
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２９年１２月２０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 車両数 問合先電話番号 ホームページアドレス

H29 北海道 札幌第一観光バス株式会社 ★★★ 16 011-850-5500 http://www.dai.chuo-bus.co.jp

H29 北海道 ニセコバス株式会社 ★★★ 34 0136-44-2001 http://www.nisekobus.co.jp

H29 北海道 北海道中央バス株式会社 ★★★ 30 011-221-5000 http://www.chuo-bus.co.jp/

H29 北海道 株式会社エルム観光バス ★★★ 23 011-377-8181 http://www.elmkanko.com/

H29 北海道 ジェイ・アール北海道バス株式会社 ★★★ 57 011-622-8000 http://www.jrhokkaidobus.com/

H29 北海道 札幌観光バス株式会社 ★★★ 43 011-881-2431 http://www.sakkan.com/

H29 北海道 くしろバス株式会社 ★★★ 20 0154-36-8181 http://www.kushirobus.jp/

H29 北海道 株式会社じょうてつ ★★★ 16 011-572-3135 http://www.jotetsu.co.jp/

H29 北海道 有限会社誠和運輸　（こすもす観光バス） ★★★ 6 0125-76-2722 http://www.seiwa-unyu.com/

H29 北海道 エイチ・ビー観光株式会社 ★★★ 14 0138-51-3136 http://www.hb-kankou.jp/

H29 北海道 函館タクシー株式会社 ★ 10 0138-55-1111 http://www.hakotaxi.co.jp/
H29 青森県 三八五バス株式会社 ★★★ 69 0178-24-3331 http://www.miyagobus.co.jp

H29 岩手県 岩手県北自動車株式会社 ★★★ 64 019-641-2222 http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/

H29 宮城県 ジェイアールバス東北株式会社 ★★★ 42 022-266-9642 http://www.jrbustohoku.co.jp

H29 宮城県 東日本急行株式会社 ★★★ 19 022-218-3131 http://www.higashinippon.co.jp/

H29 宮城県 仙台バス株式会社 ★★★ 37 0223-23-4731 http://www.senbus.co.jp

H29 宮城県 株式会社ミヤコーバス ★★★ 82 022-771-5314 http://www.miyakou.co.jp/

H29 宮城県 宮城交通株式会社 ★★★ 34 022-771-5310 http://www.miyakou.co.jp/top.php/

H29 宮城県 國際物流株式会社 ★★★ 8 022-281-5935 http://www.kokusaikanko.jp/

H29 福島県 福島交通株式会社 ★★★ 71 024-533-2131 http://www.fukushima-kotu.co.jp

H29 秋田県 羽後交通株式会社 ★★★ 24 0182-32-4151 http://www.ugokotsu.co.jp/

H29 秋田県 秋北バス株式会社 ★★★ 47 0186-42-3535 http://www.shuhokubus-gr.co.jp/

H29 山形県 山交バス株式会社 ★★★ 41 023-647-5171 http://www.yamakobus.co.jp/

H29 山形県 庄内交通株式会社 ★★★ 43 0235-22-0444 http://www.shonaikotsu.jp

H29 茨城県 関鉄観光バス株式会社 ★★★ 40 029-822-3727 http://www.kantetsu.co.jp/kanbus/

H29 茨城県 日立電鉄交通サービス株式会社 ★★★ 27 0294-52-1236 http://www.hitachi-dentetsu.co.jp/index.html

