
県名 施設名 2016.11.16付
北海道 網走観光交通
北海道 旭川電気軌道
北海道 エルム観光バス
北海道 北海道北見バス
北海道 たいせつバス
北海道 札幌観光バス
北海道 斜里バス
北海道 宗谷バス
北海道 くしろバス
北海道 十勝バス
北海道 道南バス
北海道 根室交通
北海道 エイチ・ビー観光バス
北海道 函館帝産バス
北海道 北海道観光バス
北海道 北海道中央バス
北海道 北都交通
北海道 毎日交通
北海道 北紋バス
北海道 北海道拓殖バス
北海道 時計台バス
北海道 千歳相互観光バス
北海道 ジェイ・アール北海道バス
北海道 士別軌道
北海道 藤観光バス
北海道 ふらのバス
北海道 帯運観光バス
北海道 はまなす観光バス
北海道 旭観光バス
北海道 太平洋交通
北海道 三和交通
北海道 北観光バス
北海道 日交ハイヤー
北海道 どうなん交通
北海道 ＨＫＢ
北海道 朝日交通
北海道 樽前観光バス
北海道 東ハイヤー
北海道 士幌交通
北海道 悠遊観光バス
北海道 ケーエス北の星観光バス
北海道 美咲観光
北海道 札幌ばんけいバス
北海道 ジャパンリムジンサービス
北海道 フラワー観光バス
北海道 北日本トランスポート
北海道 あつまバス
北海道 悠観光バス
北海道 ドリーム観光バス
北海道 紋別観光バス
北海道 厚沢部観光
北海道 飛内交通
北海道 岩見沢観光バス
北海道 親日国際交通北海道
北海道 スマイル観光バス
北海道 北海道ミントバス
北海道 つたいバス
北海道 キャブステーション



青森県 光洋観光バス
青森県 北彩観光
青森県 三八五観光タクシー
青森県 西海観光
青森県 弘南バス
青森県 十和田観光電鉄
青森県 北都観光
青森県 上北観光バス
青森県 南部バス
青森県 三八五交通
青森県 三八五バス
青森県 マルイチ観光
岩手県 東北都市交通
岩手県 岩手県北自動車
岩手県 岩手県交通
岩手県 東和町総合サービス公社
岩手県 花巻観光バス
岩手県 ファミリー観光バス
岩手県 ＪＡバス
岩手県 北都交通
岩手県 開発運輸バス
岩手県 岩手急行バス
岩手県 東磐交通
岩手県 平泉観光
宮城県 東和観光バス
宮城県 新栄観光バス
宮城県 南三陸観光バス
宮城県 日本三景交通
宮城県 東洋交通
宮城県 東日本急行
宮城県 宮城交通
宮城県 ジェイアールバス東北
宮城県 仙南交通
宮城県 仙台バス
宮城県 タケヤ交通
宮城県 仙台泉観光バス
宮城県 ドリーム観光
宮城県 グリーン観光バス
宮城県 昭和タクシー貸切バス
宮城県 とよま観光バス
宮城県 キャブステーション
秋田県 秋北バス
秋田県 能代観光
秋田県 秋田中央交通
秋田県 あさひ自動車
秋田県 秋田中央トランスポート
秋田県 羽後交通
山形県 松山観光バス
山形県 庄内みどり観光バス
山形県 庄内交通
山形県 トランスオーシャンバス
山形県 べにばな観光
山形県 舞鶴観光
山形県 山交バス
山形県 八千代観光バス
山形県 赤湯観光バス
山形県 ヨネザワバス観光
山形県 サイトシーイング蔵王
福島県 福島交通



