
令和３年４月１日現在
都道府県 業者名
鳥取県 日本交通（鳥取）
鳥取県 日ノ丸自動車
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）
島根県 出雲一畑交通
島根県 隠岐観光
島根県 隠岐海士交通
島根県 日本交通（島根）
島根県 伯太観光
島根県 松江一畑交通
島根県 島タクシー
島根県 仁多観光バス
島根県 隠岐一畑交通
島根県 スサノオ観光
島根県 イワミツアー
島根県 一畑バス
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
島根県 浜田交通
島根県 宍道クリーン観光
島根県 谷本ハイヤー
岡山県 岡電バス
岡山県 中鉄観光
岡山県 備北バス
岡山県 両備ホールディングス
岡山県 一丸タクシー
岡山県 有本観光バス
岡山県 二葉観光運輸
岡山県 吉備交通
岡山県 鏡野観光バス
岡山県 プラザ交通
岡山県 吉野自動車
岡山県 下電観光バス
岡山県 勝田交通
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 大原観光交通
岡山県 北振バス
岡山県 久米観光バス
岡山県 光永観光バス
岡山県 ネイチャーワールド自動車
岡山県 真賀観光バス
岡山県 妹尾観光バス
岡山県 黒田商事
岡山県 のと香観光
岡山県 岡山交通
広島県 アシナトランジット

Ntour貸切バスリスト

中国・四国



令和３年４月１日現在
都道府県 業者名

Ntour貸切バスリスト

広島県 中国バス
広島県 鞆鉄道
広島県 壬生交通
広島県 八重タクシー（バス）
広島県 中国交通
広島県 豊平交通
広島県 本四バス
広島県 広島第一交通
広島県 三段峡交通
広島県 ニコニコ観光
広島県 城南観光
広島県 東和交通
広島県 大平交通
広島県 カープタクシー
広島県 中国ＪＲバス
広島県 富士交通
広島県 西日本自動車
広島県 廿日市交通
広島県 道後タクシー
広島県 大福観光
広島県 ささき観光
広島県 エクシードタクシー
広島県 十番交通
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 呉交通
広島県 石田観光
広島県 豊栄交通
広島県 福山オート観光
広島県 つばめ交通（広島県）
山口県 大隅タクシー
山口県 サンデン交通
山口県 船木鉄道
山口県 防長交通
山口県 日の丸松野タクシー
山口県 いさむや第一交通
山口県 周南近鉄タクシー
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
山口県 新日本観光交通
山口県 関門観光バス
山口県 山口観光交通
山口県 萩観光バス
徳島県 四国交通
徳島県 徳島バス
徳島県 つばめ観光（徳島県）
徳島県 かぐや姫観光
徳島県 藤西阿観光バス

中国・四国
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徳島県 金比羅タクシー
徳島県 ことでんバス徳島
香川県 大川自動車
香川県 琴参バス
香川県 ことでんバス
香川県 東交バス
香川県 ジェイアール四国バス
香川県 西讃観光
香川県 琴平バス
香川県 平成バス（香川県）
香川県 エコロジャパン
香川県 豊中観光
香川県 萩交通サービス
香川県 四国中央観光
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 伊予鉄道（バス）
愛媛県 宇和島自動車
愛媛県 せとうちバス
愛媛県 愛媛バス
愛媛県 いずみ観光バス
愛媛県 西日本観光バス
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）
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）
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

中国・四国


