www.keisei-bus-system.co.jp/ （京成バスグループ）

H27 千葉 松戸新京成バス(株) ★★ 平成29年12月31日 5 047-387-0388 http://www.sinkeisei.co.jp/index.html （新京成グループ）

H27 千葉 船橋新京成バス(株) ★★ 平成29年12月31日 13 047-443-2035 http://www.shinkeisei.co.jp/ （新京成グループ）
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H27 千葉 ちばレインボーバス(株) ★★ 平成29年12月31日 5 0476-46-0022 http://www.chiba-rainbow-bus.jp/ （京成バスグループ）

H27 千葉 D・Y EXPRESS(株) ★ 平成29年12月31日 9 0479-70-9755

H27 千葉 千葉海浜交通(株) ★ 平成29年12月31日 1 043-245-0938 http://www.kaihin-bus.co.jp/

H27 千葉 なの花交通バス(株) ★ 平成29年12月31日 45 043-483-3320 http://nanohanabus.com/

H27 千葉 (有)北斗観光バス ★ 平成29年12月31日 9 04-7120-8700 http://www.hokutokankou.co.jp/index.html

H27 千葉 (株)千葉北エンタープライズ ★ 平成29年12月31日 26 0479-75-4018

H27 千葉 (株)成田アプローチ ★ 平成29年12月31日 7 0475-50-5820

H27 千葉 アビコ西武観光(株) ★ 平成29年12月31日 9 04-7182-8430 http://www.a-seibu.co.jp/

H27 千葉 (有)カツミ商事 ★ 平成29年12月31日 10 0471-24-2694 http://katsumi-kanko.com/

H27 千葉 (株)日商自動車 ★ 平成29年12月31日 12 0479-75-0669 http://www.geocities.jp/nisshoujidousya/

H27 千葉 東葛観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 10 047-340-0190 http://www.tkb-a.jp/index.html

H27 千葉 九十九里鉄道(株) ★ 平成29年12月31日 6 0475-52-3161 http://www.kujyukuri-tetsudo.co.jp/

H27 千葉 (有)武井観光 ★ 平成29年12月31日 23 043-236-6511 http://www.takeikankou-bus.com/

H27 千葉 成田空港交通(株) ★ 平成29年12月31日 33 0476-35-2321 http://www.nariku.co.jp

H27 千葉 オリエント交通(株) ★ 平成29年12月31日 11 0479-70-8666 http://www.orient-bus.co.jp

H27 千葉 空港観光(有) ★ 平成29年12月31日 6 0479-68-4450

H27 千葉 三栄交通(株) ★ 平成29年12月31日 7 0479-68-4671

H27 東京 (株)はとバス ★★★ 平成29年12月31日 80 03-3761-8111 http://www.hatobus.co.jp/

H27 東京 (株)東急トランセ ★★★ 平成29年12月31日 13 03-6412-0195  http://www.transses.co.jp/ （東急バスグループ）

H27 東京 東急バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 23 03-6412-0190 http://www.tokyubus.co.jp/ （東急バスグループ）

H27 東京 ニュー東京観光自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 54 03-6423-0001 http://www.newtokyokanko.co.jp/

H27 東京 東武バスセントラル(株) ★★★ 平成29年12月31日 10 03-3856-7371 http://www.tobu-bus.com/ （東武バスグループ）

H27 東京 (有)ブルーグラスバス ★★★ 平成29年12月31日 12 042-792-4545 http://www.mmjp.or.jp/bluegrass/

H27 東京 冨士自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 03-3870-6611 http://www.fuji-j.co.jp/

H27 東京 小田急シティバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 8 03-5433-8771 http://www.odakyu-citybus.jp/ （小田急グループ）

H27 東京 ワールド自興(株) ★★★ 平成29年12月31日 39 03-3897-1431 http://www.worldbus.co.jp/

H27 東京 東京パッセンジャー(株)（旧：内山観光バス） ★★★ 平成29年12月31日 22 03-5686-6221 http://www.u-kanko.co.jp/

H27 東京 富士急行観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 62 035663-7811 http://www.fujikyukokanko.com/ （富士急行グループ）

H27 東京 東京ヤサカ観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 146 03-3919-5195 http://www.tokyo-yasakabus.jp/

H27 東京 東京遊覧観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 11 03-5622-0240 http://tokyoyuran-bus.com/ （滋賀中央観光バスグループ）

H27 東京 大島旅客自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 04992-2-1822 http://www.oshima-bus.com

H27 東京 西東京バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 9 042-646-9041 http://www.nisitokyobus.co.jp

H27 東京 帝産観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 269 03-5460-1201 http://www.teisan-bus.co.jp

H27 東京 (株)フジエクスプレス ★★ 平成29年12月31日 43 03-3455-2211 http://www.fujiexpress.co.jp/ （富士急行グループ）

H27 東京 南多摩運送(株) ★★ 平成29年12月31日 14 042-643-1131 http://m-tama.com/

H27 東京 (株)シティバス立川 ★★ 平成29年12月31日 5 042-524-3828 http://www.tachikawabus.co.jp （小田急グループ）

