
新たに認定された貸切バス事業者（平成２６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 根室交通(株) ★★ 9 0153-24-2202
北海道 宗⾕バス(株) ★★ 45 0162-33-5515
北海道 (株)ドリーム観光バス ★★ 22 011-683-7700
北海道 ⽇軽北海道(株)（⽇軽バス） ★★ 11 0144-74-4121
北海道 道北バス(株) ★★ 14 0166-51-0111
北海道 旭川電気軌道(株) ★★ 19 0166-46-6611
北海道 (株)ウイング（ウイング観光） ★★ 41 011-376-2155
北海道 網⾛バス(株) ★★ 18 0152-43-4103
北海道 ふらのバス(株) ★★ 21 0167-23-3131
北海道 北海道観光バス(株) ★★ 26 0138-50-4000
北海道 道南バス(株) ★★ 42 0143-45-2131
北海道 あつまバス(株) ★★ 15 0145-27-2311
北海道 三和交通(株) ★ 19 0133-72-8130
北海道 (有)東ハイヤー ★ 15 0137-84-5411
北海道 (株)坂本輸送サービス（スマイル観光） ★ 32 0133-72-8004
北海道 札幌ばんけい(株) ★ 11 011-644-3731
北海道 (株)美唄⾃動⾞学校 ★ 34 0126-62-7171
北海道 北海道北⾒バス(株) ★ 11 0157-68-1011
北海道 北海道バス(株) ★ 26 011-882-1111
北海道 札幌バス(株) ★ 23 011-684-3434
北海道 どうなん交通(株) ★ 9 0143-45-2131
北海道 空知中央バス(株) ★ 13 0125-24-8855
北海道 北紋バス(株) ★ 12 0158-24-2165
北海道 (有)川原観光 ★ 16 01655-3-4000
北海道 ⼗勝バス(株) ★ 19 0155-37-6525
北海道 (株)⾼⽥モータース ★ 6 0123-88-2685
北海道 (有)⾶内運輸 ★ 15 0155-61-5711
北海道 阿寒バス(株) ★ 41 0154-37-2222
⻘森 (有)北都観光 ★ 15 0173-29-2112
岩⼿ 東⽇本交通(株) ★★ 35 019-663-6610
岩⼿ 岩⼿県交通(株) ★★ 43 019-651-3355
宮城 仙南交通(株) ★★ 16 022-242-1234
宮城 ⽇本三景交通(株)（旅バス） ★★ 18 022-354-5151
宮城 愛⼦観光バス(株) ★ 39 022-392-6139
宮城 (株)タケヤ交通 ★ 26 0224-85-2060
宮城 (有)⿊沢観光 ★ 13 0226-22-8123
宮城 (有)畳⽯観光 ★ 49 0225-73-3689
秋⽥ 秋⽥中央交通(株) ★★ 10 018-823-4414
⼭形 松⼭観光バス(株) ★ 16 0234-62-2929
⼭形 トランスオーシャンバス(株) ★ 11 0233-25-2264
福島 新常磐交通(株) ★ 40 0246-23-1151
福島 浜通り交通(株) ★ 43 0246-88-1788
福島 郡⼭中央交通(株) ★ 58 024-953-4884
福島 会津乗合⾃動⾞(株) ★ 35 0242-22-5560
福島 東北アクセス(株) ★ 36 0244-23-2964
茨城 ⼤洋交通(株) ★★ 11 050-8002-4162

1 / 7 



新たに認定された貸切バス事業者（平成２６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
茨城 (有)滝交通（滝交通観光バス） ★★ 10 0295-72-0256
茨城 (有)アール交通 ★ 12 0294-70-3316
茨城 常陸観光バス(株) ★ 25 0294-73-2333
茨城 中⼭観光⾃動⾞(株) ★ 24 0297-35-3441