福島県 大和自動車交通
福島県 トランスパック
福島県 福島観光自動車
福島県 西部観光バス
福島県 郡山観光交通
福島県 郡山中央交通
福島県 オールスター観光
福島県 会津乗合自動車
福島県 会津交通
福島県 新常磐交通自動車
福島県 報徳バス
福島県 桜交通
福島県 つばさ交通コーポレーション
福島県 ダリア観光バス
福島県 報徳観光バス郡山
福島県 野本観光バス
福島県 福島西交通
福島県 ＴＳ観光
福島県 喜多方観光バス
福島県 メール観光
茨城県 茨城交通
茨城県 茨城東武観光
茨城県 日産観光
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
栃木県 関東自動車
栃木県 栃木交通バス
栃木県 東野交通
栃木県 やしお観光バス
栃木県 大越観光バス
栃木県 ビューロマン観光
栃木県 康栄観光バス
栃木県 那須中央観光バス
栃木県 東武バス日光
群馬県 赤城観光自動車
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 つつじ観光バス
群馬県 美山観光バス
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 群馬中央バス
群馬県 スター交通
埼玉県 埼玉自動車交通
埼玉県 武蔵野交通
埼玉県 秩父鉄道観光バス
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 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 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 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
千葉県 千葉交通
千葉県 鏡浦自動車
千葉県 さくら観光バス
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 武井観光
千葉県 水郷観光バス
千葉県 都市交通ハイヤー
東京都 東京ヤサカ観光バス
東京都 ニュー東京観光自動車
東京都 日の丸自動車興業
東京都 国際興業観光バス
東京都 ケイエム観光バス
東京都 東京空港交通（リムジン）
東京都 はとバス
東京都 京浜急行バス
東京都 京王電鉄バス
東京都 立川バス
東京都 東武バス
東京都 東武バスセントラル
東京都 東都観光バス
東京都 八丈町営バス
東京都 東海汽船
東京都 東交観光バス
東京都 ニュープリンス観光バス
東京都 メモリー観光バス
東京都 西郡観光バス
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 帝産観光バス
東京都 大同交通
東京都 東京バス
東京都 ＨＭＣ東京
東京都 キャブステーション
東京都 インフォマティック
東京都 西東京バス
東京都 東栄観光バス
東京都 京王電鉄バス（貸切バス）
東京都 ニッコー観光バス
神奈川県 神奈中観光バス



神奈川県 神田交通
神奈川県 シティアクセス
神奈川県 厚木元湯観光
神奈川県 江ノ島電鉄（江ノ電）
神奈川県 スバル観光バス
神奈川県 大東観光交通
神奈川県 つばめ観光バス
神奈川県 全農物流
神奈川県 アツレン観光バス
神奈川県 横濱ベイサイドライン
神奈川県 杉崎観光バス
神奈川県 箱根登山バス
神奈川県 シティアクセス相模
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 山交タウンコーチ
山梨県 山梨観光バス
山梨県 東山梨観光バス
山梨県 飯丘観光
山梨県 上野原観光
山梨県 富士急行（バス）
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 関西電力
長野県 北アルプス交通
長野県 信南交通
長野県 千曲バス
長野県 中央アルプス観光
長野県 長電バス
長野県 アルピコ交通
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 草軽交通
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 クラウン交通
長野県 アリーナ
長野県 太陽バス
長野県 葵交通
長野県 南安タクシー
長野県 エース観光
長野県 美勢タクシー
長野県 わらび野観光バス
長野県 昌栄バス
長野県 ミレニアム観光
長野県 長野中央バス
長野県 長野交通
新潟県 新潟交通観光バス
新潟県 新潟交通佐渡
新潟県 越後交通