H27 東京 立川バス(株) ★★ 平成29年12月31日 6 042-524-3828 http://www.tachikawabus.co.jp （小田急グループ）

H27 東京 東京バス(株) ★★ 平成29年12月31日 70 03-3910-6333 http://www.tokyobus.jp/

H27 東京 京王電鉄バス(株) ★★ 平成29年12月31日 6 042-352-3724 http://www.keio-bus.com/ （京王電鉄バスグループ）

H27 東京 武州交通興業(株) ★★ 平成29年12月31日 43 042-325-8611 http://www.bushukoutsu.co.jp/

H27 東京 ニュープリンス観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 19 042-692-0033 http://www.npbus.co.jp/

H27 東京 (株)亜希プロ ★ 平成29年12月31日 12 03-3883-3044 http://www.akipro.jp/

H27 東京 ニューつくば観光(有) ★ 平成29年12月31日 7 042-388-1100

H27 東京 京王自動車(株) ★ 平成29年12月31日 39 042-314-8032 http://www.keiotaxi.co.jp （京王電鉄バスグループ）

H27 東京 (有)ジャパン・グリーン ★ 平成29年12月31日 28 03-3527-7888 http://japangreen.co.jp/

H27 東京 (株)共同観光バス ★ 平成29年12月31日 19 042-421-3347 http://kyodobus.com/

H27 東京 アルピコ交通東京(株) ★ 平成29年12月31日 12 03-3967-5910 http://www.alpico.co.jp/traffic/

H27 東京 (株)宮園福祉 ★ 平成29年12月31日 30 03-3362-7557 http://www.miyazono.jp/fukushi/ (宮園グループ）

H27 東京 総合観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 29 042-579-7671 http://www.skb-ec.co.jp/

H27 東京 (株)新日本観光自動車 ★ 平成29年12月31日 18 03-5691-570 http://www.shinnihon-inc.com/

H27 神奈川 東洋観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 55 046-837-3900 http://www.toyokankou.co.jp/ （京浜急行グループ）

H27 神奈川 シティアクセス(株) ★★★ 平成29年12月31日 35 045-621-1315 http://www.cityaccess.co.jp/

H27 神奈川 (株)江ノ電バス藤沢 ★★★ 平成29年12月31日 15 0466-55-1001 http://www.enoden.co.jp/ （江ノ島電鉄グループ）

H27 神奈川 神奈中観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 63 042-788-2695 http://www.kanachu-kanko.co.jp/ （小田急グループ）

H27 神奈川 富士急湘南バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 12 0465-84-0093 http://www.fujikyu.co.jp/syonan/ （富士急行グループ）

H27 神奈川 神田交通(株) ★★ 平成29年12月31日 58 0463-55-1515 http://www.youbus.co.jp/

H27 神奈川 カミコウバス(株) ★★ 平成29年12月31日 22 046-281-5592 http://kamikobus.jp/

H27 神奈川 相鉄バス(株) ★★ 平成29年12月31日 5 045-319-2144 http://www.sotetsu.co.jp/bus/

H27 神奈川 横浜市交通局 ★★ 平成29年12月31日 14 045-326-3838 http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/

H27 神奈川 厚木元湯観光(株) ★ 平成29年12月31日 16 046-286-7881 http://motoyu.co.jp/bus/

H27 山梨 富士急行(株) ★★★ 平成29年12月31日 15 0555-22-7100 http://bus.fujikyu.co.jp/ （富士急行グループ）

H27 山梨 富士急山梨バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 55 0555-72-6877 http://www.yamanashibus.com/ （富士急行グループ）

H27 山梨 山交タウンコーチ(株) ★★★ 平成29年12月31日 48 055-223-0808 http://www.yamanasshikotsu.co.jp （山梨交通グループ）

H27 山梨 (株)日下部観光バス ★ 平成29年12月31日 33 0553-23-5555 http://kusakabe.bz

H27 新潟 泉観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 37 0250-41-0888 http://www.izumi-group.jp/

H27 新潟 アイ・ケーアライアンス(株) ★★★ 平成29年12月31日 16 025-279-1212 http://www.izumi-group.jp/ （泉観光バスグループ）

H27 新潟 北越後観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 26 0257-28-6605 http://kita-echigo.co.jp/

H27 新潟 新潟交通観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 85 025-271-1155 http://www.niigata-kotsu.co.jp/~nk-kanko/

H27 新潟 村上自動車(株) ★★ 平成29年12月31日 20 0254-52-6350 http://murakamijidousha.co.jp/

H27 新潟 (有)ゆきつばき観光 ★★ 平成29年12月31日 15 0256-57-5445 http://www.yuki-bus.co.jp/

H27 富山 中部観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 33 076-425-3011 http://www.chubu-kanko.jp/

H27 富山 富山地鉄北斗バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 20 076-432-3156

H27 富山 富山地方鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 24 076-432-5544 http://www.chitotsu.co.jp

H27 富山 平和交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 17 0766-91-8383 http://www.heiwa-himi.jp/

