
地区 都道府県 施設名 ホームページＵＲＬ
北海道 HKB株式会社 http://hkb.jp.net/
北海道 株式会社ケーエス北の星観光バス https://kitanohoshi.com/
北海道 株式会社ディリー北海道 HPなし
北海道 株式会社富良野タクシー http://personal.furano.ne.jp/ftaxi/
北海道 のぼりべつクマ牧場 https://bearpark.jp/
北海道 ワカサリゾート株式会社　有珠山ロープウェイ http://usuzan.hokkaido.jp/ja/
北海道 博物館　網走監獄 https://www.kangoku.jp/
青森県 青森県観光物産館アスパム http://aspm.aomori-kanko.or.jp/
青森県 青森タクシー株式会社 https://hk-grp.or.jp/aomori/
青森県 十和田観光電鉄株式会社 http://www.toutetsu.co.jp/ship.html
岩手県 HIRO観光バス https://hiro-bus.business.site/
岩手県 岩手県北自動車株式会社 http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/
岩手県 お休み処えさし藤原の郷 https://www.fujiwaranosato.com/
岩手県 開発運輸株式会社 http://kaihatsu-railway.co.jp/
岩手県 歴史公園えさし藤原の郷 https://www.fujiwaranosato.com/
宮城県 グリ―ン観光バス http://www.greenkanko-bus.com/
宮城県 仙台　秋保温泉　岩沼屋 https://iwanumaya.ooedoonsen.jp/
宮城県 飛翔閣 http://www.hisyoukaku.com/
秋田県 秋田まるごと市場 http://a-marugoto.net/
秋田県 有限会社つばさ観光 http://www.tsubasa0283.com/
山形県 株式会社月見（月のホテル） https://tsukinohotel.jp/
山形県 株式会社最上川三難所舟くだり https://funakudariga.com/
福島県 株式会社いわき市観光物産センター http://www.lalamew.jp/
福島県 株式会社かねまん本舗 http://www.kaneman.net/
福島県 株式会社メール観光 http://www.mailkanko.co.jp/
茨城県 株式会社三陸観光 http://sanriku-skgr.com/
栃木県 大越観光バス株式会社 http://okbus.co.jp/
群馬県 赤城観光自動車株式会社 http://akagikanko.com/
群馬県 株式会社たむらや https://www.tamuraya.com/
群馬県 榛名山ロープウェイ http://www.tanigawadake-rw.com/haruna/
埼玉県 浦和ワシントンホテル株式会社 https://washington-hotels.jp/urawa/
埼玉県 株式会社朝日観光バス http://www.asahi-bus.com/
埼玉県 株式会社きのえね http://kinoene1973.co.jp/
埼玉県 株式会社和光輸送 http://wakokanko.com/
埼玉県 三倭観光株式会社 http://www.mitsuwa-kanko.co.jp/
埼玉県 本庄観光株式会社 HPなし
千葉県 株式会社きよっぱち総本店 http://www.kiyoppachi.jp/
東京都 オリックス自動車 https://www.orix.co.jp/auto/
東京都 鹿児島華蓮銀座店 https://www.karen-ja.or.jp/karen/
東京都 銀座キャピタルホテル https://www.ginza-capital.jp/
東京都 国技館サービス一番案内書髙砂家 HPなし
東京都 東京ベイ有明ワシントンホテル http://washington-hotels.jp/ariake/
東京都 屋形船なわ安 http://www.nawayasu.com/
東京都 靖国神社　遊就館 https://www.yasukuni.or.jp/yusyukan/
神奈川県 天台観光株式会社 http://www.tendaikannko.jp
神奈川県 横浜みなとみらい万葉倶楽部 https://www.manyo.co.jp/mm21/
山形県 山梨交通株式会社 http://yamanashikotsu.co.jp/
長野県 （有）松井農園 http://www.matsui-farm.co.jp/
長野県 朝日観光自動車株式会社 http://asahikankobus.co.jp/
長野県 株式会社葵交通 https://aoi-kotsu.co.jp/
長野県 株式会社信州夢ばらの里 https://yumebara.co.jp/
長野県 株式会社そばの城 http://www.mis.janis.or.jp/~sobanoshiro/
長野県 太陽バス株式会社 https://www.taiyobus.com/
長野県 千曲バス株式会社 http://www.chikuma-bus.com/
新潟県 大滝自動車工業株式会社 http://o-kanko.jp/
新潟県 小千谷観光バス株式会社 http://www.ojiya-kanko.com/
新潟県 株式会社阿賀の里 https://aganosato.com/
新潟県 株式会社港タクシー https://www.minato-taxi.net/
新潟県 ホテル　イタリア軒　 http://www.italiaken.com/
新潟県 ホテルグローバルビュー新潟 https://www.rio-hotels.co.jp/niigata/
新潟県 弥彦山ロープウェイ https://www.hotel-juraku.co.jp/yahiko/
新潟県 雪国観光センター 魚野の里 http://www.uono.co.jp/
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静岡県 KADODE OOIGAWA株式会社 https://kadode-ooigawa.jp/
静岡県 伊豆・三津シーパラダイス http://www.izuhakone.co.jp/seapara/
静岡県 イハラ観光株式会社 http://www.panda-mark.jp/
静岡県 株式会社鰻いしかわ https://unagi-isihikawa.jimdofree.com/
静岡県 株式会社フジコー　三島スカイウォーク https://mishima-skywalk.jp/
静岡県 黄金崎クリスタルパーク https://www.nishiizu-kankou.com/play/kuripa.html
静岡県 清観光株式会社 http://www.sei-kanko.co.jp/
静岡県 新富士観光バス http://shinfuji-hire.com/
静岡県 すそのバス http://susonobus.com/
静岡県 ホテルサンバレー伊豆長岡 https://izu3800.jp/
静岡県 ホテルラヴィエ川良 https://www.hmi-ryokan.jp/kawaryo/
静岡県 有限会社竹泉 http://www.chikusen.jp
静岡県 下田ロープウェイ http://www.ropeway.co.jp/
愛知県 えびせんパーク https://ebisen-park.jp/
愛知県 カクキュー八丁味噌 https://www.kakukyu.jp/
愛知県 かねふくめんたいパークとこなめ https://mentai-park.com/tokoname/
愛知県 株式会社いづしん　スタミナ刈谷 http://sutamina.jp/
愛知県 株式会社日間賀荘 https://www.himaka.co.jp/
愛知県 株式会社平野屋 http://www.hotel-hiranoya.co.jp/
愛知県 株式会社八尾彦本店 https://www.yaohiko.nagoya/
愛知県 宗教法人真福寺 https://www.shinpukuji.com/
愛知県 鯛祭り広場株式会社 http://taimaturihiroba.jp/
愛知県 東京第一ホテル錦 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/tdhnishiki/access