茨城 椎名観光バス(株) ★ 7 0294-39-5506
茨城 (株)昭和観光⾃動⾞ ★ 14 0280-77-0308
栃⽊ 那須交通(株) ★★ 6 0287-29-1556
栃⽊ 東野交通(株) ★★ 18 028-662-1080
栃⽊ (有)いまいちハロー観光交通 ★★ 11 0288-22-6261
栃⽊ ⼤越観光バス(株) ★★ 13 0285-84-6578
栃⽊ (株)ティ・エイチ・エス ★ 5 0282-61-2301
栃⽊ TCB観光(株) ★ 36 0282-31-3821
群⾺ ⽇本中央バス(株) ★★ 40 027-287-4433
群⾺ (株)上信観光バス ★★ 52 027-325-5921
群⾺ 多野観光(株) ★★ 36 0274-42-1416
群⾺ ⽇本中央交通(株) ★ 16 027-353-8800
群⾺ 未来交通（古暮通明） ★ 12 0276-52-8880
群⾺ 群北観光バス(株) ★ 10 0279-96-1234
群⾺ (株)⽼神観光バス ★ 7 0278-56-3222
群⾺ 利根⻄部運送(株) ★ 8 0278-23-5941
群⾺ ローランド観光バス(株) ★ 8 0279-24-7171
群⾺ グリーン観光(株) ★ 8 0274-73-3333
群⾺ ローズクィーン交通(株) ★ 13 0279-76-4031
群⾺ ⾚城観光⾃動⾞(株) ★ 12 0277-72-2717
群⾺ 群⾺グリーン交通(株) ★ 9 0279-98-0165
埼⽟ 秩⽗鉄道観光バス(株) ★★ 23 048-526-3115
埼⽟ 三倭観光(株) ★★ 17 048-794-6211
埼⽟ さくら観光バス(株) ★★ 22 0480-78-0220
埼⽟ 丸⼤観光(株) ★ 91 04-2962-8211
埼⽟ ロイヤル交通(株) ★ 28 048-542-7511
埼⽟ (株)⼭王交通 ★ 6 04-2959-7122
埼⽟ 関東⾃動⾞(株) ★ 129 048-831-2611
埼⽟ 晃和交通(株) ★ 16 0493-22-3713
埼⽟ (株)武蔵グリーン観光 ★ 10 04-2966-5300
埼⽟ つばさ観光バス(株) ★ 23 048-766-8000
千葉 千葉中央バス(株) ★★ 19 043-300-2418
千葉 東洋バス(株) ★★ 24 043-271-7621
千葉 ⼩湊鉄道(株) ★★ 32 043-261-5131
千葉 ちばグリーンバス(株) ★★ 6 043-481-0808
千葉 千葉交通(株) ★★ 24 0476-23-1687
千葉 野⽥⾃動⾞運輸(株) ★★ 4 04-7189-8020
千葉 京成トランジットバス(株) ★★ 65 047-306-7211
千葉 (株)ユタカコーポレーション（千都観光バス） ★ 7 04-7120-6666
千葉 鴨川⽇東バス(株) ★ 3 04-7092-1234
千葉 ⽇東交通(株) ★ 16 0438-23-0155
千葉 千葉内陸バス(株) ★ 3 043-423-4573

2 / 7 



新たに認定された貸切バス事業者（平成２６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
千葉 東京湾岸交通(株) ★ 7 0436-24-0101
千葉 (有)オートウィル ★ 25 0475-30-5613
東京 ⼩⽥急箱根⾼速バス(株) ★★ 5 03-3428-3133
東京 東交観光バス(株) ★★ 29 03-3313-7115
東京 京王バス中央(株) ★★ 6 042-352-3724
東京 京王バス東(株) ★★ 25 042-352-3724
東京 京王バス南(株) ★★ 10 042-352-3724
東京 (株)プリンシプル⾃動⾞ ★★ 40 042-789-3100
東京 東京空港交通(株) ★★ 59 03-3665-7220
東京 ケイエム観光バス(株) ★★ 110 03-5705-5931
東京 ⽇⽴⾃動⾞交通(株) ★★ 57 03-5682-1122