H27 富山 (株)伏木ポートサービス ★★ 平成29年12月31日 6 0766-44-0140 http://fpstoyama.com/

H27 富山 イルカ交通(株) ★★ 平成29年12月31日 24 0766-67-8221 http://www.iruka-net.jp/

H27 富山 海王交通(株) ★ 平成29年12月31日 19 0766-82-6227 http://www.meiho-group.jp

H27 富山 新富観光サービス(株) ★ 平成29年12月31日 29 076-429-8448 http://www.enjoy-sks.co.jp/

H27 富山 となみ観光交通(株) ★ 平成29年12月31日 10 0763-33-0321 http://tonami-kanko.jp/

H27 石川 北陸交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 076-294-1560 http://www.hokuriku-kotsu.co.jp

H27 石川 北鉄能登バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 14 0767-52-9770 http://www.hokutetsu.co.jp/  （北陸鉄道グループ）

H27 石川 加賀白山バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 3 076-272-1893 http://www.hokutetsu.co.jp/  （北陸鉄道グループ）

H27 石川 加賀温泉バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0761-73-5070 http://www.hokutetsu.co.jp/  （北陸鉄道グループ）

H27 石川 北陸鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 8 076-239-2311 http://www.hokutetsu.co.jp/

H27 石川 北鉄金沢バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 43 076-239-3535 http://www.hokutetsu.co.jp  （北陸鉄道グループ）
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H27 石川 北鉄奥能登バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 8 0768-22-2311 http://www.hoktetsu.co.jp  （北陸鉄道グループ）

H27 石川 北日本観光自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 37 076-266-2510 http://www.kitanippon-kanko.co.jp

H27 石川 (株)丸一観光 ★★★ 平成29年12月31日 35 0767-53-6161 http://www.maruichi-gp.co.jp/

H27 石川 (株)冨士交通 ★★★ 平成29年12月31日 25 076-252-8111 http://www.fujikotsu-bus.com/

H27 石川 日本海観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 19 0761-73-2525 http://www.nk-bus.jp

H27 石川 (株)マップ ★ 平成29年12月31日 10 076-249-7300

H27 福井 京福バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 21 0776-57-7700 http://bus.keifuku.co.jp/

H27 福井 福井鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 20 0778-21-0700 http://www.fukutetsu.jp/

H27 福井 三福タクシー(株) ★★ 平成29年12月31日 11 0770-52-1414 http://www.mifuku.jp/

H27 福井 (有)トマト ★★ 平成29年12月31日 10 0776-67-2229 http://www.tomato-sakai.com/

H27 福井 勝山交通(株) ★★ 平成29年12月31日 11 0779-88-0534

H27 福井 山海交通(株) ★ 平成29年12月31日 9 0778-36-0010

H27 福井 白山交通(株) ★ 平成29年12月31日 23 0778-21-2500

H27 福井 (株)共栄モータース ★ 平成29年12月31日 6 0779-66-2158

H27 福井 小松タクシー(有) ★ 平成29年12月31日 13 0778-22-0585

H27 福井 あわら観光(株) ★ 平成29年12月31日 15 0776-73-3333 http://www.awarakanko.com/

H27 福井 鯖江高速観光(株) ★ 平成29年12月31日 5 0778-62-3562 http://sabae-kousoku.com

H27 福井 (株)金津相互タクシー ★ 平成29年12月31日 10 0776-73-0555 http://www.kanazu-sougo.com

H27 福井 (有)サポートレンタカー ★ 平成29年12月31日 11 0776-67-2863 http://www.support-kanko.jp/

H27 福井 ニュー交通観光(株) ★ 平成29年12月31日 5 0778-34-1048 http://www.newkotsu.nomaki.jp

H27 福井 越前観光(株) ★ 平成29年12月31日 13 0778-62-3288

H27 長野 信南交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 0265-24-0489 https://www.shinnan.co.jp/

H27 長野 長野交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 16 0269-62-7077 http://www.miy.janis.or.jp/~taxi/

H27 長野 (株)関電アメニックス（北アルプス交通） ★★★ 平成29年12月31日 17 0261-22-0799 http://kitaalps-kotsu.k-amenix.co.jp

H27 長野 柿木観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 0266-58-1987 http://www.park18.wakwak.com/~kakinoki/

H27 長野 朝日観光自動車(株) ★★ 平成29年12月31日 17 0263-54-1099 http://www.asahikankobus.co.jp/

H27 長野 東信観光バス(株) ★★ 平成29年12月31日 9 0267-53-5522

H27 長野 平成交通(有) ★★ 平成29年12月31日 11 0263-57-0505 http://www.heisei-bus.jp

H27 長野 アルピコ交通(株) ★ 平成29年12月31日 70 0263-26-7000 http://www.alpico.co.jp/traffic/

H27 岐阜 岐阜バス観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 95 058-246-6226 http://www.gifubus.co.jp/charter/

H27 岐阜 東濃鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 46 0572-22-1231 http://www.tohtetsu.co.jp

H27 岐阜 濃飛乗合自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 20 0577-32-0045 http://www.nouhibus.co.jp

H27 岐阜 東鉄タクシー(株) ★★★ 平成29年12月31日 13 0572-22-3923 http://www.tohtetsu-taxi.jp/

H27 岐阜 (有)ごとう観光バス ★★ 平成29年12月31日 12 0573-46-3031 http://skyh5311.wix.com/gotokanko