H29 茨城県 大曽根タクシー株式会社 ★★★ 10 029-864-7777 http://www.taxi.e-tsukuba.jp/index.htm

H29 茨城県 日産観光株式会社 ★★★ 24 029-227-4123 http://www.nissankanko.co.jp/

H29 茨城県 株式会社美和交通 ★★★ 15 0295-58-3888 http://www.miwakotsu.co.jp/

H29 茨城県 有限会社トキワ交通 ★★★ 15 029-283-0880

H29 栃木県 富士観光バス株式会社 ★★★ 24 0282-23-3113 http://www.fujikankobus.com

H29 栃木県 やしお観光バス株式会社 ★★★ 16 0287-37-3335 http://yashio-bus.com/

H29 栃木県 栃木交通バス株式会社 ★★★ 41 0285-53-7001 http://www.tochiko.jp

H29 栃木県 東武バス日光株式会社 ★★★ 8 03-3621-5310 http://www.tobu-bus.com/

H29 栃木県 関東自動車株式会社 ★★★ 95 028-634-8131 http://www.kantobus.co.jp/

H29 群馬県 群馬コープ観光株式会社 ★★★ 17 027-373-7890 http://www.gunma-coop-kankou.co.jp

H29 群馬県 株式会社群馬バス ★★★ 46 027-364-1111 www.gunbus.co.jp

H29 群馬県 群馬中央バス株式会社 ★★★ 29 027-280-8607 http://www.gunmachuobus.co.jp/

H29 群馬県 永井運輸株式会社 ★★★ 18 027-221-4435 http://www.nagai-unyu.net/

H29 群馬県 株式会社ビーエムバス ★★★ 22 0270-20-7272 http://www.bmbus.jp/

H29 群馬県 東観光バス株式会社 ★★★ 12 0270-76-5100

H29 群馬県 有限会社北関東観光 ★★★ 38 0276-88-2036 http://www.kitakantokanko.com/

H29 群馬県 株式会社ボルテックスアーク ★★★ 16 027-381-1919 http://www.vortex.gr.jp/group/ark/

H29 群馬県 株式会社矢島タクシー ★★★ 11 0276-60-1515 http://www.yajimataxi.com

H29 埼玉県 東武バスウエスト株式会社 ★★★ 11 048-667-6270 http://www.tobu-bus.com/

H29 埼玉県 西武観光バス株式会社 ★★★ 56 04-2995-8135 http://www.seibukankoubus.co.jp/

H29 埼玉県 ビーエム観光株式会社 ★★★ 21 048-532-3527 http://bmkanko.net/

H29 埼玉県 イーグルバス株式会社 ★★★ 38 049-226-0111 http://www.new-wing.co.jp/

H29 埼玉県 深谷観光バス株式会社 ★★★ 10 048-571-1881 http://fukayakanko.com

H29 埼玉県 中央交通株式会社 ★★★ 57 048-498-6700 http://www.ck-bus.co.jp

H29 埼玉県 東栄運輸株式会社 ★★★ 44 03-3965-0556 http://www.toei.myweb.co.jp

H29 埼玉県 新座観光バス株式会社 ★★★ 15 042-422-6692 http://www.niiza-bus.co.jp/

H29 埼玉県 ミヨシトータルサービス株式会社 ★★★ 18 049-258-1987 http://www.mts-kk.com

H29 埼玉県 エムエス観光バス株式会社 ★★★ 37 049-226-3483 http://www.ms-bus.com/

H29 埼玉県 西武バス株式会社 ★★★ 10 04-2995-8111 http://www.seibubus.co.jp/

H29 埼玉県 大和観光自動車株式会社 ★★★ 31 048-664-5151 http://daiwakankobus.co.jp/

H29 埼玉県 株式会社和光輸送 ★★★ 23 048-463-3977 http://www.wakokanko.com/

H29 千葉県 あすか交通株式会社 ★★★ 26 0120-600-766 http://www.askabus.com/

H29 千葉県 東武バスイースト株式会社 ★★★ 14 04-7146-8895 http://www.tobu-bus.com/

H29 千葉県 京成バスシステム株式会社 ★★★ 44 047-420-9091 http://www.keisei-bus-system.co.jp/

H29 千葉県 松戸新京成バス株式会社 ★★★ 4 047-387-0388 http://www.shinkeisei.co.jp

H29 千葉県 株式会社コスモスバス ★★★ 89 047-457-8888 http://nttbj.itp.ne.jp/0474578888/index.html

