
貸切バス会社一覧表   

※パンフレット等で「同等の会社」と表記している場合、下記の貸切バス事業者のいずれ

かとなります。貸切バス事業者名はお申込みツアーのバス乗車場所、または降車場所の都

道府県をご確認ください。 

(2022年 4月 1日現在) 

地 域 利用バス会社名 

北海道 斜里バス（株）、十勝バス（株）、北海道拓殖バス（株）、阿寒バス（株）、 

くしろバス（株）、根室交通（株）、毎日交通（株）、おびうん観光（株）、 

（株）旭観光バス、釧路衛星（株）（衛星バス）、（株）美咲興業、士幌交通(株)、

つたいバス、（有）飛内運輸、旭川電気軌道（株）、旭川中央交通(株)、道北バス

（株）、沿岸バス（株）、宗谷バス（株）、北海道北見バス（株）、網走バス（株）、

網走観光交通（株）、名士バス（株）、北紋バス（株）、空知中央バス（株）、て

んてつバス（株）、宮本バス（株）、（株）たいせつ、士別軌道（株）、(有)旭川交

通、夕張鉄道（株）、ジェイ・アール北海道バス（株）、道南バス（株）、ニセコ

バス（株）、（株）じょうてつ、千歳相互観光バス（株）、時計台バス（株）、北

海道バス(株)、北都交通（株）、（株）エルム観光バス、北海道中央バス（株）、

国際観光バス（株）、札幌第一観光バス（株）、札幌バス(株)、三和交通（株）、

（株）北観光、岩見沢観光バス（株）、ふらのバス（株）、イナホ観光（株）、 

フラワー観光バス（株）、富士ハイヤー(株)、富士交通（株）、はまなす観光バス

（株）、（株）美唄自動車学校美自校観光バス、北日本トランスポート（株）、 

札幌ばんけい（株）、（株）シノヤマ観光自動車、（有）栗山交通、はな交通（株）、 

（株）ウイング（北海道グローバル観光バス）、（株）ＡＩＲ、（株）坂本輸送サ

ービス（スマイル観光）、北海道観光バス（株）、函館タクシー（株）函館帝産

バス、ＨＫＢ（株）、（有）大沼交通、（株）ケーエス北の星観光バス、エイチ・

ビー観光（株）、厚沢部観光、札幌観光バス（株）、北海道ひだか交通バス(株)、

(有)新篠津交通、H.CS観光(株)、ダイコク観光バス 

青森県 下北交通（株）、十和田観光電鉄（株）、三八五バス（株）、 

青森観光バス（株）、青南観光バス（株）、三八五交通（株）、前田観光タクシー、

（有）光洋タクシー観光バス部、マルイチ観光、三八五観光タクシー（株）、 

（株）ビッグ・ウイング、中里交通（株）、弘南バス（株）、西海観光（株）、 

北星交通（株）、北彩観光（株）、(有)北都観光、ジェイアールバス東北（株）、

岩手県北自動車（株）、（株）ヒカリ総合交通、秋北バス(株)、㈱尻屋観光 

岩手県 

 

 

岩手県交通（株）、岩手県北自動車（株）、花巻観光バス（株）、東磐交通（株）、

東和町総合サービス公社、共栄運輸（株）、三八五バス（株） 

（有）富士モーターサービス、（株）ヒカリ総合交通、（有）みちのく観光バス、

（株）のぞみ観光バス、ジェイアールバス東北（株）、東日本交通(株)、秋北バ

ス(株)、十和田観光電鉄(株) 

秋田県 （有）つばさ観光、ロイヤル交通（株）、秋田中央交通（株）、羽後交通（株）、

秋北バス（株）、あさひ自動車（株）、横手観光タクシー（株）、大櫻観光（株）、

能代観光（株）、第一観光バス（株）、秋田中央交通トランスポート（株）、 

秋北タクシー(株) 