愛知県 西浦グランドホテル吉慶 https://www.kikkei.jp/
愛知県 松風園 http://www.shofuen.jp/
愛知県 まるは食堂りんくう常滑店 http://www.maruha-net.co.jp/shop/tokoname
愛知県 三谷温泉ひがきホテル http://www.higakihotel.com/
愛知県 千歳楼株式会社 https://chitose-net.jp/yagoto/
岐阜県 株式会社ごとう観光 https://510bus.com/
岐阜県 岐阜乗合自動車株式会社 https://www.gifubus.co.jp/
岐阜県 下呂温泉　小川屋 https://www.gero-ogawaya.net/
岐阜県 乗鞍山の宿　銀嶺荘 https://norikura-ginreiso.com/
岐阜県 飛騨大鍾乳洞観光株式会社 https://www.syonyudo.com/
岐阜県 飛騨古川まつり会館 https://okosidaiko.com/
岐阜県 ひるがの高原牧歌の里 https://www.bokka.co.jp/
岐阜県 南飛騨観光バス株式会社 http://www14.plala.or.jp/minamihida/
三重県 安楽島温泉 湯元 海女乃島 https://www.amanoshima.com/
富山県 株式会社三島野観光 https://www.mishimano-kanko.co.jp/
石川県 石川県輪島漆芸美術館 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/art/
石川県 兼六笠舞タクシー株式会社 HPなし
石川県 ホテル翠湖 https://www.hotel-suiko.jp/
石川県 有限会社めだか交通 https://medaka-bus.jimdofree.com/
福井県 株式会社ワコーサービス http://wakoservice.co.jp/
福井県 鯖江交通株式会社 https://www.sabae-kotsu.com/
福井県 若狭フィッシャーマンズワーフ http://www.wakasa-fishermans.com/
福井県 大野観光自動車株式会社 http://www.onokanko.co.jp/
滋賀県 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル http://www.gphotels.jp
京都府 株式会社ウイング https://www.wingbus.jp/
京都府 京つけもの西利 https://www.nishiri.co.jp/
京都府 京都個人タクシー協同組合 HPなし
京都府 有限会社美山観光バス HPなし
大阪府 株式会社アスコットジャパン https://www.citadines.com/ja.html
大阪府 株式会社ヤマナカ　たよし本店 https://y-tayoshi.co.jp/
大阪府 ユタカ交通株式会社 https://www.yutaka-kotsu.co.jp/
兵庫県 アクセス滝野観光株式会社 http://takino-kanko.com/info.html
兵庫県 尼崎プラザホテル阪神尼崎 https://www.plaza-hotel.jp/
兵庫県 イワサバス株式会社 https://iwasabus.jp/
兵庫県 株式会社薫寿堂 https://www.kunjudo.co.jp/
兵庫県 北近畿観光株式会社 https://www.hyogobus.or.jp/member/kitakinkikankou/
奈良県 有限会社天理交通 http://tenri-k.jp/
島根県 一畑バス株式会社 https://www.ichibata.co.jp/bus/
島根県 有限会社スサノオ観光 http://www.susanoo.co.jp/
岡山県 有本観光バス株式会社 https://r.goope.jp/sr-33-3366110087/contact
岡山県 株式会社久米観光バス https://www.kumekan.jp/
岡山県 株式会社西部観光バス http://www.seibukanko.jp/
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岡山県 有限会社 桃茂実苑 https://www.hakutou.jp/
広島県 アシナトランジット株式会社 http://www.ashinatransit.co.jp/
広島県 石田タクシー HPなし
広島県 株式会社広島三次ワイナリー https://www.miyoshi-winery.co.jp/
広島県 耕三寺博物館 http://www.kousanji.or.jp/
広島県 シティプラザすぎや http://cp-sugiya.com
広島県 十番交通 HPなし
広島県 太平交通 https://taihei-kotsu.com/
広島県 鞆鉄道株式会社 https://www.tomotetsu.co.jp/?page_id=797
広島県 有限会社豊栄交通 http://toyosaka-kotsu.co.jp/
広島県 有限会社　津田交通 https://tsutakotu.com/
山口県 一般財団法人　下関市公営施設管理公社 http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html