H27 岐阜 斐太バス(株) ★★ 平成29年12月31日 10 0577-36-2222 http://www.hida-bus.com

H27 岐阜 岐阜羽島バス・タクシー(株) ★ 平成29年12月31日 41 058-391-4101 http://www.hashima-kankobus.jp/

H27 岐阜 (有)細江建築 ★ 平成29年12月31日 6 0573-79-3322 http://www.nakatsugawa.info/p_shop/hosoe_kanko/index.html

H27 岐阜 エスケイ観光開発(株) ★ 平成29年12月31日 5 0584-93-2988 http://www.sk-family.jp/bus/

H27 岐阜 (株)萩原交通 ★ 平成29年12月31日 8 0576-52-1824

H27 岐阜 (有)高山代行運転組合 ★ 平成29年12月31日 5 0577-37-2566

H27 静岡 (株)アクト ★★★ 平成29年12月31日 19 055-961-0001 http://www.cosmos-group.co.jp/act

H27 静岡 富士急静岡バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 24 0545-71-2495 http://www.fujikyu.co.jp/shizuokabus/ （富士急行グループ）

H27 静岡 さくら交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 23 0538-49-1101 http://www.sakurakotsu.jp/

H27 静岡 遠州鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 178 053-454-4103 http://www.entetsu.co.jp/ （遠鉄グループ）

H27 静岡 静鉄ジョイステップバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 90 054-257-7600 http://www.joystep.co.jp/ （静岡鉄道グループ）

H27 静岡 スルガ観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 13 0548-33-1000 http://www.surugakanko.jp/

H27 静岡 伊豆箱根バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 72 055-977-1211 http://www.izuhakone.co.jp/bus/

H27 静岡 富士急シティバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 35 055-921-5367 http://www.fujikyu.co.jp/citybus/ （富士急行グループ）

H27 静岡 ラビット急行(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 053-421-0202 http://www.rabbit-express.co.jp

H27 静岡 清観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 13 0544-58-8555 http://www.sei-kanko.co.jp/

H27 静岡 静岡交通(株) ★★ 平成29年12月31日 13 054-377-1180 http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-kotsu/index.html

H27 静岡 (株)新東海バス ★★ 平成29年12月31日 20 0558-72-1841 http://www.tokaibus.jp/ （東海バスグループ）

H27 静岡 (株)伊豆東海バス ★★ 平成29年12月31日 10 0557-37-5121 http://www.tokaibus.jp/ （東海バスグループ）

H27 静岡 浜松バス(株) ★★ 平成29年12月31日 46 053-584-4000 http://www.hamabus.co.jp/

H27 静岡 シンフジハイヤー(株) ★★ 平成29年12月31日 41 0545-22-0100 http://www.taxisite.jp/shinfujihire/

H27 静岡 吉田観光(株) ★★ 平成29年12月31日 24 0548-33-0001

H27 静岡 ジーネット(株) ★★ 平成29年12月31日 9 0537-24-2210 http://www.bananabus.com

H27 静岡 ホノルル急行(株) ★ 平成29年12月31日 21 0545-72-3320 http://motor.geocities.jp/honolulukyukou/

H27 静岡 (株)西伊豆東海バス ★ 平成29年12月31日 5 0558-42-1190 http://www.tokaibus.jp/

H27 静岡 (株)南伊豆東海バス ★ 平成29年12月31日 9 0558-22-2514 http://www.tokaibus.jp/

H27 静岡 (有)ドリーム観光バス ★ 平成29年12月31日 40 055-946-5361

H27 静岡 (株)伊豆中央自動車 ★ 平成29年12月31日 10 0558-83-2587 http://www.izuchuo.com/top.htm

H27 静岡 アクト観光(株) ★ 平成29年12月31日 18 053-422-5555 http://www.actkanko.co.jp/

H27 静岡 富士交通(株) ★ 平成29年12月31日 5 0545-53-3636 http://www.fuji-kotsu.jp/

H27 静岡 (有)高田興業 ★ 平成29年12月31日 9 0537-26-0591 http://1nt.jimdo.com/

H27 愛知 名古屋国際観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 0562-44-1001 http://www.ngokokusaikanko.jp/

H27 愛知 ジェイアール東海バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 23 052-352-8423 http://www.jrtbinm.co.jp/

H27 愛知 名鉄バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 26 052-588-0876 http://www.meitetsu-bus.co.jp/ （名鉄バスグループ）

H27 愛知 名鉄バス中部(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 052-588-0876 http://www.meitetsu-bus.co.jp/ （名鉄バスグループ）

H27 愛知 名鉄バス東部(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 052-588-0876 http://www.meitetsu-bus.co.jp/ （名鉄バスグループ）

H27 愛知 豊鉄観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 43 0532-46-0274 http://www.toyotetsu.com/kankobus/

H27 愛知 エイセブ交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 12 052-761-1255

H27 愛知 鯱バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 73 052-825-4121 http://www.shachi-bus.co.jp