山形県 八千代交通（株）、青空観光（株）、山交バス（株）、八千代観光バス（株）、 



山交ハイヤー（株）、松山観光バス（株）、（有）ヨネザワバス観光、 

あけぼの観光（株）、朝日観光バス（株）、（有）毘龍レンタカー（バス観光毘龍）、

（株）赤湯観光バス、関東観光バス（株）、トランスオーシャンバス（株）、 

（有）サイトシーイング蔵王、最上川交通（株）、庄内交通（株）、（株）新庄輸

送サービス 

宮城県 山田運送㈱東和観光バス、ジェイアールバス東北（株）、東日本急行（株）、 

宮城交通（株）、仙台バス（株）、日本三景交通（株）、パノラマ観光バス（株）、

南三陸観光バス（株）、國際物流（株）國際観光、（株）タケヤ交通、 

とよま観光バス(株)、仙南交通(株)、（株）栗原観光タクシー、羽後交通（株）、 

（株）みちのく観光、山交バス（株）、庄内交通（株）、（株）桜交通、岩手県交

通(株)、（株）ジャパン交通 

福島県 福島観光自動車（株）、福島交通（株）、会津乗合自動車（株）、会津交通、 

大和自動車交通（株）、郡山観光交通株式会社、昭和タクシー（株）、 

喜多方観光バス（株）、新達交通（株）、（株）オールスター観光、イズミ交通

（株）、Ｔ・Ｓ観光、（株）桜交通、報徳観光バス、新常磐交通（株）、 

ジェイアールバス東北（株）、㈱会津西交通、郡山中央交通（株） 

栃木県 関東自動車（株）、日光交通（株）、やしお観光バス（株）、康栄観光バス（株）、

三英自動車（株）、富士観光バス（株）、栃木交通バス（株）、ＴＣＢ観光（株）、

那須中央観光バス（株）、東武バス日光（株）、（株）小山中央観光バス、ジェイ

アールバス関東（株）、ハロー観光バス、サンクレール(株)、(株)うつのみや観

光 

茨城県 大曽根タクシ－（株）、（株）ワイズツーリスト、（株）K.Uコーポレーション、

関東鉄道（株）、平成観光自動車（株）、常陸観光バス（株）、さくら自動車（株）、

関鉄観光バス（株）、茨城交通（株）、常南交通（株）、大和交通（株）、（有）大

久保観光バス、横川自動車（有）、中山観光自動車（株）、ジェイアールバス関

東（株）、関東自動車（株）、富士観光バス（株）、TCB観光（株）、（株）月川

観光バス、（有）ティ・エス交通 

山梨県 富士急行（株）、国母観光自動車（株）、(株)栄和交通、西東京観光バス（株）、 

富士急バス（株）、西部交通、笛吹観光自動車（株）、日之出観光自動車（株）、

玉観光バス（株）、（株）茅ヶ岳観光バス、山梨中央交通（株）、（株）日下部観

光バス、山梨交通(株) 

群馬県 多野観光（株）、群馬中央バス（株）、美山観光バス（株）、 

赤城観光自動車（株）、つゝじ観光バス（株）、（株）上信観光バス、関越交通

（株）、群北観光バス（株）、群馬コープ観光（株）、浅白観光自動車（株）、 

（有）北関東観光、ローランド観光バス（株）、（株）ボルテックスアーク、 

（株）群馬バス、（株）エイチエム交通、ジェイアールバス関東（株）、草軽交

通(株)、(株)老神観光バス、関東自動車（株）、富士観光バス（株）、TCB 観光

（株） 

埼玉県 西武観光バス（株）、西武バス（株）、丸大観光（株）、 

ロイヤル交通（株）、マルモト観光バス（株）、北斗交通（株）、埼玉自動車交通

（株）、つばさ観光バス（株）、秩父鉄道観光バス（株）、 

（株）大堰観光バス、埼玉中央観光バス（株）、 



丸建つばさ交通（株）、昭和観光自動車（株）、深谷観光バス（株）、武蔵観光

（株）、ニュー秩父交通（株）、イーグルバス（株）、武蔵野交通（株）、 

（株）協同観光バス、富士急行観光（株）、東京ヤサカ観光バス(株) 