新潟県 蒲原鉄道
新潟県 柏崎タクシー
新潟県 頸城自動車
新潟県 村上自動車
新潟県 昭和観光
新潟県 新潟中央観光バス（日の出交通）
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 銀嶺タクシー
新潟県 北越後観光バス
新潟県 ドリーム観光バス
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 第一タクシー
新潟県 中越交通
新潟県 アイ・ケーアライアンス
新潟県 越後交通・ゴールデンツアー
新潟県 新潟交通・くれよん
新潟県 吉田交通
新潟県 魚沼中央トランスポート
新潟県 妙高高原観光バス
新潟県 フィールド・あが
新潟県 大滝自動車
静岡県 伊豆箱根バス
静岡県 東海自動車
静岡県 しずてつジャストライン
静岡県 遠州鉄道
静岡県 アンビア
静岡県 大鉄アドバンス
静岡県 丸勇交通
静岡県 イハラ観光
静岡県 吉田観光
静岡県 スルガ観光
静岡県 新東海バス
静岡県 新富士観光バス
静岡県 トウブ急行
静岡県 アクト観光
静岡県 さくら交通
静岡県 南伊豆東海バス
静岡県 静鉄ジョイステップバス
静岡県 なゆた観光自動車
静岡県 浜松バス
愛知県 知多乗合
愛知県 名鉄バス
愛知県 名阪近鉄バス
愛知県 ＪＲ東海バス
愛知県 名古屋滋賀交通
愛知県 豊鉄観光バス
愛知県 帝産観光バス名古屋
愛知県 観光販売システムズ（会員バス）
愛知県 名鉄観光バス
愛知県 さるびあ交通
愛知県 西三交通
愛知県 ＫＯＷＡエクスプレス
愛知県 名古屋国際観光バス
愛知県 竹豊



愛知県 キャブステーション
岐阜県 岐阜バス観光
岐阜県 岐阜乗合自動車
岐阜県 東濃鉄道
岐阜県 濃飛乗合自動車
岐阜県 ヒダタクシー
岐阜県 ニュー飛騨観光バス
岐阜県 萩原交通
岐阜県 斐太バス
岐阜県 南飛騨観光バス
岐阜県 新興交通
岐阜県 高山観光バス
岐阜県 はと観光交通
岐阜県 丹生川観光
岐阜県 久々野観光
岐阜県 舟山バス
岐阜県 岐阜羽島バス・タクシー
岐阜県 郡上交通
岐阜県 サカガワ観光バス
岐阜県 日本タクシー
岐阜県 川島観光バス
岐阜県 竹原交通
岐阜県 奥飛騨観光バス
岐阜県 日の丸自動車
岐阜県 ブルーラインバス
三重県 三重交通
三重県 久居交通
三重県 冨士交通
三重県 北森交通
三重県 伊勢国際観光
三重県 伊賀交通
富山県 新富観光サービス
富山県 富山地方鉄道（バス）
富山県 立山黒部貫光
富山県 高岡交通
富山県 三島野観光
富山県 西部観光バス
石川県 北陸交通
石川県 能登島交通
石川県 丸一観光
石川県 おおくら観光
石川県 大和タクシー
石川県 マップ
石川県 北日本観光自動車
石川県 小松バス
石川県 北陸鉄道
石川県 冨士交通
福井県 大野観光自動車
福井県 福井交通
福井県 福井鉄道
福井県 ケイカン交通
福井県 京福バス
福井県 レインボー観光自動車
福井県 敦賀海陸運輸
福井県 福井バス
福井県 山海交通
福井県 三国交通
福井県 勝山交通
福井県 永平寺観光



