
令和３年４月１日現在
都道府県 業者名
茨城県 茨城交通
茨城県 関鉄観光バス
茨城県 中山観光自動車
茨城県 常南交通
茨城県 常陸観光バス
茨城県 はとり観光
茨城県 三陸観光
茨城県 さくら自動車
茨城県 鹿島観光自動車
茨城県 サワキ観光
栃木県 関東自動車
栃木県 栃木交通バス
栃木県 やしお観光バス
栃木県 大越観光バス
栃木県 康栄観光バス
栃木県 ビューロマン観光
栃木県 那須中央観光バス
栃木県 うつのみや観光
群馬県 群馬バス
群馬県 上信観光バス
群馬県 館林観光バス
群馬県 つゝじ観光バス
群馬県 美山観光バス　（群馬県）
群馬県 群馬コープ観光
群馬県 日本中央バス
群馬県 上州観光バス
群馬県 関越交通
群馬県 ビーエムバス
群馬県 北関東観光
群馬県 群北観光バス
群馬県 赤城観光自動車
群馬県 群馬中央バス
群馬県 スター交通
群馬県 湯本自動車サービス
群馬県 尾瀬紀行
埼玉県 埼玉自動車交通
埼玉県 武蔵野交通
埼玉県 ニュー秩父交通
埼玉県 本庄観光
埼玉県 東埼玉観光バス
埼玉県 三倭観光
埼玉県 エムエス観光バス
埼玉県 みずほ観光バス
埼玉県 秩父鉄道観光バス
埼玉県 西武観光バス
埼玉県 広栄交通バス
埼玉県 近藤自動車工業
埼玉県 平成観光バス（埼玉県）
埼玉県 武蔵グリーン観光
埼玉県 丸大観光
埼玉県 さくら観光バス　（埼玉県）
埼玉県 ダイヤモンド観光バス
埼玉県 つばさ観光バス
埼玉県 晃和交通
埼玉県 大和観光バス　（埼玉県）
埼玉県 朝日観光バス
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埼玉県 和光観光バス
埼玉県 美杉観光バス
埼玉県 富士自動車
千葉県 千葉交通
千葉県 さくら観光バス　（千葉県）
千葉県 海浜観光自動車
千葉県 東葛観光バス
千葉県 なの花交通バス
千葉県 アーガス観光
千葉県 水郷観光
千葉県 武井観光
千葉県 都市交通ハイヤー
千葉県 東京湾岸交通
千葉県 明日香交通
千葉県 オートウィル
千葉県 日東交通
千葉県 東交通
東京都 京王電鉄バス
東京都 国際興業観光バス
東京都 東武バス
東京都 東京ヤサカ観光バス
東京都 東都観光バス
東京都 東京空港交通（リムジン）
東京都 はとバス
東京都 八丈町営バス
東京都 東交観光バス
東京都 ＨＭＣ東京
東京都 ケイエム観光バス
東京都 ＪＲバス関東（本社）
東京都 ＪＲバス関東（館山）
東京都 ＪＲバス関東（東京）
東京都 ＪＲバス関東（長野原）
東京都 ニュープリンス観光バス
東京都 日の丸自動車興業
東京都 メモリー観光バス
東京都 キャブステーション
東京都 西東京バス
東京都 東栄観光バス
東京都 ＡＴ　ＬＩＮＥＲ
東京都 ニッコー観光バス
東京都 ノース・リバー
東京都 城北交通（東京都）
東京都 東京ワーナー観光バス
東京都 ラッキーバス　（東京都）
東京都 プリンシプル自動車
東京都 小田バス
東京都 西郡観光バス
東京都 帝産観光バス
東京都 東海汽船
神奈川県 スバル観光バス
神奈川県 神田交通
神奈川県 つばめ観光バス（神奈川県）
神奈川県 シティアクセス
神奈川県 神奈中観光バス
神奈川県 厚木元湯観光
神奈川県 アツレン観光バス
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神奈川県 杉崎観光バス
神奈川県 カミコウバス
神奈川県 天台観光
山梨県 山梨交通
山梨県 西東京観光バス
山梨県 栄和交通
山梨県 玉観光バス
山梨県 東山梨観光バス
山梨県 飯丘観光
山梨県 富士急行（バス）
山梨県 上野原観光
山梨県 山梨中央交通
長野県 朝日観光自動車
長野県 伊那バス
長野県 柿木観光バス
長野県 関電アメニックス
長野県 信南交通
長野県 千曲バス
長野県 長電バス
長野県 エース観光
長野県 アルピコ交通
長野県 草軽交通
長野県 信州観光バス
長野県 茅野バス観光
長野県 山谷観光バス
長野県 森宮交通
長野県 裾花観光バス
長野県 共和観光バス
長野県 ヒロモト観光バス
長野県 上田バス
長野県 中央グリーン観光バス
長野県 岡谷観光バス
長野県 アリーナ
長野県 太陽バス
長野県 葵交通
長野県 わらび野観光バス
長野県 昌栄バス
長野県 長野中央バス
長野県 長野交通
長野県 白馬交通
長野県 ティーアール観光
長野県 信濃物流
長野県 軽井沢バス
長野県 シーマ観光バス
長野県 てまりバス
長野県 聖高原バス
長野県 南安タクシー
新潟県 越後交通
新潟県 蒲原鉄道
新潟県 柏崎交通
新潟県 頸城自動車
新潟県 新潟交通観光バス
新潟県 村上自動車
新潟県 昭和観光（新潟県）
新潟県 新潟交通佐渡
新潟県 日の出交通（新潟中央観光バス）
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新潟県 ゆきつばき観光
新潟県 南越後観光バス
新潟県 越佐観光バス
新潟県 ドリーム観光バス（新潟県）
新潟県 新潟第一観光バス
新潟県 越王観光バス
新潟県 小千谷観光バス
新潟県 泉観光バス
新潟県 中越交通
新潟県 妙高高原観光バス
新潟県 アイ・ケーアライアンス
新潟県 魚沼中央トランスポート
新潟県 大滝観光バス
新潟県 直江津観光バス
新潟県 ひかり交通
新潟県 サンライズカンパニー
新潟県 やまとタクシー
新潟県 セントラル観光
新潟県 銀嶺タクシー
新潟県 フィールド観光
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