H27 愛知 (株)ナゴヤシップサービス ★★★ 平成29年12月31日 9 052-651-7401 http://nagoyaship.sakura.ne.jp/

H27 愛知 名阪近鉄バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 191 052-661-9824 http://www.mkb.co.jp/

H27 愛知 知多乗合(株) ★★★ 平成29年12月31日 54 0569-21-5235 http://www.chitabus.co.jp

H27 愛知 つばさ交通(株) ★★ 平成29年12月31日 18 0564-85-3011 http://tsubasa-bus.jp/

H27 愛知 愛知バス(株) ★ 平成29年12月31日 50 052-909-5558 http://aichibus.co.jp/company/

H27 愛知 (株)名古屋みなと観光バス ★ 平成29年12月31日 7 052-355-7111 http://nmk-bus.com/

H27 愛知 東伸運輸(株) ★ 平成29年12月31日 18 0566-97-6000 http://www.salvianet.com

H27 愛知 (株)オーワ ★ 平成29年12月31日 77 0564-34-1888 http://www.ohwa-gr.co.jp/

H27 三重 三重急行自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0598-52-2113 http://miekyuko.sanco.co.jp/

H27 三重 八風バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0594-22-6321 http://happubus.sanco.co.jp/

H27 三重 三重交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 138 059-229-5534 http://www.sanco.co.jp/

H27 三重 三交伊勢志摩交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0596-23-5134 （三重交通グループ）
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H27 三重 (有)ささき観光 ★ 平成29年12月31日 12 059-393-1233 http://www.ssk-kanko.co.jp

H27 滋賀 びわこ観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 14 077-588-4700 http://www.yassal.co.jp/BKB/00-08bkb.html

H27 滋賀 江若交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 12 077-573-2708 http://www.kojak.co.jp/

H27 滋賀 彦根観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 22 0749-43-5711 http://www.hikonekanko-bus.com/

H27 滋賀 滋賀中央観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 17 0749-74-2525 http://www.summit-bus.com/

H27 滋賀 湖国バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 37 0749-22-1210 http://www.ohmitetudo.co.jp/ （近江鉄道グループ）

H27 滋賀 近江鉄道(株) ★★★ 平成29年12月31日 95 0749-22-3306 http://www.ohmitetudo.co.jp/ （近江鉄道グループ）

H27 滋賀 (株)中田運送 ★★ 平成29年12月31日 10 0740-27-0710 http://nakata-bus.com/

H27 滋賀 (有)みゆき観光バス ★ 平成29年12月31日 17 0749-54-0020

H27 滋賀 近江タクシー(株) ★ 平成29年12月31日 21 0749-23-8016 http://www.ohmitetudo.co.jp/taxi/

H27 京都 京阪京都交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 9 0771-22-3434 http://www.keihankyotokotsu.jp/ （京阪バスグループ）

H27 京都 丹後海陸交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 16 0772-42-3180 http://www.tankai.jp/

H27 京都 京都京阪バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 17 075-981-8800 http://www.kyotokeihanbus.jp/ （京阪バスグループ）

H27 京都 京都バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 14 075-871-7521 http://www.kyotobus.jp/

H27 京都 久美浜観光バス(有) ★★ 平成29年12月31日 8 0772-84-9030 http://www.kumihamakanko.com/

H27 京都 (株)コスモ観光 ★★ 平成29年12月31日 16 0773-77-1555 http://www.cosmo-kanko.com/

H27 京都 前田観光自動車(株) ★ 平成29年12月31日 8 0773-24-0117 http://maedakankobt.wix.com/maeda

H27 京都 都タクシー(株) ★ 平成29年12月31日 19 075-343-3850 http://www.miyakobus.jp/

H27 京都 エムケイ観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 138 075-682-4184 https://www.mk-bus.com/

H27 大阪 千里山バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 64 06-6340-1177 https://senriyamabus.co.jp/

H27 大阪 西日本ジェイアールバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 19 06-6466-9977 http://www.nishinihonjrbus.co.jp/ （JR西日本グループ）

H27 大阪 岸和田観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 86 072-436-2222 http://www.kishikan.co.jp

H27 大阪 大阪空港交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 06-6858-9602 http://www.okkbus.co.jp

H27 大阪 近鉄バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 85 06-6618-5300 http://www.kintetsu-bus.co.jp/

H27 大阪 南海バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 57 072-221-0926 http://www.nankaibus.jp

H27 大阪 関西空港交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 25 072-461-1700 http://www.kate.co.jp

H27 大阪 阪急観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 53 06-6458-7683 http://www.hankyu.k-bus.co.jp/

H27 大阪 (株)クレベ ★★ 平成29年12月31日 25 072-829-0178 http://www.kurebe.co.jp

H27 大阪 日本交通(株)（大阪） ★★ 平成29年12月31日 190 06-6576-1121 http://www.nihonkotsu.co.jp

H27 大阪 寝屋川バス(株) ★ 平成29年12月31日 29 072-825-7717 http://www.neyagawabus.co.jp/

H27 大阪 商都交通(株) ★ 平成29年12月31日 41 06-6757-9083 http://www.syotokotsu.co.jp/

H27 大阪 (株)さやま交通 ★ 平成29年12月31日 43 072-366-0049 http://www.stj-sayama.com

H27 兵庫 (株)ウエスト神姫 ★★★ 平成29年12月31日 12 0791-22-5180 http://www.shinkibus.co.jp/info/group/bus/west.html （神姫バスグループ）

