
新たに認定された貸切バス事業者（平成２５年９⽉１９⽇認定分）

都道府県 事業者名 認定種別 ⾞両数 電話番号
北海道 (有)誠和運輸 （こすもす観光バス） ★★ 7 0125-76-2722
北海道 (株)じょうてつ ★★ 8 011-572-3135
北海道 函館タクシー(株) ★★ 9 0138-55-1111
北海道 函館バス(株) ★★ 13 0138-51-3960
北海道 札幌第⼀観光バス(株) ★★ 16 011-850-5500
北海道 エイチ・ビー観光(株) ★★ 16 0138-51-3136
北海道 くしろバス(株) ★★ 19 0154-36-6084
北海道 (株)エルム観光バス ★★ 26 011-377-8181
北海道 北海道中央バス(株) ★★ 32 011-221-5162
北海道 ニセコバス(株) ★★ 35 0136-44-2001
北海道 ジェイ・アール北海道バス(株) ★★ 35 011-272-4151
北海道 札幌観光バス(株) ★★ 35 011-881-2431
北海道 千歳相互観光バス(株) ★★ 44 011-377-8811
北海道 (有)⼋雲ハイヤー ★ 5 0137-62-2313
北海道 (有)北翔交通 ★ 5 090-3778-0666
北海道 旭川中央ハイヤー(株) ★ 8 0166-73-3181
北海道 (有)明⽇萌観光バス ★ 10 0164-35-3300
北海道 名⼠バス(株) ★ 10 01654-2-4151
北海道 ⼠別軌道(株) ★ 10 0165-23-4151
北海道 ほくしょう運輸(株) ★ 11 0144-55-7676
北海道 (有)栗⼭交通 ★ 11 0123-72-4745
北海道 フラワー観光バス(株) ★ 16 0126-66-6611
北海道 北都交通(株) ★ 17 011-377-3855
北海道 沿岸バス(株) ★ 18 0164-62-2051
北海道 毎⽇交通(株) ★ 19 0155-59-2201
北海道 北海道拓殖バス(株) ★ 32 0155-31-8811
北海道 網⾛観光交通(株) ★ 40 0152-66-2511
⻘森 弘南バス(株) ★★ 50 0172-38-2255
⻘森 三⼋五バス(株) ★★ 65 0178-24-3331
⻘森 南部バス(株) ★ 29 0178-44-7111
⻘森 ⻘森観光バス(株) ★ 31 017-739-9384
⻘森 下北交通(株) ★ 50 0175-22-3221
⻘森 ⼗和⽥観光電鉄(株) ★ 59 0176-23-3137
岩⼿ 岩⼿県北⾃動⾞(株) ★★ 55 019-641-7771
宮城 國際物流(株) ★★ 9 022-281-5935
宮城 東⽇本急⾏(株) ★★ 16 022-725-8037
宮城 宮城交通(株) ★★ 48 022-771-5310
宮城 ジェイアールバス東北(株) ★★ 61 022-256-4512
宮城 (株)ミヤコ―バス ★★ 93 022-771-5314
宮城 東⽇本観光バス(株) ★ 10 0223-23-6556
宮城 仙台バス(株) ★ 29 0223-23-4731
福島 福島交通(株) ★★ 77 024-533-2430
福島 福島観光⾃動⾞(株) ★ 57 024-944-7311
秋⽥ ⽻後交通(株) ★★ 27 0182-32-4151
秋⽥ 秋北バス(株) ★★ 47 0186-42-3536
秋⽥ 秋⽥中央トランスポート(株) ★ 15 018-862-6390
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⼭形 あつみ交通(株) ★★ 6 0235-43-3222
⼭形 庄内交通観光バス(株) ★★ 25 0235-22-0444
⼭形 ⼭交バス(株) ★★ 43 023-647-5173
茨城 ⼤曽根タクシー(株) ★★ 10 029-864-7777
茨城 ⽇産観光(株) ★★ 28 029-227-4123
茨城 ⽇⽴電鉄交通サービス(株) ★★ 30 0294-22-2187
茨城 関鉄観光バス(株) ★★ 67 029-822-3727
茨城 (株)久信⽥観光 ★ 9 029-251-6120
茨城 (株)美和交通 ★ 13 0295-58-3888
茨城 (有)トキワ交通 ★ 14 029-283-0880
栃⽊ 東武バス⽇光(株) ★★ 8 0288-53-2100
栃⽊ やしお観光バス(株) ★★ 16 0287-37-3335
栃⽊ 栃⽊交通バス(株) ★★ 40 0285-53-7001
栃⽊ 関東⾃動⾞(株) ★★ 98 028-634-8131
栃⽊ 富⼠観光バス(株) ★ 16 0282-23-3113
群⾺ 永井運輸(株) ★★ 18 027-221-4435