東京 国際興業(株)（国際興業バス） ★★ 76 03-3273-1330
東京 ジェイアールバス関東(株) ★★ 44 03-5334-0808
東京 宮園⾃動⾞(株) ★ 26 03-3594-2953
東京 ⼤新東(株) ★ 126 03-5784-1205
東京 東京ワーナー観光(株) ★ 12 03-3850-5757
東京 (株)城北交通 ★ 18 03-3670-2158
東京 磐梯東都バス(株) ★ 29 03-3982-1553
東京 東都観光バス(株) ★ 183 03-3987-2401
東京 (株)HMC東京 ★ 48 03-5658-4451
東京 関東バス(株) ★ 5 03-3371-2751
東京 ニッコー観光バス(株) ★ 51 03-3799-9231

神奈川 (株)マコト ★★ 13 045-432-7770
神奈川 川崎鶴⾒臨港バス(株) ★★ 9 044-245-8686
神奈川 天台観光(株) ★★ 38 045-366-6500
神奈川 神奈川中央交通(株) ★★ 50 0463-22-8809
神奈川 (株)シティアクセス相模 ★★ 19 046-245-1306
神奈川 ⼭⼝⾃動⾞(株)（YM交通） ★★ 24 042-770-8112
神奈川 箱根登⼭バス(株) ★★ 6 0465-35-1201
神奈川 箱根登⼭観光バス(株) ★ 18 0465-30-2111
神奈川 (株)宮島運輸 ★ 16 045-847-0760
神奈川 (株)バス窓.com ★ 11 042-783-5757
神奈川 秦野交通(株) ★ 7 0463-81-6725
新潟 南越後観光バス(株) ★★ 25 025-773-2573
新潟 柏崎タクシー(株) ★★ 22 0257-21-0061
新潟 銀嶺タクシー(株)（銀嶺観光バス） ★★ 11 025-772-4545
新潟 蒲原鉄道(株) ★★ 15 0250-58-8966
新潟 昭和観光(株) ★ 11 025-782-1113
新潟 頸城⾃動⾞(株) ★ 40 025-543-4135
新潟 (株)⿂沼中央トランスポート ★ 22 025-783-6111
富⼭ エムアールテクノサービス(株) ★★ 9 0766-27-6003
富⼭ (株)なぎさ交通 ★ 10 0763-82-5570
⽯川 ⼩松バス(株) ★★ 21 0761-22-3721
⽯川 なるわ交通(株) ★★ 14 076-253-2211
⽯川 京福リムジンバス(株) ★★ 9 0761-75-3800
⽯川 ⾦城交通(株) ★★ 22 076-253-3333
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⽯川 北崎⾃動⾞⼯業(株)（⽩⼭きたさきバス） ★ 21 076-275-0288
⽯川 ケイ・エス(株) ★ 21 076-258-9031
福井 ⼤野観光⾃動⾞(株)（OK BUS） ★★ 16 0779-66-2552
福井 ケイカン交通(株) ★★ 16 0776-78-6234
福井 敦賀観光バス(株) ★★ 20 0770-25-2111
福井 (株)AceLiner ★★ 9 0770-21-5600
福井 敦賀海陸運輸(株) ★ 30 0770-24-3555
福井 福井交通(株) ★ 16 0776-23-0112
福井 レインボー観光⾃動⾞(株) ★ 21 0770-45-0251
福井 池⽥観光(株) ★ 9 0778-44-6660
福井 ⼤福交通(株) ★ 12 0779-88-1331
福井 オクエツ観光(株) ★ 9 0779-88-2046
福井 鯖江交通(株) ★ 27 0778-76-3656
福井 朝⽇⾃動⾞(株) ★ 6 0778-34-0037
福井 (株)ワコーサービス ★ 19 0770-25-8845
福井 福井⾞輌輸送(株) ★ 15 0778-43-5444
福井 福井中央観光(株) ★ 10 0776-56-8877
福井 光タクシー(有) ★ 6 0776-98-3939