H29 千葉県 ちばレインボーバス株式会社 ★★★ 5 0476-46-0022 http://www.chiba-rainbow-bus.jp/

H29 東京都 株式会社東急トランセ ★★★ 15 03-6412-0173 http://www.tokyubus.co.jp/buscovery/index.html

H29 東京都 株式会社フジエクスプレス ★★★ 32 03-3455-2211 http://www.fujiexpress.co.jp/

H29 東京都 冨士自動車株式会社 ★★★ 19 03-3870-6611 http://www.fuji-j.co.jp/

H29 東京都 南多摩運送株式会社 ★★★ 15 042-643-1131 http://m-tama.com/

H29 東京都 東武バスセントラル株式会社 ★★★ 16 03-3856-7371 http://www.tobu-bus.com/

H29 東京都 東京バス株式会社 ★★★ 66 03-3910-6333 http://www.tokyobus.jp/

H29 東京都 東急バス株式会社 ★★★ 23 03-6412-0173 http://www.tokyubus.co.jp/top/index.shtml

H29 東京都 武州交通興業株式会社 ★★★ 34 042-325-8611 http://www.bushukoutsu.co.jp/

H29 東京都 西東京バス株式会社 ★★★ 23 042-646-9041 http://www.nisitokyobus.co.jp

H29 東京都 有限会社ブルーグラスバス ★★★ 12 042-792-4545 http://www.bluegrassbus.co.jp

H29 東京都 立川バス株式会社 ★★★ 6 042-524-3828 http://www.tachikawabus.co.jp

H29 東京都 株式会社シティバス立川 ★★★ 5 042-524-3111 http://www.tachikawabus.co.jp

H29 東京都 京王電鉄バス株式会社 ★★★ 5 042-352-3724 http://www.keio-bus.com/

H29 東京都 大島旅客自動車株式会社 ★★★ 5 04992-2-1822 http://www.oshima-bus.com/

H29 東京都 東京パッセンジャー株式会社 ★★★ 24 03-5686-6221 http://www.tokyo-passenger.co.jp/

H29 東京都 東京遊覧観光バス株式会社 ★★★ 15 03-5678-5470 http://tokyoyuran-bus.com/

H29 東京都 ワールド自興株式会社 ★★★ 27 03-3897-1431 http://www.worldbus.co.jp/

H29 神奈川県 神田交通株式会社 ★★★ 58 0463-55-1515 http://www.youbus.co.jp/

H29 神奈川県 東洋観光株式会社 ★★★ 26 046-837-3900 http://www.toyokankou.co.jp/

H29 神奈川県 シティアクセス株式会社 ★★★ 37 045-621-1315 http://www.cityaccess.co.jp/

H29 神奈川県 相鉄バス株式会社 ★★★ 7 045-319-2144 http://www.sotetsu.co.jp/bus/

H29 神奈川県 株式会社江ノ電バス藤沢 ★★★ 9 0466-55-1001 http://www.enoden.co.jp/

H29 神奈川県 富士急湘南バス株式会社 ★★★ 16 0465-84-0093 http://www.fujikyu.co.jp/syonan/

H29 山梨県 山交タウンコーチ株式会社 ★★★ 43 055-223-0808 http://www.yamanashikotsu.co.jp/
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H29 山梨県 富士急山梨バス株式会社 ★★★ 59 0555-72-6877 http://www.yamanashibus.com/

H29 新潟県 村上自動車株式会社 ★★★ 22 0254-52-6350 http://murakamijidousha.co.jp/

H29 新潟県 アイ・ケーアライアンス株式会社 ★★★ 19 025-279-1212 http://www.izumi-group.jp/

H29 新潟県 新潟交通観光バス株式会社 ★★★ 71 025-271-1155 http://www.niigata-kotsu.co.jp/~nk-kanko/