群⾺ 群⾺中央バス(株) ★★ 32 027-280-8607
群⾺ 関越交通(株) ★★ 34 0279-20-1900
群⾺ (株)群⾺バス ★★ 42 027-364-1111
群⾺ (株)センヨシトレーディング ★ 6 0270-63-8477
群⾺ (有)ティーケーバス ★ 6 0270-75-3985
群⾺ 群⾺福祉交通(株) ★ 11 0276-57-5718
群⾺ (株)⽮島タクシー ★ 11 0276-60-1515
群⾺ 東観光バス(株) ★ 13 0270-76-5100
群⾺ (株)ボルテックスアーク ★ 14 027-381-1919
群⾺ (株)ビーエムバス ★ 16 0270-20-7272
群⾺ 群⾺コープ観光(株) ★ 17 027-373-7890
群⾺ (有)北関東観光 ★ 32 0276-88-2036
埼⽟ 東武バスウエスト(株) ★★ 8 048-667-6270
埼⽟ ⻄武バス(株) ★★ 10 04-2926-3525
埼⽟ 東栄運輸(株) （東栄観光バス） ★★ 35 03-3965-0556
埼⽟ ⻄武観光バス(株) ★★ 54 04-2926-3535
埼⽟ (株)平成エンタープライズ ★★ 136 049-274-4800
埼⽟ (株)彩京リムジン ★ 13 048-810-5620
埼⽟ 新座観光バス(株) ★ 14 042-422-6692
埼⽟ ビーエム観光(株) ★ 15 048-532-3527
埼⽟ 深⾕観光バス(株) ★ 16 048-571-1881
埼⽟ ミヨシトータルサービス(株) ★ 16 049-258-3675
埼⽟ (株)和光輸送 ★ 24 048-463-3977
埼⽟ エムエス観光バス(株) ★ 34 049-226-3483
埼⽟ 中央交通(有) ★ 43 048-285-1211
埼⽟ イーグルバス(株) ★ 43 049-226-0111
埼⽟ ⼤和観光⾃動⾞(株) ★ 34 048-664-5151
千葉 あすか交通(株) ★★ 37 043-246-3431
千葉 (株)コスモスバス ★★ 85 047-457-8888
千葉 京成バス(株) ★★ 19 047-712-7363
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千葉 松⼾新京成バス(株) ★ 4 047-387-0382
千葉 習志野新京成バス(株) ★ 5 047-466-0525
千葉 船橋新京成バス(株) ★ 7 047-443-2091
千葉 アビコ⻄武観光(株) ★ 8 04-7182-8430
千葉 ちばレインボーバス(株) ★ 9 0476-46-0022
千葉 東武バスイースト(株) ★ 12 04-7146-8895
千葉 京成バスシステム(株) ★ 40 047-420-9091
東京 東京遊覧観光バス(株) ★★ 5 03-5622-0240
東京 ⼤島旅客⾃動⾞(株) ★★ 6 03-3436-1137
東京 ⼩⽥急シティバス(株) ★★ 8 03-5433-8771
東京 東武バスセントラル(株) ★★ 10 03-3856-7371
東京 (株)東急トランセ ★★ 13 03-6412-0173
東京 (有)ブルーグラスバス ★★ 13 042-792-4545
東京 冨⼠⾃動⾞(株) ★★ 14 03-3870-6611
東京 東急バス(株) ★★ 22 03-6412-0173
東京 内⼭観光バス(株) ★★ 22 03-5686-6221
東京 ⻄東京バス(株) ★★ 37 042-646-9044
東京 ワールド⾃興(株) ★★ 41 03-3897-1431
東京 ニュー東京観光⾃動⾞(株) ★★ 54 03-6423-0006
東京 富⼠急⾏観光(株) ★★ 58 03-5663-7811
東京 (株)はとバス ★★ 79 03-5777-8146
東京 ⽇の丸⾃動⾞興業(株) ★★ 140 03-5689-0424
東京 東京ヤサカ観光バス(株) ★★ 150 03-3919-5195
東京 帝産観光バス(株) ★★ 244 03-5460-1201
東京 京王電鉄バス(株) ★ 5 042-352-3724
東京 (株)シティバス⽴川 ★ 6 042-524-3111
東京 ⽴川バス(株) ★ 7 042-524-3827
東京 南多摩運送(株) ★ 16 042-643-1131
東京 (株)新⽇本観光⾃動⾞ ★ 18 03-5691-5570
東京 (株)フジエクスプレス ★ 50 03-3455-2211
東京 (株)宮園福祉 ★ 52 03-5663-0294
東京 東京バス(株) ★ 66 03-3910-6333
東京 武州交通興業(株) ★ 78 042-325-8611