H27 兵庫 明菱興業(株) ★★★ 平成29年12月31日 18 079-492-8888 http://www.meiryo-bus.co.jp/

H27 兵庫 播州交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 19 0795-42-5066 http://www.ban-kou.co.jp/

H27 兵庫 姫路観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 20 079-294-1133 http://www.himejikankobus.co.jp/

H27 兵庫 神姫バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 24 079-223-1347 http://www.shinkibus.co.jp/ （神姫バスグループ）

H27 兵庫 神姫ゾーンバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 078-994-2831 （神姫バスグループ）

H27 兵庫 山陽バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 29 078-798-5990 http://www.sanyo-bus.co.jp/

H27 兵庫 神姫グリーンバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 14 0790-32-1021 （神姫バスグループ）

H27 兵庫 (株)ランドウェイ ★★ 平成29年12月31日 5 0796-29-5060

H27 兵庫 (有)船山自動車 ★★ 平成29年12月31日 10 079-232-5005

H27 兵庫 (株)三共運輸 ★★ 平成29年12月31日 18 0799-43-2339 http://www.sankyo-bus.jp/

H27 兵庫 日本観光旅行センター(有) ★ 平成29年12月31日 26 0795-22-9288 http://www.jstnihon.com/

H27 兵庫 イワサバス(株) ★ 平成29年12月31日 29 06-6437-2307 http://www.iwasabus.jp/

H27 兵庫 (株)ショーゼン ★ 平成29年12月31日 17 0799-62-6826 http://www.shozen.com/

H27 兵庫 西脇タクシー(株) ★ 平成29年12月31日 18 0795-23-1666 http://www.nishiwaki-taxi.co.jp/

H27 兵庫 氷上観光(有) ★ 平成29年12月31日 16 0795-82-3973 http://www.hikami1.co.jp/bus/

H27 兵庫 大上観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 10 079-597-3800 http://www.ohgami-kanko.co.jp

H27 兵庫 日本交通(株)（神戸） ★ 平成29年12月31日 54 078-302-3691 http://www.nihonkotsu.co.jp/bus/

H27 兵庫 あいおい観光バス(有) ★ 平成29年12月31日 8 0791-23-3100 http://www.aioibus.sakura.ne.jp/

H27 兵庫 丸八観光タクシー(有) ★ 平成29年12月31日 7 079-662-6208

H27 奈良 奈良観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 63 0742-62-5531 http://www.narakanko-bus.co.jp/

H27 奈良 (有)天理交通 ★★★ 平成29年12月31日 16 0743-62-5881 http://tenri-k.jp

H27 奈良 奈良交通(株) ★★ 平成29年12月31日 137 0742-27-7900 http://www.narakotsu.co.jp/

H27 奈良 (株)あすか ★ 平成29年12月31日 8 0747-54-3939

H27 奈良 生駒交通(株) ★ 平成29年12月31日 20 0743-73-1313 http://www.ikomakotsu.com

H27 和歌山 中紀バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 19 073-477-5501 http://www.chukibus-group.co.jp

H27 和歌山 大十バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 25 073-489-2751 http://www.daijyu-bus.co.jp/

H27 和歌山 御坊南海バス(株) ★ 平成29年12月31日 28 0738-22-1020 http://www.g-nankai.co.jp/

H27 鳥取 日ノ丸自動車(株) ★★★ 平成29年12月31日 24 0857-22-5154 http://www.hinomarubus.co.jp/

H27 鳥取 流通(株) ★ 平成29年12月31日 11 0858-22-1211 http://ryu-tsu.jp/

H27 鳥取 日本交通(株)（鳥取） ★ 平成29年12月31日 77 0857-23-1123 http://www.nihonkotsu.co.jp/

H27 鳥取 (有)ジャパン観光 ★ 平成29年12月31日 12 0857-26-5669 http://www.smart-bus.net/

H27 島根 (有)スサノオ観光 ★★★ 平成29年12月31日 27 0120-30-0836 http://www.susanoo.co.jp/

H27 島根 (有)浜田交通 ★★★ 平成29年12月31日 9 0855-24-8381 http://www.hamada-kotsu.com/

H27 島根 一畑バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0852-20-5200 http://www.ichibata.co.jp/bus/

H27 島根 松江市交通局 ★★ 平成29年12月31日 12 0852-60-1111 http://www.matsue-bus.jp

H27 島根 出雲一畑交通(株) ★ 平成29年12月31日 12 0853-21-2478 http://www.ichibata.co.jp/t-izumo/

H27 島根 (有)いやタクシー ★ 平成29年12月31日 11 0852-52-2081 http://www.higashiizumokankou.jp

H27 岡山 岡山電気軌道(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 086-223-7221 http://www.okayama-kido.co.jp