H29 新潟県 有限会社ゆきつばき観光 ★★★ 16 0256-57-5445 http://www.yuki-bus.co.jp/

H29 長野県 長野交通株式会社 ★★★ 15 0269-62-7077 http://www.miy.janis.or.jp/~taxi/

H29 長野県 信南交通株式会社 ★★★ 18 0265-24-0489 https://www.shinnan.co.jp/

H29 長野県 朝日観光自動車株式会社 ★★★ 17 0263-54-1099 http://www.asahikankobus.co.jp/

H29 長野県 東信観光バス株式会社 ★★★ 9 0267-53-5522 http://t-k-bus.com/home

H29 長野県 平成交通有限会社 ★★★ 11 0263-57-0505 http://www.heisei-bus.jp/

H29 長野県 柿木観光バス株式会社 ★★★ 18 0266-58-1987 http://park18.wakwak.com/~kakinoki/

H29 長野県 株式会社関電アメニックス（北アルプス交通） ★★★ 17 0261-22-0799 http://kitaalps-kotsu.k-amenix.co.jp

H29 富山県 株式会社伏木ポートサービス ★★★ 6 0766-44-0140 http://fpstoyama.com/

H29 富山県 平和交通株式会社 ★★★ 19 0766-91-8383 http://www.heiwa-himi.jp/

H29 富山県 富山地方鉄道株式会社 ★★★ 25 076-432-5544 http://www.chitetsu.co.jp

H29 富山県 富山地鉄北斗バス株式会社 ★★★ 23 076-432-3156

H29 富山県 中部観光株式会社 ★★★ 35 076-425-3011 http://www.chubu-kanko.jp/

H29 富山県 イルカ交通株式会社 ★★★ 24 0766-67-8221 http://www.iruka-net.jp/

H29 石川県 北陸交通株式会社 ★★★ 31 076-294-1560 http://www.hokuriku-kotsu.co.jp

H29 石川県 北日本観光自動車株式会社 ★★★ 38 076-266-2511 http://www.kitanippon-kanko.co.jp

H29 石川県 日本海観光バス株式会社 ★★★ 21 0761-73-2525 http://www.nk-bus.jp

H29 石川県 株式会社丸一観光 ★★★ 40 0767-53-6161 http://www.maruichi-gp.co.jp/

H29 石川県 北鉄能登バス株式会社 ★★★ 15 0767-52-9770 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 加賀白山バス株式会社 ★★★ 3 076-272-1893 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 北陸鉄道株式会社 ★★★ 7 076-239-2111 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 北鉄金沢バス株式会社 ★★★ 35 076-239-3535 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 加賀温泉バス株式会社 ★★★ 5 0761-73-5070 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 北鉄奥能登バス株式会社 ★★★ 7 0768-22-2311 http://www.hokutetsu.co.jp/

H29 石川県 株式会社冨士交通 ★ 24 076-252-8111 http://www.fujikotsu-bus.com/
H29 福井県 三福タクシー株式会社 ★★★ 11 0770-52-1414 http://www.mifuku.jp/