山口県 海峡ゆめタワー http://www.yumetower.jp/
山口県 新日本観光交通株式会社 https://www.shinnihon-kanko.com/
徳島県 阿波おどり会館・眉山ロープウェイ運営共同事業体 https://awaodori-kaikan.jp/
徳島県 かぐや姫観光 https://www.kaguyahime-bus.jp/
徳島県 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 https://joruri.info/jurobe/
香川県 株式会社和光観光 HPなし
香川県 有限会社酔灯屋海鮮居酒屋神童ろ https://warajiro.owst.jp/
香川県 二十四の瞳映画村 https://www.24hitomi.or.jp/
愛媛県 奥道後壱湯の守 https://www.okudogo.co.jp/
愛媛県 ホテルアジュール汐の丸 https://www.hotel-ajour.jp/
愛媛県 ホテル古湧園遥 https://www.kowakuen.com/
愛媛県 マイントピア別子 https://besshi.com/
愛媛県 南レク株式会社（日本庭園南楽園） http://www.nanreku.jp/
高知県 有限会社北村興産（創造広場アクトランド） http://www.actland.jp/
福岡県 （有）ウェルバス http://www.welbus.jp
福岡県 株式会社福岡伊都バス https://fukuoka-itobus.co.jp/
福岡県 株式会社福岡サンパレス https://www.f-sunpalace.com/
福岡県 株式会社マリン観光バス http://www.marinekanko.jp
福岡県 東洋ホテル株式会社 https://www.toyohotel-fuk.co.jp/
福岡県 西鉄観光バス株式会社 https://nishitetsu-kankoubus.co.jp/
福岡県 博多グリーンホテル https://www.hakata-green.co.jp/
福岡県 みつはし観光バス https://mitsuhashibus.com
福岡県 有限会社筑後観光バス http://haneinu.net
福岡県 有限観光福岡早良観光 https://sawarakankou.com/company/
福岡県 ロイヤルホテル宗像 https://www.daiwaresort.jp/munakata/index.html
福岡県 福岡観光バス株式会社 https://fukuoka-kanko.co.jp/
佐賀県 伊万里交通 https://imari-koutsu.jp/
長崎県 雲仙温泉　青雲荘 https://seiunso.jp/
長崎県 軍艦島コンシェルジュ https://www.gunkanjima-concierge.com/
長崎県 公益財団法人松浦史料博物館 http://www.matsura.or.jp/
長崎県 ザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクション http://www.landowner.jp/hotel-nagasaki/
長崎県 長崎県交通局 https://www.keneibus.jp/
長崎県 平戸オランダ商館 http://hirado-shoukan.jp/
熊本県 阿蘇カドリー・ドミニオン https://www.cuddly.co.jp/
熊本県 阿蘇猿まわし劇場 https://www.asomonkey.com/
熊本県 阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート https://asovilla.jp/
熊本県 株式会社人吉旅館 https://www.hitoyoshiryokan.com/
熊本県 熊本個人クローバー会 HPなし
熊本県 公益財団法人阿蘇火山博物館久木文化財団 http://www.asomuse.jp/
熊本県 桜の馬場城彩苑 http://1592.jp/
熊本県 有限会社植田観光 http://www.uedakanko.com/
大分県 株式会社湯布院神楽 http://www.yufuin-kagura.com/
大分県 きつき衆楽観 http://shuurakukan.com/
大分県 別府ロープウェイ株式会社 https://www.beppu-ropeway.co.jp/
大分県 渓谷の宿 二匹の鬼 http://kyusuikei.com/nihikinooni/
大分県 朝霧の庄 http://www.asagirinosho.com/
鹿児島県 味処井元 https://aji-inomoto.jp/
鹿児島県 かごしまプラザホテル天文館 https://www.kag-plaza.co.jp/
鹿児島県 株式会社ホテル吹上荘 https://www.fukiagesou.jp/
鹿児島県 バレルバレープラハ＆GEN https://praha-gen.com/
鹿児島県 有限会社味処井元 https://aji-inomoto.jp/
鹿児島県 有限会社さつき HPなし
沖縄県 アンサ沖縄リゾート https://ansahotels.com/okinawa/jp