⻑野 (有)やまびこ（やまびこバス） ★★ 18 0261-23-6655
⻑野 ⻑電バス(株) ★★ 36 026-295-8300
⻑野 ⼭⾕観光バス(株) ★ 9 0266-57-3600
⻑野 昌栄⾼速運輸(株)（昌栄バス） ★ 19 026-283-5091
⻑野 (株)やまびこスケートの森 ★ 7 0266-24-2494
⻑野 (株)アリーナ ★ 35 026-299-6200
⻑野 (有)ユニバーサル運輸 ★ 8 026-222-7118
岐⾩ (株)⽇本タクシー ★★ 59 058-247-8881
岐⾩ (株)丹⽣川観光 ★★ 15 0577-35-7070
岐⾩ (株)⽩⿃交通 ★ 7 0575-82-5081
岐⾩ (有)⼋幡観光バス ★ 3 0575-67-0577
岐⾩ 岐⾩乗合⾃動⾞(株) ★ 16 058-240-8816
岐⾩ 中部観光(株) ★ 8 0573-26-1855
岐⾩ 久々野観光(株) ★ 11 0577-52-2992
岐⾩ (有)⾈⼭バス ★ 9 0577-52-3630
岐⾩ (有)⽵原交通 ★ 14 0576-26-3377
静岡 (株)沼津登⼭東海バス ★★ 11 055-935-6611
静岡 信興バス(株) ★★ 27 0545-60-1234
静岡 しずてつジャストライン(株) ★★ 22 0120-012-990
静岡 (株)アンビ・ア ★★ 30 054-620-7720
静岡 (株)⼤鉄アドバンス（⼤鉄観光バス） ★★ 27 0547-46-2370
静岡 ⽇本平⾃動⾞(株) ★★ 21 054-237-2000
静岡 (株)恋路企画（すそのバス） ★★ 10 055-965-4301
静岡 (株)エポック ★★ 15 0537-85-5320
静岡 丸勇交通(株) ★ 22 054-364-2001
静岡 (株)第⼀通商 ★ 5 0537-23-6226
静岡 (株)シグマ観光サービス ★ 8 054-271-8850
愛知 名鉄観光バス(株) ★★ 280 052-228-8000
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愛知 つばめ⾃動⾞(株) ★★ 23 052-203-0020
愛知 フジキュー整備(株)（FKライン） ★★ 26 0120-005-249
愛知 名古屋バス(株) ★ 35 052-901-3537
愛知 豊鉄バス(株) ★ 7 0532-44-8414
愛知 (株)⻄三交通 ★ 49 0564-27-7077
愛知 ⼤興タクシー(株) ★ 14 0566-21-3419
三重 三岐鉄道(株) ★ 28 059-365-1800
三重 中⽇臨海バス(株) ★ 247 044-276-0055
滋賀 ひばり観光バス(株) ★★ 11 0749-62-7111
滋賀 滋賀観光バス(株) ★★ 122 0748-62-3111
滋賀 (株)帝産観光バス滋賀 ★ 19 077-565-8171
京都 京阪バス(株) ★★ 71 075-672-2166
京都 (有)京都さくら観光 ★★ 11 0772-84-0322
京都 明星⾃動⾞(株) ★★ 31 075-722-1010
京都 (株)ヤサカバス ★ 8 075-692-2360
京都 ヤサカ観光バス(株) ★ 138 075-681-2151
京都 京都観光バス(株) ★ 27 075-925-1500
⼤阪 南海ウイングバス南部(株) ★★ 13 072-467-0091
⼤阪 北港観光バス(株) ★★ 114 06-6922-9222
⼤阪 ⼤阪バス(株) ★★ 42 06-4308-0800
⼤阪 (株)国際興業⼤阪（国際興業観光バス） ★★ 25 06-6322-1388
⼤阪 関⻄中央交通(株) ★★ 10 072-490-3670
⼤阪 東豊観光(株) ★★ 48 06-6659-4612
⼤阪 ユタカ交通(株) ★★ 10 072-762-5600
⼤阪 ⼤阪緑⾵観光(株) ★ 47 06-6363-1912