千葉県 小湊鐵道（株）、千葉交通（株）、千葉中央バス（株）、日東交通（株）、紅仙観

光自動車（株）、東京湾岸交通(株)、（株）千葉観光、かもめ観光バス（株）、（株）

成田セントラル観光、さくら観光バス（株）、アーガス観光（株）、なの花交通

バス（株）、館山日東バス（株）、ジェイアールバス関東（株）、（株）HMC 東

京、中山観光自動車（株） 

東京都 アルピコ交通東京（株）、ジェイアールバス関東（株）、国際興業（株）、日の丸

自動車興業（株）、ケイエム観光バス（株）、八丈町、（株）はとバス、東交観光

バス（株）、（株）ＨＭＣ東京、大昴旅客自動車（株）、関東バス（株）、小田急

バス（株）、ニュープリンス観光バス（株）、東京ヤサカ観光バス（株）、東都観

光バス（株）、富士急行観光（株）、ニッコー観光バス（株）、東栄運輸（株）、

青和観光（株）、東急バス（株）、ニューつくば観光（有）、ワールド自興（株）、

西郡観光バス（株）、日立自動車交通（株）、（有）ブルーグラスバス、（株）ケ

イティーシー・ロジ、東京バス（株）、東京空港交通、国際興業観光バス（株）、

京王電鉄バス（株）、京王バス東（株）、帝産観光バス（株）東京支店、神奈中

観光（株）、(株)東急トランセ、東京滋賀交通(株)、富士急バス(株) 、関東自動

車（株）、（株）フジエクスプレス、ＴＣＢ観光（株）、（株）栄和交通、富士観

光バス（株）、(株)プリンシプル自動車、東京パッセンジャー(株) 

神奈川県 川崎鶴見臨港バス（株）、江ノ島電鉄（株）、杉崎観光バス（株）、宮島運輸、 

箱根登山観光バス（株）、フジ交通（株）、神田交通（株）、アツレン観光バス、

東京ヤサカ観光バス（株）、富士急湘南バス（株）、(株)フジエクスプレス、 

(株)プリンシプル自動車 

新潟県 

 

 

 

 

大滝自動車工業(株)、越後交通（株）、柏崎タクシー（株）、蒲原鉄道（株）、 

頸城自動車（株）、村上自動車（株）、アイケーアライアンス（株）、 

日の出交通（株）、新潟交通佐渡（株）、昭和観光（株）、越佐観光バス、 

黒川村自動車運送事業（たいない交通観光）、南越後観光バス（株）、 

セントラル観光（株）、ドリーム観光バス（株）、おけさ観光タクシー（株）、 

銀嶺タクシ－（株）、泉観光バス（株）、新潟第一観光バス（株）、 

（有）ゆきつばき観光、（有）越王観光バス、（株）吉田家ホテル貸切自動車部、

ウエスト観光バス（株）、新潟交通観光バス（株）、くびき野バス(株)、 

頸北観光バス（株）、頸南バス（株）、糸魚川バス（株）、東頸バス（株） 

長野県 草軽交通（株）、アルピコ交通（株）、上田バス（株）、千曲バス（株）、 

（株）ななちゃん観光バス、長電バス（株）、（株）関電アメニックス（北アル

プス交通）、柿木観光バス（株）、茅野バス観光（株）、（有）信州観光バス、長

野観光バス（株）、森宮交通（株）、（有）裾花観光バス、和田バス(有)、ヒロモ

ト観光バス（株）、（株）アリーナ、信南交通（株）、（株）斎藤ホテル・バーデ

ンツアーズ、伊那バス（株）、おんたけ交通（株）、（有）白馬交通、太陽バス

（株）、わらび野観光（株）、頸城自動車（株）、軽井沢バス㈱、濃飛乗合自動車

（株）、南信州広域タクシー(有)、東信観光バス(株)、（有）軽井沢観光、西武観

光バス㈱、朝日観光自動車（株）、のざわ温泉交通（株） 



富山県 新富観光サービス（株）、平和交通（株）、高岡交通（株）、イルカ交通（株）、 

富山地方鉄道（株）、（株）伏木ポートサービス、朝日観光バス（株）、加越能バ

ス（株）、富山地鉄北斗バス（株）、中部観光(株)、アルペン交通(株)  