神奈川 富⼠急湘南バス(株) ★★ 13 0465-82-0665
神奈川 (株)江ノ電バス藤沢 ★★ 17 0466-55-1001
神奈川 シティアクセス(株) ★★ 34 045-621-1315
神奈川 神奈中観光(株) ★★ 65 042-788-2635
神奈川 東洋観光(株) ★★ 76 046-837-3900
神奈川 相鉄バス(株) ★ 6 045-319-2141
神奈川 横浜市交通局 ★ 11 045-326-3838
神奈川 カミコウバス(株) ★ 26 046-281-5552
神奈川 神⽥交通(株) ★ 62 0463-55-1515
⼭梨 富⼠急⾏(株) ★★ 11 0555-22-7100
⼭梨 富⼠急⼭梨バス(株) ★★ 16 0555-72-6877
⼭梨 富⼠急平和観光(株) ★★ 39 055-232-3666
⼭梨 ⼭交タウンコーチ(株) ★★ 48 055-223-0808

3 / 8 



新たに認定された貸切バス事業者（平成２５年９⽉１９⽇認定分）

都道府県 事業者名 認定種別 ⾞両数 電話番号
新潟 アイ・ケーアライアンス(株) ★★ 15 025-279-1212
新潟 北越後観光バス(株) ★★ 24 0257-28-6605
新潟 泉観光バス(株) ★★ 35 0250-41-0888
新潟 越後交通(株) ★★ 72 0258-29-1111
新潟 新潟交通観光バス(株) ★★ 97 025-271-2710
新潟 枡形タクシー(株) ★ 6 025-772-4121
新潟 (有)ゆきつばき観光 ★ 15 0256-57-5445
新潟 村上⾃動⾞(株) ★ 18 0254-52-6350
⻑野 ⻄武⾼原バス(株) ★★ 5 04-2926-3535
⻑野 ⻑野交通(株) ★★ 13 0269-65-3106
⻑野 (株)関電アメニックス（北アルプス交通） ★★ 15 0261-22-0799
⻑野 信南交通(株) ★★ 18 0265-24-0002
⻑野 柿⽊観光バス(株) ★★ 18 0266-58-1987
⻑野 伊那バス(株) ★★ 34 0265-72-5111
⻑野 東信観光バス(株) ★ 9 0267-53-5522
⻑野 平成交通(有) ★ 13 0263-57-0505
⻑野 (有)飯綱観光バス ★ 15 026-244-4310
⻑野 朝⽇観光⾃動⾞(株) ★ 16 0263-54-1099
⻑野 千曲バス(株) ★ 29 0267-24-3300
富⼭ 平和交通(株) ★★ 18 0766-91-8383
富⼭ 富⼭地鉄北⽃バス(株) ★★ 21 076-432-3156
富⼭ 富⼭地⽅鉄道(株) ★★ 24 076-432-5544
富⼭ 中部観光(株) ★★ 31 076-425-3011
富⼭ 加越能バス(株) ★★ 39 0766-30-2355
富⼭ (株)伏⽊ポートサービス ★ 6 0766-44-0140
富⼭ となみ観光交通(株) ★ 11 0763-33-0321
富⼭ 海王交通(株) ★ 19 0766-82-6227
富⼭ イルカ交通(株) ★ 24 0766-67-8221
⽯川 加賀⽩⼭バス(株) ★★ 3 076-272-1893
⽯川 加賀温泉バス(株) ★★ 6 0761-73-5070
⽯川 北陸鉄道(株) ★★ 8 076-237-8115
⽯川 北鉄奥能登バス(株) ★★ 10 0768-22-2311
⽯川 北鉄能登バス(株) ★★ 14 0767-52-9770
⽯川 (株)冨⼠交通 ★★ 25 076-252-8111
⽯川 北陸交通(株) ★★ 29 076-294-1560
⽯川 (株)丸⼀観光 ★★ 40 0767-53-6161