⼤阪 ⼤阪バス近畿(株) ★ 32 06-6745-4555
⼤阪 ⽇本観光(株) ★ 23 072-422-2311
⼤阪 ケイ・エス・エバーグリーン観光(株) ★ 21 06-6553-3879
⼤阪 ⼤阪観光バス(株) ★ 20 06-4308-0010
⼤阪 阪急バス(株) ★ 56 06-6866-3172
⼤阪 近畿通運(株)（近畿都島観光） ★ 16 06-6956-3011
兵庫 扇観光(株)（扇観光バス） ★★ 10 078-412-5000
兵庫 淡路交通(株) ★★ 7 0799-22-1055
兵庫 神鉄バス(株) ★★ 66 078-982-3168
兵庫 阪神バス(株) ★★ 10 06-6416-1351
兵庫 全但バス(株) ★★ 26 079-662-2131
兵庫 加古川バス(株) ★ 20 079-426-6333
兵庫 アクセス滝野観光(株) ★ 11 0795-48-2407
兵庫 (株)ミツワサービス（ミツワバス） ★ 19 072-757-3535
兵庫 神姫観光バス(株) ★ 118 079-223-1555
兵庫 (有)⼤伸観光 ★ 8 0795-82-1056
奈良 ⼤紀観光(株) ★★ 45 0747-52-5964

和歌⼭ 和歌⼭バス(株) ★ 5 073-445-9133
和歌⼭ 中紀河南タクシー(株) ★ 7 0738-24-1001
和歌⼭ ユタカ交通(株) ★ 17 073-422-5356
和歌⼭ (株)中紀バスKANSAI ★ 25 073-477-5501
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和歌⼭ 有⽥鉄道(株) ★ 19 0737-52-3034
和歌⼭ (有)⾕⼝⾃動⾞ ★ 11 0739-48-8138
和歌⼭ 明光バス(株) ★ 22 0739-42-3008
⿃取 (株)チロル ★ 21 0859-75-3300
島根 (株)イワミツアー ★★ 32 0856-24-0076
岡⼭ ロウズ観光(株)（ロウズバス） ★★ 12 086-466-6411
岡⼭ (株)⼆葉観光運輸 ★★ 14 0866-82-0668
岡⼭ ナカウン(株) ★★ 35 086-221-1222
岡⼭ 中鉄観光(株)【岡⼭】 ★★ 18 0866-93-6211
岡⼭ 中鉄観光(株)【津⼭】 ★★ 7 0868-21-3100
岡⼭ 岡⼭交通(株) ★★ 8 086-263-1616
岡⼭ 備北バス(株) ★ 12 0866-48-9111
岡⼭ 東洋実業(有) ★ 36 086-421-3324
岡⼭ 北振バス(株) ★ 18 0866-84-0777
岡⼭ プラザ交通(株) ★ 8 086-273-7666
岡⼭ 中鉄バス(株) ★ 8 086-222-6601
広島 中国タクシー(株)（チュウタクバス） ★★ 21 0847-45-4128
広島 備北交通(株) ★★ 9 0824-72-2122
広島 芸陽バス(株) ★★ 15 082-424-4700
広島 本四バス開発(株) ★★ 18 082-250-3220
広島 鞆鉄道(株)（トモテツバス） ★★ 30 084-952-3700
広島 つばめ交通(株) ★★ 22 082-221-8180
広島 (株)ユーエムエス ★★ 7 082-840-1588
広島 (株)中国交通 ★ 12 0848-25-3779
広島 広島電鉄(株) ★ 14 082-242-3521
広島 シーエムシー(株) ★ 27 082-224-1961
広島 太平交通(株) ★ 5 0848-44-2292
⼭⼝ 萩近鉄タクシー(株) ★★ 4 0838-22-0924
⼭⼝ 船⽊鉄道(株)（船鉄バス） ★★ 21 0836-67-0321
⼭⼝ 周南近鉄タクシー(株) ★★ 7 0834-21-8890
⼭⼝ 防⻑交通(株) ★★ 54 0834-22-7801
⼭⼝ サンデン観光バス(株) ★★ 29 083-263-4260