福井県 鯖江交通
福井県 十郷観光
福井県 あわら観光
福井県 白山交通
福井県 ワコーサービス
福井県 福井中央観光
滋賀県 帝産観光バス滋賀
滋賀県 近江鉄道
滋賀県 滋賀観光バス
滋賀県 彦根観光バス
滋賀県 びわこ観光バス
滋賀県 ひばり観光バス
滋賀県 中田観光バス
滋賀県 江若交通
滋賀県 京都ヤサカ観光バス
滋賀県 滋賀中央観光バス
京都府 京都ヤサカ観光バス
京都府 帝産観光バス
京都府 丹後海陸交通（バス）
京都府 京都交通
京都府 ケイエム観光
京都府 ウイング
京都府 日本交通福知山
京都府 前田観光自動車
京都府 丸中観光バス
京都府 京阪バス
京都府 コスモ観光
京都府 都タクシー
京都府 久美浜観光バス
京都府 美山観光バス
京都府 京都観光バス
京都府 エムケイ観光バス
京都府 新日本観光
京都府 橘交通
京都府 京都さくら観光
京都府 山一サービス
大阪府 岸和田観光バス
大阪府 大阪ヤサカ観光バス
大阪府 阪急観光バス
大阪府 大阪両備バス
大阪府 日本交通
大阪府 千里山バス
大阪府 大和観光バス
大阪府 商都交通
大阪府 帝産観光バス
大阪府 西日本ＪＲバス（本社）
大阪府 西日本ＪＲバス（金沢）
大阪府 西日本ＪＲバス（近江今津）
大阪府 西日本ＪＲバス（京都）
大阪府 西日本ＪＲバス（大阪）
大阪府 大阪第一交通
大阪府 アクロス大阪バス
大阪府 近鉄観光バス
大阪府 大阪バス
大阪府 近鉄バス
大阪府 南海バス
大阪府 エヌ・イー・ケイ交通
大阪府 泉州観光
大阪府 国際興業大阪観光バス



大阪府 中央交通バス
大阪府 エスカルゴかたつむりバス
大阪府 ユタカ交通
大阪府 寝屋川バス
大阪府 キャブステーション
大阪府 関西空港交通
大阪府 大阪空港交通
大阪府 阪急バス
兵庫県 兵庫中央バス
兵庫県 神姫観光バス
兵庫県 神姫バス
兵庫県 帝産観光バス神戸
兵庫県 三共バス
兵庫県 淡路交通
兵庫県 みなと観光バス
兵庫県 洲本観光バス
兵庫県 ショーゼン
兵庫県 淡路タクシー
兵庫県 甲南観光バス
兵庫県 大上観光バス
兵庫県 大伸観光
兵庫県 神崎交通
兵庫県 新井交通
兵庫県 全但バス
兵庫県 小野観光
兵庫県 山陽バス
兵庫県 ランドウェイ
兵庫県 氷上観光
兵庫県 アクセス滝野観光
兵庫県 一交通
兵庫県 吉川交通
兵庫県 北近畿観光
兵庫県 播州交通
兵庫県 あいおい観光バス
兵庫県 にしき観光
兵庫県 夢観光バス
兵庫県 エスエス観光バス
兵庫県 太子産業（ふれあい観光バス）
兵庫県 社交通
兵庫県 全但タクシー
兵庫県 イワサバス
奈良県 奈良観光バス
奈良県 奈良交通
奈良県 佐原自動車
奈良県 大和高原交通
和歌山県 御坊南海バス
和歌山県 中紀バス
和歌山県 野鉄観光
和歌山県 明光バス
和歌山県 龍神自動車
和歌山県 熊野交通
和歌山県 有田鉄道
和歌山県 大十バス
和歌山県 和歌山バス
和歌山県 ユタカ交通
和歌山県 日の丸観光バス
和歌山県 クリスタル観光バス
和歌山県 大塔交通社
和歌山県 末広観光バス