H29 福井県 有限会社トマト ★★★ 13 0776-67-2229 http://www.tomato-sakai.com/

H29 福井県 福井鉄道株式会社 ★★★ 18 0778-21-0700 http://www.fukutetsu.jp/

H29 福井県 勝山交通株式会社 ★★★ 11 0779-88-0534

H29 岐阜県 東鉄タクシー株式会社 ★★★ 11 0572-22-3923 http://www.tohtetsu-taxi.jp/

H29 岐阜県 濃飛乗合自動車株式会社 ★★★ 22 0577-32-0045 http://www.nouhiｂus.co.jp

H29 岐阜県 東濃鉄道株式会社 ★★★ 40 0572-22-1231 http://www.tohtetsu.co.jp

H29 岐阜県 有限会社ごとう ★★★ 15 0573-46-3031 http://510bus.com

H29 岐阜県 岐阜乗合自動車株式会社（旧岐阜バス観光㈱） ★★★ 95 058-245-0646 http://www.gifubus.co.jp

H29 岐阜県 斐太バス株式会社 ★★★ 9 0577-36-2222 http://www.hida-bus.com

H29 静岡県 株式会社アクト ★★★ 16 055-961-0001 http://www.cosmos-group.co.jp/act

H29 静岡県 富士急静岡バス株式会社 ★★★ 25 0545-71-2495 http://www.shizuokabus.co.jp

H29 静岡県 シンフジハイヤー株式会社 ★★★ 40 0545-22-0100 http://www.shinfuji-hire.com

H29 静岡県 さくら交通株式会社 ★★★ 23 0538-49-1101 http://www.sakurakotsu.jp/

H29 静岡県 株式会社新東海バス ★★★ 18 0558-72-1841 http://www.tokaibus.jp/

H29 静岡県 株式会社伊豆東海バス ★★★ 9 0557-37-5121 http://www.tokaibus.jp/

H29 静岡県 静岡交通株式会社 ★★★ 13 054-377-1180 http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-kotsu

H29 静岡県 ラビット急行株式会社 ★★★ 32 053-421-0202 http://www.rabbit-express.co.jp

H29 静岡県 吉田観光株式会社 ★★★ 24 0548-33-0001

H29 静岡県 浜松バス株式会社 ★★★ 48 053-584-4000 http://www.hamabus.co.jp/

H29 静岡県 スルガ観光株式会社 ★★★ 14 0548-33-1000 http://www.surugakanko.jp/

H29 静岡県 ジーネット株式会社 ★★★ 12 0537-24-2210 http://www.bananabus.com

H29 静岡県 富士急シティバス株式会社 ★★★ 29 055-921-5367 http://www.fujikyu.co.jp/citybus/

H29 静岡県 清観光株式会社 ★★★ 15 0544-58-8555 http://www.sei-kanko.co.jp/

H29 愛知県 名古屋国際観光バス株式会社 ★★★ 22 0562-44-1001 www.ngokokusaikanko.jp

H29 愛知県 株式会社ナゴヤシップサービス ★★★ 9 052-651-7401 http://nagoyaship.sakura.ne.jp/

H29 愛知県 名阪近鉄バス株式会社 ★★★ 184 052-661-9824 http://www.mkb.co.jp/

H29 愛知県 つばさ交通株式会社 ★★★ 23 0564-85-3011 http://tsubasa-bus.jp/

H29 愛知県 鯱バス株式会社 ★★★ 65 052-825-4115 http://www.shachi-bus.co.jp

H29 愛知県 ジェイアール東海バス株式会社 ★★★ 23 052-352-8423 http://www.jrtbinm.co.jp/

H29 愛知県 豊鉄観光バス株式会社 ★★★ 42 0532-46-0273 http://www.toyotetsu.com/kankobus/

H29 愛知県 エイセブ交通株式会社 ★★★ 12 052-761-1255

H29 愛知県 名鉄バス東部株式会社 ★ 7 052-588-0876 http://www.meitetsu-bus.co.jp/
H29 三重県 八風バス株式会社 ★★★ 5 0594-22-6321 http://happubus.sanco.co.jp/2008-kaishaannnai.htm