石川県 北陸鉄道（株）北日本観光自動車（株）北陸交通（株）小松バス（株）、 

（株）丸一観光、（株）丸一観光北陸、日本海観光バス（株）、（株）冨士交通、

（株）オリエンタル、北鉄加賀バス（株）、北鉄白山バス（株）、北鉄奥能登バ

ス（株）、北鉄能登バス（株）、北鉄金沢バス（株） 

福井県 福井鉄道（株）、レインボー観光自動車（株）、ケイカン交通（株）、福井交通

（株）、大野観光自動車（株）、小松タクシー（有）、敦賀海陸運輸（株）、敦賀

観光バス（株）、京福バス（株）、三福タクシー（株） 

静岡県 遠州鉄道（株）、静鉄ジョイステップバス（株）、浜松バス（株）、伊豆箱根バス

（株）、（株）アンビ・ア、スルガ観光（株）、（株）大鉄アドバンス、（株）東海

バス 

愛知県 ジェイアール東海バス（株）、豊鉄バス（株）、名阪近鉄バス（株）、知多乗合

（株）、豊鉄観光バス（株）、名古屋滋賀交通（株）、鯱バス（株）、（有）東部観

光、名鉄バス（株）、名鉄観光バス（株）、(株)オーワ 

岐阜県 岐阜乗合自動車（株）、濃飛乗合自動車（株）、東濃鉄道（株）、東鉄タクシー

（株）、ニュー飛騨観光バス（株） 

三重県 三重交通（株）、三重急行自動車（株）、三岐鉄道（株）、(株)伊勢國際観光 

奈良県 奈良交通（株）、奈良観光バス（株）、三光タクシー（株）、帝産観光バス（株） 

和歌山県 奈良交通（株）、熊野御坊南海バス（株）、相互タクシー（株）、中紀バス（株）、

熊野観光バス（株）、明光バス（株）、野鉄観光（株）、有田鉄道（株）、龍神自

動車（株） 

滋賀県 近江鉄道（株）、江若交通（株）、滋賀観光バス（株）、びわこ観光バス（株）、

彦根観光バス（株）、帝産湖南交通(株)、湖国バス（株） 

京都府 京阪バス（株）、ヤサカ観光バス(株)京都支社、滋賀観光バス(株)京都営業所、 

都タクシー（株）、（株）コスモ観光、前田観光自動車（株）、西日本ジェイアー

ルバス（株）、京都京阪バス（株）、日本交通（株）、 

奈良交通（株）（京都営業所）、丹後海陸交通（株）、ケイエム観光バス（株）、

明星観光バス(株)、帝産観光バス（株） 

大阪府 西日本ジェイアールバス（株）、（株）国際興業大阪、大阪淡路交通（株）、 

ヤサカ観光バス（株）大阪支社、大阪空港交通（株）日本交通（株）、 

北港観光バス（株）、大阪滋賀交通（株）、両備バス（株）（大阪支社）、 

阪急観光バス（株）、岸交小型バス（株）、大阪緑風観光（株）、千里山バス（株）、

近鉄バス株式会社、朝日自動車（株）東大阪営業所、関西空港交通（株）、 

帝産観光バス（株）大阪支店、西日本ジェイアールバスサービス（株）、 

東豊観光（株）、中央交通バス(株)、奈良交通（株）大阪営業所、 

大阪第一交通（株）、ケイエム観光バス（株）、明星観光バス(株)、熊野御坊南海

バス（株）、はやぶさ国際観光バス（株） 

兵庫県 日本交通（株）神戸営業所、淡路交通（株）、全但バス（株）、氷上観光（有）、