⼭⼝ 防⻑観光バス(株) ★★ 34 0834-31-1234
⼭⼝ ブルーライン交通(株) ★ 5 083-786-0059
⼭⼝ 明徳観光(株) ★ 5 083-957-0410
⼭⼝ いわくにバス(株) ★ 6 0827-22-1092
徳島 徳島バス(株) ★★ 40 088-622-1811
⾹川 ことでんバス(株) ★★ 39 087-821-3033
⾹川 屋島観光バス(株) ★★ 13 087-843-4355
⾹川 ⼤川⾃動⾞(株)（⼤川バス） ★ 67 0879-52-2521
⾹川 琴参バス(株) ★ 59 0877-22-9191
⾹川 (有)三豊中央観光バス ★ 12 0875-57-1717
⾹川 (株)河⽥タクシー ★ 3 0875-25-2918
⾹川 琴参タクシー(株) ★ 6 0877-59-1200
⾹川 琴平バス(株) ★ 16 0877-73-3331
愛媛 宇和島⾃動⾞(株)（宇和島バス） ★★ 46 0895-22-2200
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新たに認定された貸切バス事業者（平成２６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
愛媛 瀬⼾内運輸(株) ★ 60 0898-23-3711
愛媛 伊予鉄道(株) ★ 32 089-948-3111
⾼知 (有)⿊岩観光 ★★ 5 0889-22-9225
福岡 北九州市交通局 ★★ 24 093-771-8410
福岡 ⻄鉄バス北九州(株) ★★ 12 093-522-1111
福岡 ⻄⽇本鉄道(株) ★★ 50 092-734-2684
福岡 堀川観光バス(株) ★ 35 092-957-6200
佐賀 祐徳⾃動⾞(株) ★ 55 0952-30-5588
佐賀 昭和⾃動⾞(株) ★ 91 092-643-1188
⻑崎 ⻑崎県交通局（⻑崎県営バス） ★★ 61 095-822-2959
⻑崎 させぼバス(株) ★ 5 0956-25-5111
⻑崎 ⻄肥⾃動⾞(株) ★ 41 0956-31-8118
熊本 熊本タクシー(株)（肥後観光バス） ★★ 11 096-281-1070
熊本 熊本電気鉄道(株) ★★ 18 096-343-0156
熊本 九州産交観光(株) ★ 45 096-325-1181
熊本 産交バス(株) ★ 29 096-355-5588
⼤分 ⻲の井バス(株) ★★ 27 0977-23-5179
⼤分 ⽇⽥バス(株) ★★ 12 0973-22-2300
⼤分 ⼤分交通(株) ★ 17 097-532-5155
⼤分 ⼤交北部バス(株) ★ 12 0979-22-0071
⼤分 国東観光バス(株) ★ 5 0978-62-5411
⼤分 玖珠観光バス(株) ★ 6 0973-72-1131
⼤分 ⼤野⽵⽥バス(株) ★ 13 0974-22-6155
宮崎 (有)⾼崎観光バス ★ 10 0986-62-5630

⿅児島 伊佐交通観光(株) ★★ 10 0995-23-0608
⿅児島 ⿅児島中央観光バス(株) ★★ 18 099-238-5885
⿅児島 南薩観光(株) ★ 17 0993-83-2275
⿅児島 さつま交通観光(株) ★ 15 0995-72-1515
⿅児島 本村交通(株) ★ 13 0986-72-3333
⿅児島 (有)ほたる観光 ★ 8 0993-85-3335
沖縄 那覇バス(株) ★★ 93 098-858-1114
沖縄 (株)琉球バス交通 ★★ 98 098-852-2520
沖縄 沖縄バス(株) ★ 82 098-862-6737

8,242
※ 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 309 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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