九州沖縄

中四国

https://www.hakutou.jp/
http://www.ashinatransit.co.jp/
https://www.miyoshi-winery.co.jp/
http://www.kousanji.or.jp/
http://cp-sugiya.com/
https://taihei-kotsu.com/
https://www.tomotetsu.co.jp/?page_id=797
http://toyosaka-kotsu.co.jp/
https://tsutakotu.com/
http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html
http://www.yumetower.jp/
https://www.shinnihon-kanko.com/
https://awaodori-kaikan.jp/
https://www.kaguyahime-bus.jp/
https://joruri.info/jurobe/
https://warajiro.owst.jp/
https://www.24hitomi.or.jp/
https://www.okudogo.co.jp/
https://www.hotel-ajour.jp/
https://www.kowakuen.com/
https://besshi.com/
http://www.nanreku.jp/
http://www.actland.jp/
http://www.welbus.jp/
https://fukuoka-itobus.co.jp/
https://www.f-sunpalace.com/
http://www.marinekanko.jp/
https://www.toyohotel-fuk.co.jp/
https://nishitetsu-kankoubus.co.jp/
https://www.hakata-green.co.jp/
https://mitsuhashibus.com/
http://haneinu.net/
https://sawarakankou.com/company/
https://www.daiwaresort.jp/munakata/index.html
https://fukuoka-kanko.co.jp/
https://imari-koutsu.jp/
https://seiunso.jp/
https://www.gunkanjima-concierge.com/
http://www.matsura.or.jp/
http://www.landowner.jp/hotel-nagasaki/
https://www.keneibus.jp/
http://hirado-shoukan.jp/
https://www.cuddly.co.jp/
https://www.asomonkey.com/
https://asovilla.jp/
https://www.hitoyoshiryokan.com/
http://www.asomuse.jp/
http://1592.jp/
http://www.uedakanko.com/
http://www.yufuin-kagura.com/
http://shuurakukan.com/
https://www.beppu-ropeway.co.jp/
http://kyusuikei.com/nihikinooni/
http://www.asagirinosho.com/
https://aji-inomoto.jp/
https://www.kag-plaza.co.jp/
https://www.fukiagesou.jp/
https://praha-gen.com/
https://aji-inomoto.jp/
https://ansahotels.com/okinawa/jp


沖縄県 先島交通株式会社 https://www.sakishima.jp/taxi/
沖縄県 中央交通株式会社 https://ck-okinawa.com/
沖縄県 知念海洋レジャーセンター https://www.chinenmarine.co.jp/gallery.php

九州沖縄

https://www.sakishima.jp/taxi/
https://ck-okinawa.com/
https://www.chinenmarine.co.jp/gallery.php