扇観光（株）、甲南観光バス（株）、（株）帝産観光バス神戸支店、明菱興業（株）、 

（株）ミツワサービス みつわバス、神崎交通（株）、（有）原タクシー、 



伊保タクシー（有）、山陰観光タクシー（株）、姫路観光バス（株）、（有）大伸

観光、神姫観光(株)、西日本ジェイアールバス(株)、ヤサカ観光バス(株) 

鳥取県 日ノ丸自動車（株）、日本交通（株）（鳥取）、日ノ丸ハイヤー（株）、 

旭タクシー（株）、観光交通（株）、大森タクシー（株） 

島根県 中国ジェイアールバス（株）出雲営業所、日本交通（株）（島根）、 

一畑電気鉄道（株）、出雲一畑交通（株）、松江一畑交通（株）、石見交通（株）、

浜田観光バス（株）、第一観光バス（株）益田営業所、隠岐観光（株）、 

（有）谷本ハイヤー、仁多観光（株）、松江市交通局、島タクシー（株）、 

隠岐一畑交通（株）、隠岐海士交通（株）、(有)スサノオ観光、知夫観光、 

（有）いやタクシー、(有)出雲観光タクシー、一畑バス(株)、奥出雲観光（株） 

岡山県 プラザ交通（株）、（株）リョービツアーズ（両備ツアーズ）、井笠鉄道（株）、

岡山タクシー（株）、岡山交通（株）、下電タクシー（株）、中鉄バス(株)、中鉄

観光（株）、備北バス（株）、両備ホールディングス（株）、中国交通（株）（岡

山）両備ホールディングス（株）岡山両備タクシーカンパニー、大原観光交通

（株）、吉備交通（株）、下電観光バス（株）、中国ジェイアールバス（株）（岡

山営業所）、備北タクシー（株） 

広島県 ニコニコ観光（株）、三原交通（株）、中国タクシー（株）、（株）中国交通、 

備北交通（株）、尾道市交通局、本四バス開発（株）、アシナトランジット（株）、 

アサヒタクシー（株）、トモテツ観光バス（株）、廿日市交通（株）、広島近鉄タ

クシー（株）、中国ジェイアールバス（株）（広島営業所）、芸陽バス（株）、広

交タクシー（株）、広交観光（株）、広島バス（株）、つばめ交通（株）、（有）エ

ンゼルキャブ、（有）カープタクシー、さんようバス（株）、広島第一交通（株）、

（有）福山観光バス、三段峡交通(株)、（有）吉島タクシー 

山口県 中国ジェイアールバス（株）（山口営業所）、（株）大隅タクシー、宇部市交通局、

岩国観光バス（株）、岩国市交通局、サンキュウ観光バス（株）、船木鉄道（株）、

中央交通（株）、湯田都タクシー（株）、防長交通（株）、日の丸松野タクシー、 

岩国第一交通（有）、（有）観光タクシー、萩近鉄タクシー（株）、サンデン交通

（株）、秋芳洞第一交通（有）、サンデン観光バス(株)、周南近鉄タクシー（株）、

宇部山電タクシー(株)、明徳観光（株） 

香川県 ジェイアール四国バス（株）、ことでんバス（株）、大川自動車（株）、 

東交バス（株）、琴参バス（株）、小豆島交通（株）、琴平バス（株）、 

西讃観光（株）、（株）エコロジャパン、四国観光バス、（有）三豊中央観光バス、 

（株）かんかけタクシー、琴参タクシー（株）、屋島観光バス(株) 