鳥取県 日本交通（鳥取）
鳥取県 日ノ丸自動車
鳥取県 中央タクシー
鳥取県 チロル観光
鳥取県 河原交通
鳥取県 大森タクシー
鳥取県 醐醍交通
鳥取県 日ノ丸ハイヤー（バス）
鳥取県 メルヘン
島根県 一畑バス
島根県 松江一畑交通
島根県 出雲一畑交通
島根県 日本交通（島根）
島根県 谷本ハイヤー
島根県 スサノオ観光
島根県 石見交通
島根県 隠岐観光
島根県 隠岐一畑交通
島根県 伯太観光
島根県 仁多観光バス
島根県 隠岐海士交通
島根県 島タクシー
島根県 イワミツアー
島根県 はつみ交通
島根県 出雲観光タクシー
島根県 サンフラワー観光
島根県 奥出雲観光
島根県 ぜん観光バス
島根県 東出雲観光バス
岡山県 下電観光バス
岡山県 中鉄観光
岡山県 吉備交通
岡山県 二葉観光運輸
岡山県 両備ホールディングス
岡山県 吉野自動車
岡山県 勝田交通
岡山県 一丸タクシー
岡山県 備北バス
岡山県 有本観光バス
岡山県 プラザ交通
岡山県 岡電バス
岡山県 下津井電鉄
岡山県 西部観光
岡山県 あしん中央観光バス
岡山県 ナカウン観光バス
岡山県 東洋バス
岡山県 鏡野観光バス
岡山県 大原観光交通
岡山県 北振バス
広島県 城南観光
広島県 大平交通
広島県 ささき観光
広島県 廿日市交通
広島県 大福観光
広島県 エクシードタクシー
広島県 アシナトランジット
広島県 中国バス
広島県 八重タクシー（バス）
広島県 中国交通



広島県 ニコニコ観光
広島県 中国ＪＲバス
広島県 壬生交通
広島県 豊平交通
広島県 つばめ交通
広島県 三和タクシー
広島県 広島第一交通
広島県 三段峡交通
広島県 西日本自動車
広島県 東和交通
広島県 カープタクシー
広島県 富士交通
広島県 十番交通
広島県 本四バス
広島県 防長観光バス
広島県 高宮中央交通
広島県 津田交通
広島県 君田交通
広島県 おのみちバス
広島県 中国タクシー
広島県 広交観光
広島県 東広島タクシー
広島県 呉交タクシー
広島県 道後タクシー
広島県 鞆鉄道
広島県 広島電鉄
山口県 サンデン交通
山口県 防長交通
山口県 日の丸松野タクシー
山口県 周南近鉄タクシー
山口県 大隅タクシー
山口県 船木鉄道
山口県 いさむや第一交通
山口県 小野田観光
山口県 サンデン観光バス
山口県 湯田都タクシー
山口県 明徳観光
徳島県 徳島バス
徳島県 つばめ観光
徳島県 かぐや姫観光
徳島県 四国交通
徳島県 藤西阿観光バス
徳島県 池田観光バス
徳島県 金比羅タクシー
香川県 東交バス
香川県 琴参バス
香川県 大川自動車
香川県 ことでんバス
香川県 西讃観光
香川県 ＪＲ四国バス
香川県 ＪＲ四国バス（ＷＥＢ高速）
香川県 琴平バス
香川県 エコロジャパン
香川県 豊中観光
香川県 平成バス
香川県 四国高速バス
香川県 萩交通サービス
香川県 四国中央観光
香川県 高松エクスプレス



香川県 みなみ観光
香川県 和光観光
香川県 小豆島交通
愛媛県 愛媛バス
愛媛県 いずみ観光バス
愛媛県 せとうちバス
愛媛県 西日本観光バス
愛媛県 伊予鉄道（バス）
愛媛県 宇和島自動車
愛媛県 奥道後交通
愛媛県 肱南観光バス
愛媛県 すいは観光
愛媛県 城北交通
愛媛県 伊予鉄南予バス
高知県 とさでん交通
高知県 高知西南交通
高知県 さくら観光
高知県 四万十交通
高知県 黒岩観光バス
高知県 嶺北観光自動車
高知県 平和観光
福岡県 九州遊覧観光バス
福岡県 タイガートラベル
福岡県 北都観光バス
福岡県 福岡昭和タクシー
福岡県 姪浜タクシー
福岡県 西日本自動車
福岡県 西日本鉄道
福岡県 福岡早良観光
福岡県 第一観光バス
福岡県 堀川観光バス
福岡県 若杉観光
福岡県 九州急行バス
福岡県 西鉄観光バス
福岡県 西鉄バス二日市
福岡県 西鉄バス筑豊
福岡県 西鉄バス久留米
福岡県 ＪＲ九州バス
福岡県 綜合観光バス
福岡県 天領バス
福岡県 ラッキータクシー
福岡県 福岡観光バス
福岡県 丸亀観光
福岡県 柳川観光バス
福岡県 柳城観光
福岡県 有明交通
福岡県 みつはし観光
福岡県 筑後観光バス
福岡県 白濱観光バス
福岡県 ＹＫＧ観光バス
福岡県 西日本交通観光
福岡県 八女観光バス
福岡県 大宝観光バス
福岡県 富士観光バス
福岡県 ファーストライナー
福岡県 庄内観光バス
福岡県 キャブステーション
佐賀県 昭和自動車
佐賀県 祐徳自動車