⽯川 北⽇本観光⾃動⾞(株) ★★ 42 076-266-2511
⽯川 北鉄⾦沢バス(株) ★★ 45 076-239-3535
⽯川 額交通(株) ★ 8 076-298-0150
⽯川 ⽇本海観光バス(株) ★ 19 0761-73-2525
福井 福井鉄道(株) ★★ 21 0778-21-0700 
福井 京福バス(株) ★★ 28 0776-57-7700
福井 (株)⾦津相互タクシー ★ 9 0776-73-0555
福井 (有)トマト ★ 10 0776-67-2229
福井 三福タクシー(株) ★ 11 0770-52-1414
福井 勝⼭交通(株) ★ 11 0779-88-0534
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福井 越前観光(株) ★ 13 0778-62-3288
福井 あわら観光(株) ★ 15 0776-73-3333
岐⾩ 東鉄タクシー(株) ★★ 13 0572-22-3923
岐⾩ 濃⾶乗合⾃動⾞(株) ★★ 22 0577-33-7762
岐⾩ 東濃鉄道(株) ★★ 57 0572-25-8086
岐⾩ 岐⾩バス観光(株) ★★ 75 058-245-0655
岐⾩ (有)⾼⼭代⾏運転組合 ★ 4 0577-37-2566
岐⾩ 萩原交通(株) ★ 8 0576-52-1824
岐⾩ (有)ごとう観光バス ★ 9 0573-46-3031
岐⾩ 斐太バス(株) ★ 10 0577-36-2222
岐⾩ 岐⾩⽻島バス・タクシー(株) ★ 53 058-391-4101
静岡 掛川バスサービス(株) ★★ 3 0537-24-7331
静岡 スルガ観光(株) ★★ 12 0548-33-1000
静岡 清観光(株) ★★ 12 0544-58-8555
静岡 (株)アクト ★★ 20 055-961-0001
静岡 さくら交通(株) ★★ 23 0538-49-1101
静岡 ラビット急⾏(株) ★★ 26 053-421-0202
静岡 富⼠急静岡バス(株) ★★ 28 0545-71-2495
静岡 富⼠急シティバス(株) ★★ 30 055-921-9411
静岡 浜松観光バス(株) ★★ 60 053-465-3311
静岡 伊⾖箱根バス(株) ★★ 72 055-977-1211
静岡 静鉄ジョイステップバス(株) ★★ 97 054-686-0800
静岡 遠州鉄道(株) ★★ 128 053-454-5046
静岡 (株)伊⾖東海バス ★ 9 0557-37-5121
静岡 ジーネット(株) ★ 9 0537-24-2210
静岡 静岡交通(株) ★ 12 054-377-1180
静岡 アクト観光(株) ★ 15 053-422-5555
静岡 ホノルル急⾏(株) ★ 21 0545-72-3320
静岡 吉⽥観光(株) ★ 26 0548-33-0001
静岡 (株)新東海バス ★ 28 0558-74-0777
静岡 浜松バス(株) ★ 40 053-584-4000
静岡 シンフジハイヤー(株) ★ 42 0545-22-0100
愛知 名鉄バス東部(株) ★★ 5 052-588-0782
愛知 名鉄バス中部(株) ★★ 5 052-588-0782
愛知 (株)ナゴヤシップサービス ★★ 9 052-651-7401
愛知 エイセブ交通(株) ★★ 11 052-761-1255
愛知 名古屋国際観光バス(株) ★★ 17 0562-91-6867
愛知 ジェイアール東海バス(株) ★★ 23 052-352-7800
愛知 名鉄バス(株) ★★ 27 052-588-0782
愛知 豊鉄観光バス(株) ★★ 43 0532-46-0273
愛知 知多乗合(株) ★★ 54 0569-21-5235