H27 岡山 下電観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 42 086-225-1231 http://www.shimodenbus.jp

H27 岡山 両備ホールディングス(株) ★★★ 平成29年12月31日 135 086-225-5191 http://www.ryobi-holdings.jp

H27 岡山 日の丸タクシー(株) ★★ 平成29年12月31日 14 0866-67-2211 http://hinomarutaxi.com/

H27 岡山 (有)ネイチャー・ワールド自動車 ★ 平成29年12月31日 24 0869-26-8111 http://www.nature-world.net/

H27 岡山 (有)妹尾タクシー ★ 平成29年12月31日 6 0867-94-3123 http://www.senoo-kanko.com/

H27 岡山 (株)美袋交通 ★ 平成29年12月31日 10 0866-99-1281 http://minagi-bus.jp/

H27 岡山 稲荷交通(株) ★ 平成29年12月31日 13 086-253-8559 http://inari-kotsu.com/

H27 岡山 賀陽交通(株) ★ 平成29年12月31日 8 0866-56-7201 http://kayoukoutuu.hp.gogo.jp/pc/index.html

H27 岡山 (株)日の丸タクシー ★ 平成29年12月31日 10 086-698-1288 http://hinomarutaxi.com/

H27 岡山 (株)西部観光バス ★ 平成29年12月31日 10 0866-62-1110 http://www.seibukanko.jp/

H27 岡山 鏡野タクシー(有) ★ 平成29年12月31日 9 0868-54-0323 http://www.kagamino-bus.com/

H27 岡山 野村交通(株) ★ 平成29年12月31日 19 086-455-1110 http://www.nomura-kotsu.com/

H27 岡山 下津井電鉄(株) ★ 平成29年12月31日 7 086-231-4331 http://www.shimoden.co.jp/

H27 広島 広島バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 21 082-545-7959 http://www.hirobus.co.jp/

5

http://www.senoo-kanko.com/


認定年度 都道府県 事業者名 認定種別 認定の有効期限 車両数 問合先電話番号 ホームページアドレス

H27 広島 (株)中国バス ★★★ 平成29年12月31日 44 084-953-2566 http://www.chugokubus.jp/

H27 広島 中国ジェイアールバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 61 082-261-0512 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/

H27 広島 アシナトランジット(株) ★★★ 平成29年12月31日 28 084-923-5566 http://www.ashinatransit.co.jp

H27 広島 広交観光(株) ★★★ 平成29年12月31日 42 082-843-7799 http://www.hiroko-group.co.jp/

H27 広島 おのみちバス(株) ★★★ 平成29年12月31日 22 0848-46-4301 http://onomichibus.jp/

H27 広島 (有)君田交通 ★★ 平成29年12月31日 16 0824-53-2314 http://kimita.co-site.jp/

H27 山口 宇部市交通局 ★★ 平成29年12月31日 12 0836-31-1133 http://www.ubebus.jp/

H27 山口 (株)大隅タクシー ★ 平成29年12月31日 16 083-922-7611 http://kankou.osumi-group.jp/

H27 山口 サザンセト交通(株) ★ 平成29年12月31日 11 0820-79-2121 http://www18.ocn.ne.jp/~southern/

H27 山口 宇部山電タクシー(株) ★ 平成29年12月31日 3 0836-44-5151 http://www.ube-sanden.com/

H27 山口 (有)下関レンタカー ★ 平成29年12月31日 9 083-222-5652 http://www.shimonoseki-rentacar.com

H27 山口 (株)オートマイカーランド ★ 平成29年12月31日 10 0836-58-2535 http://automycarland.jp/

H27 徳島 (株)フロンティアK ★★★ 平成29年12月31日 8 0884-49-1651

H27 徳島 四国交通(株) ★★ 平成29年12月31日 13 0883-72-2171 http://yonkoh.co.jp/

H27 徳島 徳島西部交通(株) ★ 平成29年12月31日 11 0883-52-1010 http://www.kotoden.co.jp/publichtm/seibu/index.htm

H27 徳島 (株)アイネット ★ 平成29年12月31日 17 088-678-8860

H27 香川 西讃観光(株) ★★ 平成29年12月31日 16 0875-25-1200 http://seisan-bus.net/

H27 香川 (株)四国中央観光 ★★ 平成29年12月31日 16 087-815-1200 http://shuou-bus.net/

H27 愛媛 伊予鉄南予バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 15 0894-22-3200 http://www.iyotetsu.co.jp/nanyo/ （伊予鉄道グループ）

H27 愛媛 愛媛バス(株) ★ 平成29年12月31日 23 0898-66-0303 http://www.ehime-bus.co.jp/

H27 愛媛 (有)奥島観光 ★ 平成29年12月31日 17 089-983-2367 http://www.okujima-kanko.jp/

H27 高知 とさでん交通(株) ★★ 平成29年12月31日 56 088-833-7733 http://www.tosaden.co.jp

H27 高知 (有)宮地観光バス ★★ 平成29年12月31日 7 088-848-0222 http://www.mkbus.co.jp/

H27 福岡 JR九州バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 54 092-642-8121 http://jrkbus.co.jp/