徳島県 鳴門市運輸部、徳島市交通局、徳島バス（株）、阿波交通（株）、四国交通（株）、 

小松島市運輸部、阿波観光バスサービス（株）、ことでんバス（株）徳島営業所、

かずら橋タクシー 

高知県 （有）香北観光、高知西南交通（株）、とさでん交通(株)、(有)平和観光、 

（株）四万十交通、（株）高知駅前観光、(有)仁淀川観光、（有）仁淀交通 

愛媛県 宇和島自動車（株）、瀬戸内運輸（株）、瀬戸内海交通（株）、愛媛バス（株）、

肱南観光バス（株）、いずみ観光（株）、（有）竹乃井交通、奥道後交通（株）、

岬観光開発（株）、伊予鉄バス（株）、（株）富士タクシー、（有）西日本観光、 

(株)十季、伊予鉄南予バス（株） 



福岡県 北九州市交通局、JR九州バス（株）、堀川バス（株）、西鉄バス宗像（株）、西

鉄バス筑豊（株）、綜合自動車（株）綜合観光バス、堀川観光バス（株）、（株）

姪浜タクシー、西鉄観光バス（株）、（株）タイガートラベル、（有）若杉観光、 

福岡昭和タクシー（株）、九州相良観光バス（有）、遊覧観光（株） 

佐賀県 祐徳自動車（株）、昭和自動車（株）、西鉄バス佐賀（株）、 

（株）アイワ自動車工業、西九州観光バス（株）、多久観光バス（株）、（有）肥

前観光、（株）佐賀タクシー 

長崎県 長崎県交通局、島原鉄道（株）、西肥自動車（株）、対馬交通（株）、壱岐交通

（株）、五島自動車（株）、ラッキーバス（株）、長崎遊覧バス（株）、長崎バス

観光（株）、（有）東彼観光、上五島観光交通（有）、（株）ヒューマングループ、

（株）玄海交通、（株）マイティーグループ諫早バス観光、（株）大波止タクシ

ー、丸濱産業（有） 

熊本県 熊本電気鉄道（株）、熊本バス（株）、（有）中九州観光、九州産交バス（株）、

熊本タクシー（株）[肥後観光バス]、（株）託麻観光、（有）植田観光、熊交観光

バス（株）、（有）下天草観光バス、（有）七城観光バス、肥後タクシー、（株）

熊本観光バス 

大分県 大分交通（株）、大分バス（株）、亀の井バス（株）、日田バス（株）、 

別府観光バス(株)、日豊観光バス（株）、大分シティタクシー(株)、 

（株）エアポートシティタクシー （エアポートシティ観光バス） 

宮崎県 宮崎交通（株）、ＭＲ交通（株）、（有）みやざき高山観光バス、（有）永峰観光

バス、アイ観光㈱、（有）東九州交通、（有）高崎観光バス、 

三和交通（株）小林、宮交タクシー（株）、（有）高山三幸観光・宮崎 

鹿児島県 霧島観光交通（株）、南国交通観光（株）、種子島・屋久島交通（株）、まつばん

だ交通バス（株）、徳之島総合陸運（株）、さつま交通観光（株）、鹿児島交通観

光バス（株）、鹿児島中央観光バス（株）、こうやま霧島（株）、南薩観光（株）、

（有）入来観光交通、（株）しまバス、徳之島総合陸運（株）、鹿児島交通（株）、

いわさきコーポレーション（株）、（資）大島タクシー、（株）奄美航空（喜界バ

ス） 

沖縄県 沖縄バス（株）、東陽バス（株）、那覇バス（株）、東運輸（株）、西表島交通（株）、

（資）宮古協栄バス、（株）北部観光バス、（有）カリー観光、（有）竹富島交通、

（株）八千代バス・タクシー、（有）久米島交通、(株)かびら観光交通、(有)南

ぬ島交通、(株)コハマ交通、いりおもて観光（株）、(株)石垣島イーグル観光、

中央交通(株)、沖東交通事業（協）、中部観光バス（株）、（資）共和バス、（有）

久米島交通 

 