佐賀県 ロイヤル観光
佐賀県 西鉄バス佐賀
佐賀県 多久観光バス
佐賀県 玄海タクシー
佐賀県 西九州観光バス
佐賀県 肥前観光
佐賀県 伊万里交通
佐賀県 舞鶴観光バス
長崎県 壱岐交通
長崎県 玄海交通
長崎県 対馬交通
長崎県 五島自動車
長崎県 長崎県交通局
長崎県 長崎遊覧バス
長崎県 長崎バス観光
長崎県 長崎自動車
長崎県 ラッキーバス
長崎県 せいひ観光
長崎県 諫早バス観光
長崎県 雲仙観光
長崎県 島原鉄道
長崎県 林田観光バス
長崎県 島半観光バス
長崎県 西肥自動車
長崎県 パラダイス観光
長崎県 コスモ観光
長崎県 東彼観光
長崎県 オレンジ観光バス
熊本県 九州産交バス
熊本県 熊本電気鉄道
熊本県 熊本バス
熊本県 白浜交通
熊本県 菊南プラザバス
熊本県 植田観光
熊本県 託麻観光
熊本県 肥後観光バス
熊本県 南阿蘇交通
熊本県 中九州観光
熊本県 鹿北中央観光バス
熊本県 七城観光バス
熊本県 天水　ロマン観光
熊本県 下天草観光バス
熊本県 Ｂ＆Ｓみやざき
大分県 大分交通
大分県 大分バス
大分県 日豊観光バス
大分県 別府観光バス
大分県 亀の井バス
大分県 日田バス
宮崎県 宮崎交通
宮崎県 宮交タクシー
宮崎県 永峰観光バス
宮崎県 美登観光バス
宮崎県 三和交通
宮崎県 東九州交通
宮崎県 高崎観光バス
鹿児島県 鹿児島市交通局
鹿児島県 鹿児島交通
鹿児島県 鹿児島交通観光バス



鹿児島県 種子島・屋久島交通
鹿児島県 南国交通
鹿児島県 南国交通観光
鹿児島県 霧島観光交通
鹿児島県 あづま交通
鹿児島県 鹿児島中央観光バス
鹿児島県 南九州観光バス
鹿児島県 ハイビスカス観光
鹿児島県 南九州あづま交通
鹿児島県 ほたる観光
鹿児島県 南さつま交通
鹿児島県 川内観光交通
鹿児島県 山光交通
鹿児島県 南州交通
鹿児島県 さつま交通観光
鹿児島県 高山三幸観光
鹿児島県 本村交通
鹿児島県 種子島井元観光
鹿児島県 大和観光バス
鹿児島県 屋久島道の駅観光
鹿児島県 まつばんだ交通バス
鹿児島県 しまバス
鹿児島県 徳之島総合陸運
鹿児島県 沖永良部バス企業団
鹿児島県 さつきバス
沖縄県 新報トラスト（翔陽バス）
沖縄県 那覇バス
沖縄県 東陽バス
沖縄県 沖縄バス
沖縄県 美ら島観光バス
沖縄県 キャブステーション
沖縄県 久米島交通
沖縄県 東運輸
沖縄県 南ぬ島交通
沖縄県 宮古協栄バス
沖縄県 八千代バス
沖縄県 沖一ハイヤー