H29 三重県 三重急行自動車株式会社 ★★★ 5 0598-52-2113 http://miekyuko.sanco.co.jp/

H29 三重県 三重交通株式会社 ★★★ 136 059-229-5534 http://www.sanco.co.jp/

H29 三重県 三交伊勢志摩交通株式会社 ★★★ 5 0596-23-5134

H29 滋賀県 滋賀中央観光バス株式会社 ★★★ 27 0749-74-2525 http://www.summit-bus.com/

H29 滋賀県 株式会社中田運送 ★★★ 9 0740-27-0710 http://nakata-bus.com/

H29 滋賀県 彦根観光バス株式会社 ★★★ 22 0749-43-5711 http://www.hikonekanko-bus.com/

H29 滋賀県 びわこ観光バス株式会社 ★★★ 16 077-588-4700 http://www.yassal.co.jp/BKB/index.html

H29 滋賀県 江若交通株式会社 ★★★ 14 077-573-2708 http://www.kojak.co.jp/

H29 滋賀県 近江鉄道株式会社 ★★★ 91 0749-22-3305 http://www.ohmitetudo.co.jp/

H29 滋賀県 湖国バス株式会社 ★★★ 33 0749-22-1210 http://www.ohmitetudo.co.jp/

H29 京都府 京阪京都交通株式会社 ★★★ 9 0771-22-3434 http://www.keihankyotokotsu.jp/

H29 京都府 京都京阪バス株式会社 ★★★ 17 075-981-8800 http://www.kyotokeihanbus.jp/

H29 京都府 丹後海陸交通株式会社 ★★★ 14 0772-42-3180 http://www.tankai.jp/

H29 京都府 久美浜観光バス有限会社 ★★★ 8 0772-84-9030 http://www.kumihamakanko.com/

H29 京都府 京都バス株式会社 ★★★ 14 075-871-7521 http://www.kyotobus.jp/

H29 京都府 株式会社コスモ観光 ★★★ 19 0773-77-1555 http://www.cosmo-kanko.com/

H29 大阪府 関西空港交通株式会社 ★★★ 21 072-461-1700 http://www.kate.co.jp

H29 大阪府 株式会社クレベ ★★★ 29 072-829-0178 http://www.kurebe.co.jp

H29 大阪府 西日本ジェイアールバス株式会社 ★★★ 16 06-6466-9977 http://www.nishinihonjrbus.co.jp/

H29 大阪府 阪急観光バス株式会社 ★★★ 46 06-6458-7683 http://www.hankyu.k-bus.co.jp/

H29 大阪府 南海バス株式会社 ★★★ 47 072-221-0926 http://www.nankaibus.jp

H29 大阪府 近鉄バス株式会社 ★★★ 78 06-6618-5300 http://www.kintetsu-bus.co.jp/

H29 大阪府 大阪空港交通株式会社 ★★★ 5 06-6858-9602 http://www.okkbus.co.jp

H29 兵庫県 神姫ゾーンバス株式会社 ★★★ 7 078-994-2831

H29 兵庫県 明菱興業株式会社 ★★★ 15 079-492-8888 http://www.meiryo-bus.co.jp/

H29 兵庫県 姫路観光バス株式会社 ★★★ 20 079-294-1133 http://www.himejikankobus.co.jp/

H29 兵庫県 株式会社三共運輸 ★★★ 21 0799-43-2339 http://www.sankyo-bus.jp/

H29 兵庫県 神姫バス株式会社 ★★★ 22 079-223-1347 http://www.shinkibus.co.jp/

H29 兵庫県 有限会社船山自動車 ★★★ 8 079-232-5005

H29 兵庫県 神姫グリーンバス株式会社 ★★★ 10 0790-32-1021

H29 兵庫県 播州交通株式会社 ★ 19 0795-42-5066 http://www.ban-kou.co.jp/
H29 兵庫県 山陽バス株式会社 ★ 20 078-798-5990 http://www.sanyo-bus.co.jp/
H29 奈良県 奈良観光バス株式会社 ★★★ 67 0742-62-5531 http://www.narakanko-bus.co.jp/

H29 奈良県 有限会社天理交通 ★★★ 16 0743-62-5881 http://tenri-k.jp

H29 和歌山県 中紀バス株式会社 ★★★ 18 073-477-5501 http://www.chukibus-group.co.jp/
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H29 和歌山県 大十バス株式会社 ★★★ 25 073-489-2751 http://www.daijyu-bus.co.jp/