愛知 鯱バス(株) ★★ 70 052-825-4115
愛知 名阪近鉄バス(株) ★★ 189 052-563-5954
愛知 つばさ交通(株) ★ 10 0564-85-3011
愛知 (株)オーワ ★ 72 0564-34-1888
愛知 豊栄交通(株) ★ 78 0565-74-1110
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都道府県 事業者名 認定種別 ⾞両数 電話番号
三重 ⼋⾵バス(株) ★★ 5 0594-22-6321
三重 三重急⾏⾃動⾞(株) ★★ 5 0598-52-2113
三重 三交伊勢志摩交通(株) ★★ 7 0596-23-5134
三重 三重交通(株) ★★ 164 059-229-5534
滋賀 びわこ観光バス(株) ★★ 12 077-588-4700
滋賀 江若交通(株) ★★ 15 077-573-2708
滋賀 滋賀中央観光バス(株) ★★ 17 0749-74-2525
滋賀 彦根観光バス(株) ★★ 23 0749-43-5711
滋賀 湖国バス(株) ★★ 39 0749-22-1210
滋賀 近江鉄道(株) ★★ 97 0749-22-3306
滋賀 (株)中⽥運送 ★ 10 0740-25-3010
京都 京阪京都交通(株) ★★ 11 0771-22-3434
京都 京都バス(株) ★★ 14 075-871-7521
京都 丹後海陸交通(株) ★★ 17 0772-42-0320
京都 京阪宇治バス(株) ★★ 17 0774-20-2000
京都 久美浜観光バス(有) ★ 8 0772-84-9030
京都 (株)コスモ観光 ★ 15 0773-77-1555
⼤阪 ⼤阪空港交通(株) ★★ 5 06-6845-7085
⼤阪 ⻄⽇本ジェイアールバス(株) ★★ 17 06-6466-5977
⼤阪 関⻄空港交通(株) ★★ 24 072-461-1700
⼤阪 商都交通(株) ★★ 41 06-6757-9083
⼤阪 南海バス(株) ★★ 46 072-221-0926
⼤阪 阪急観光バス(株) ★★ 50 06-6458-7683
⼤阪 千⾥⼭バス(株) ★★ 61 06-6340-1177
⼤阪 岸和⽥観光バス(株) ★★ 84 072-436-2222
⼤阪 近鉄バス(株) ★★ 86 06-6618-5306
⼤阪 (株)クレベ ★ 19 072-829-0178
⼤阪 ⽇本交通(株) ★ 199 06-6571-1262
兵庫 姫路神姫タクシー(株) ★★ 9 079-297-3450
兵庫 (株)ウエスト神姫 ★★ 11 0791-22-5180
兵庫 神姫グリーンバス(株) ★★ 11 0790-32-1021
兵庫 明菱興業(株) ★★ 18 079-492-8888
兵庫 播州交通(株) ★★ 19 0795-42-5066
兵庫 姫路観光バス(株) ★★ 22 079-294-1133
兵庫 神姫バス(株) ★★ 27 079-223-1347
兵庫 神姫ゾーンバス(株) ★★ 28 078-994-2831
兵庫 ⼭陽バス(株) ★★ 29 078-754-6202
兵庫 (株)ランドウェイ ★ 5 0796-29-5060
兵庫 (有)船⼭⾃動⾞ ★ 11 079-232-5005
兵庫 (株)三共運輸 ★ 15 0799-43-2339
兵庫 ⽇本交通(株) ★ 55 078-302-3691
奈良 (株)愛和 ★★ 16 0745-32-1110
奈良 (有)天理交通 ★★ 16 0743-62-5881
奈良 奈良観光バス(株) ★★ 61 0742-62-5536
奈良 奈良交通(株) ★ 137 0742-27-7900