H27 福岡 西鉄バス筑豊(株) ★★★ 平成29年12月31日 20 0948-29-4060 http://www.nnr.co.jp/bus_chikuho/ （西日本鉄道グループ）

H27 福岡 西鉄バス久留米(株) ★★★ 平成29年12月31日 9 0942-44-2402 http://www.nnr.co.jp/bus_kurume/ （西日本鉄道グループ）

H27 福岡 西鉄バス大牟田(株) ★★★ 平成29年12月31日 5 0944-53-8131 http://www.nnr.co.jp/bus_omuta/ （西日本鉄道グループ）

H27 福岡 西鉄バス二日市(株) ★★★ 平成29年12月31日 34 092-595-6475 http://www.nnr.co.jp/bus_futsukaichi/ （西日本鉄道グループ）

H27 福岡 西鉄バス宗像(株) ★★★ 平成29年12月31日 13 0940-35-3554 http://www.nnr.co.jp/bus_munakata/ （西日本鉄道グループ）

H27 福岡 西鉄観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 102 092-271-1964 http://nishitetsu-kankoubus.co.jp/ （西日本鉄道グループ）

H27 佐賀 西鉄バス佐賀(株) ★★★ 平成29年12月31日 14 0952-31-8385 http://www.nnr.co.jp/bus_saga/ （西日本鉄道グループ）

H27 佐賀 祐徳バス(株) ★ 平成29年12月31日 22 0954-62-4595 http://www.yutoku.jp/ （祐徳自動車グループ）

H27 長崎 佐世保市交通局 ★★★ 平成29年12月31日 5 0956-25-5111 http://city-sasebo-koutuu.jp/

H27 長崎 (株)ヒューマングループ ★ 平成29年12月31日 9 0956-38-1727 http://humanbus.com

H27 長崎 長崎県央バス(株) ★ 平成29年12月31日 5 095-822-2959 http://www.keneibus.jp

H27 熊本 熊本バス(株) ★★ 平成29年12月31日 12 096-378-7205 http://www.kuma-bus.co.jp/

H27 熊本 菊南プラザバス(株) ★★ 平成29年12月31日 14 096-345-0123

H27 熊本 (株)あいら観光 ★ 平成29年12月31日 12 0968-48-3888 http://www.airakanko.co.jp/

H27 熊本 (有)中九州観光 ★ 平成29年12月31日 22 0964-43-1136 http://www.nakakyusyu-kanko.co.jp/

H27 熊本 九州産交バス(株) ★ 平成29年12月31日 8 096-325-8243 http://wwwkyusanko.co.jp

H27 熊本 (有)七城観光バス ★ 平成29年12月31日 45 0968-26-4100 http://www.arakikanko-group.jp/bus/

H27 大分 大分バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 23 097-525-9888 http://www.oitabus.co.jp

H27 大分 臼津交通(株) ★ 平成29年12月31日 8 0972-63-3153 (大分バスグループ)

H27 宮崎 宮崎交通(株) ★★★ 平成29年12月31日 44 0985-32-3914 http://www.miyakoh.co.jp/

H27 宮崎 宮交タクシー(株) ★★★ 平成29年12月31日 26 0985-89-5280 http://www.miyakoh-taxi.com/

H27 宮崎 ハッコートラベル(株) ★ 平成29年12月31日 5 0982-53-8123 http://www.h-line.jp

H27 宮崎 (有)永峰観光バス ★ 平成29年12月31日 22 0985-82-1290 http://www.nagamine-g.co.jp

H27 宮崎 (株)山口運送 ★ 平成29年12月31日 26 0985-82-5511 http://mito-kankobus.jp/

H27 鹿児島 鹿児島交通観光バス(株) ★★★ 平成29年12月31日 37 099-247-6088 http://www.iwasaki-corp.com/

H27 鹿児島 いわさきバスネットワーク(株) ★★★ 平成29年12月31日 25 099-247-2766 http://www.iwasaki-corp.com/

H27 鹿児島 南国交通観光(株) ★★ 平成29年12月31日 60 099-226-9001 http://www.nils.jp/~nkk001/index3.htm

H27 鹿児島 (有)あいら交通 ★ 平成29年12月31日 10 0995-66-2306 http://aira-koutuu.com/

H27 鹿児島 (有)川内観光交通 ★ 平成29年12月31日 11 0996-20-1600 http://sendaikankou.com/

H27 鹿児島 (有)高山三幸観光 ★ 平成29年12月31日 30 0994-65-0003 http://kouyama-kanko.com/

H27 鹿児島 (株)あづま交通 ★ 平成29年12月31日 30 099-266-0365 http://adumakoutsu.web.fc2.com/

H27 沖縄 中部観光バス(株) ★ 平成29年12月31日 46 098-937-7858 http://chubu-bus.co.jp/

H27 沖縄 東運輸(株) ★ 平成29年12月31日 35 0980-52-2054 http://www.cosmos.ne.jp/~bus/

計 474 事業者 12,003

（備考）

　  Ｈ27・・・・平成27年度認定事業者（平成27年9月15日認定）

注1）車両数は、日本バス協会調べ。
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