H29 鳥取県 日ノ丸自動車株式会社 ★★★ 25 0857-22-5154 http://www.hinomarubus.co.jp/

H29 島根県 松江市交通局 ★★★ 12 0852-60-1111 http://www.matsue-bus.jp

H29 島根県 有限会社浜田交通 ★★★ 12 0855-24-8381 http://www.hamada-kotsu.com/

H29 島根県 有限会社スサノオ観光 ★★★ 29 0120-30-0836 http://www.susanoo.co.jp/

H29 岡山県 日の丸タクシー株式会社 ★★★ 14 0866-67-2211 http://hinomarutaxi.com/

H29 岡山県 両備ホールディングス株式会社 ★★★ 166 086-225-5191 http://www.ryobi-holdings.jp/

H29 岡山県 岡山電気軌道株式会社 ★★★ 6 086-223-7221 http://www.okayama-kido.co.jp

H29 広島県 おのみちバス株式会社 ★★★ 24 0848-46-4301 http://onomichibus.jp/

H29 広島県 広島バス株式会社 ★★★ 20 082-545-7959 http://www.hirobus.co.jp/

H29 広島県 アシナトランジット株式会社 ★★★ 24 084-923-5566 http://www.ashinatransit.co.jp/

H29 広島県 広交観光株式会社 ★★★ 48 082-843-7799 http://www.hiroko-group.co.jp/

H29 広島県 有限会社君田交通 ★★★ 14 0824-53-2314 http://kimita.co-site.jp/

H29 広島県 中国ジェイアールバス株式会社 ★★★ 52 082-261-0512 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/

H29 広島県 株式会社中国バス ★★★ 32 084-953-2566 http://www.chugokubus.jp/

H29 山口県 宇部市交通局 ★★★ 12 0836-31-1133 http://www.ubebus.jp/

H29 徳島県 株式会社フロンティアK ★★★ 5 0844-21-7155 http://www.kaifu-kanko.co.jp/

H29 徳島県 四国交通株式会社 ★ 12 0883-72-2171 http://yonkoh.co.jp/
H29 香川県 株式会社四国中央観光 ★★★ 16 087-815-1200 http://seisan-group.jp/

H29 香川県 西讃観光株式会社 ★★★ 16 0875-25-1200 http://seisan-group.jp/

H29 愛媛県 伊予鉄南予バス株式会社 ★★★ 16 0894-22-3200 http://www.iyotetsu.co.jp/nanyo/

H29 高知県 とさでん交通株式会社 ★★★ 40 088-833-7733 http://www.tosaden.co.jp/

H29 高知県 有限会社宮地観光バス ★ 10 088-848-0222 http://www.mkbus.co.jp/
H29 福岡県 ＪＲ九州バス株式会社 ★★★ 49 092-642-8121 http://jrkbus.co.jp/

H29 福岡県 西鉄バス大牟田株式会社 ★★★ 5 0944-53-8131 http://www.nnr.co.jp/bus_omuta/

H29 福岡県 西鉄バス久留米株式会社 ★★★ 7 0942-44-2402 http://www.nnr.co.jp/bus_kurume/

H29 福岡県 西鉄バス宗像株式会社 ★★★ 9 0940-35-3554

H29 福岡県 西鉄バス二日市株式会社 ★★★ 22 092-595-6475 http://www.nnr.co.jp/bus_futsukaichi/

H29 長崎県 佐世保市交通局 ★★★ 9 0956-25-5111 http://city-sasebo-koutuu.jp/

H29 熊本県 熊本バス株式会社 ★★★ 12 096-378-7205 http://www.kuma-bus.co.jp/

H29 熊本県 菊南プラザバス株式会社 ★★★ 15 096-345-0123

H29 大分県 大分バス株式会社 ★★★ 25 097-525-9888 http://www.oitabus.co.jp

H29 宮崎県 宮崎交通株式会社 ★★★ 44 0985-32-3914 http://www.miyakoh.co.jp/

H29 宮崎県 宮交タクシー株式会社 ★ 26 0985-89-5280 http://www.miyakoh-taxi.com/
H29 鹿児島県 南国交通観光株式会社 ★★★ 59 099-226-9001 http://www.kashikiri@nkk-bus.com

H29 鹿児島県 鹿児島交通株式会社 ★★★ 25 099-247-2766 http://www.iwasaki-corp.com/

H29 鹿児島県 鹿児島交通観光バス株式会社 ★★★ 39 099-247-6088 http://www.iwasaki-corp.com/
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