和歌⼭ 中紀バス(株) ★★ 19 0738-32-3234
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新たに認定された貸切バス事業者（平成２５年９⽉１９⽇認定分）

都道府県 事業者名 認定種別 ⾞両数 電話番号
和歌⼭ ⼤⼗バス(株) ★★ 24 073-489-2751
⿃取 ⽇ノ丸⾃動⾞(株) ★★ 24 0857-22-5154
島根 ⼀畑バス(株) ★★ 5 0852-20-5200
島根 (有)浜⽥交通 ★★ 9 0855-24-8381
島根 (有)スサノオ観光 ★★ 29 0853-73-7272
島根 松江市交通局 ★ 8 0852-60-1111
島根 出雲⼀畑交通(株) ★ 23 0853-21-2478
岡⼭ 岡⼭電気軌道(株) ★★ 5 086-235-5255
岡⼭ 下電観光バス(株) ★★ 42 086-298-2665
岡⼭ 両備ホールディングス(株) ★★ 126 086-230-2150
岡⼭ 下津井電鉄(株) ★ 5 086-233-8811
岡⼭ (株)⽇の丸タクシー ★ 10 086-698-1288
岡⼭ ⽇の丸タクシー(株) ★ 14 0866-67-2211
広島 おのみちバス(株) ★★ 18 0848-46-4303
広島 広島バス(株) ★★ 20 082-545-7956
広島 アシナトランジット(株) ★★ 29 0847-45-7111
広島 広交観光(株) ★★ 48 082-843-7799
広島 (株)中国バス ★★ 55 054-953-5391
広島 中国ジェイアールバス(株) ★★ 67 082-261-0512
広島 (有)君⽥交通 ★ 15 0824-53-2314
⼭⼝ 宇部⼭電タクシー(株) ★ 3 0836-44-5151
⼭⼝ 宇部市交通局 ★ 12 0836-31-1133
徳島 海部観光(株) ★★ 22 080-1990-4274
徳島 四国交通(株) ★ 13 0883-72-2171
⾹川 (株)四国中央観光 ★ 16 087-815-1200
⾹川 ⻄讃観光(株) ★ 17 0875-25-1200
愛媛 伊予鉄南予バス(株) ★★ 15 0894-22-3200
⾼知 ⼟佐電気鉄道(株) ★★ 21 088-833-7733
⾼知 (有)宮地観光バス ★ 9 088-848-0222
⾼知 ⾼知県交通(株) ★ 45 088-845-1620
福岡 ⻄鉄バス⼤牟⽥(株) ★★ 9 092-734-2652
福岡 ⻄鉄バス久留⽶(株) ★★ 10 092-734-2652
福岡 ⻄鉄バス宗像(株) ★★ 12 092-734-2652
福岡 ⻄鉄バス筑豊(株) ★★ 21 092-734-2652
福岡 ⻄鉄バス⼆⽇市(株) ★★ 41 092-734-2652
福岡 JR九州バス(株) ★★ 63 092-642-8121
佐賀 ⻄鉄バス佐賀(株) ★★ 18 092-734-2652
佐賀 祐徳バス(株) ★ 23 0954-62-4595
⻑崎 佐世保市交通局 ★★ 5 0956-25-5111
⻑崎 ⻑崎バス観光(株) ★ 37 095-856-5700
熊本 熊本バス(株) ★ 13 096-378-7205
熊本 菊南プラザバス(株) ★ 13 096-345-0123
⼤分 ⼤分バス(株) ★★ 22 097-534-6161
⼤分 ⾅津交通(株) ★ 8 0972-63-3153
⼤分 ⽇豊観光バス(株) ★ 38 097-521-2800
宮崎 宮交タクシー(株) ★★ 25 0985-52-3244
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新たに認定された貸切バス事業者（平成２５年９⽉１９⽇認定分）

都道府県 事業者名 認定種別 ⾞両数 電話番号
宮崎 宮崎交通(株) ★★ 46 0985-51-5193

⿅児島 いわさきバスネットワーク(株) ★★ 29 099-247-2766
⿅児島 ⿅児島交通観光バス(株) ★★ 38 099-247-6088
⿅児島 (有)あいら交通 ★ 10 0995-66-2306
⿅児島 南国交通観光(株) ★ 62 099-226-9001

9,882
※ ⾞両数は、⽇本バス協会調べ。

【認定種別について】

⼀ツ星

⼆ツ星

計 327 事業者

（★） ・・・審査の結果、得点が60点以上の事業者は⼀ツ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ツ星からのスタートになります。
（★★）・・・⼀ツ星の認定を2年間継続し、かつ得点が80点以上の事業者は
       ⼆ツ星の認定となります。
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