
令和３年４月１日現在
都道府県 業者名
福岡県 堀川観光バス
福岡県 有明交通
福岡県 ＪＲ九州バス
福岡県 綜合観光バス
福岡県 筑後観光バス
福岡県 柳城観光
福岡県 西鉄観光バス
福岡県 タイガートラベル
福岡県 西鉄バス二日市
福岡県 八女観光バス
福岡県 丸亀観光
福岡県 福岡観光バス
福岡県 第一観光バス
福岡県 ＹＫＧ観光バス
福岡県 福岡早良観光
福岡県 大宝観光バス
福岡県 若杉観光
福岡県 みつはし観光
福岡県 西鉄バス筑豊
福岡県 富士観光バス
福岡県 柳川観光バス
福岡県 遊覧観光バス
福岡県 西鉄バス久留米
福岡県 西日本交通観光
福岡県 白濱観光バス
福岡県 ファーストライナー
福岡県 くろき交通
福岡県 県南交通バス
福岡県 ラビットバス
福岡県 マリン観光バス
福岡県 福岡伊都バス
福岡県 京築観光バス
福岡県 ジェイネットエクスプレス
福岡県 ドラゴン交通
福岡県 つくしの観光バス
福岡県 西鉄バス宗像
福岡県 小嶋観光
福岡県 ウェルバス
福岡県 新北九州観光バス
福岡県 姪浜タクシー
福岡県 キャブステーション
福岡県 福岡昭和タクシー
福岡県 ラッキータクシー　（福岡県）
佐賀県 昭和自動車（佐賀県）
佐賀県 祐徳自動車
佐賀県 西鉄バス佐賀
佐賀県 西九州観光バス
佐賀県 肥前観光
佐賀県 多久観光バス
佐賀県 玄海タクシー
佐賀県 舞鶴観光バス
佐賀県 伊万里交通
佐賀県 ロイヤル観光
長崎県 壱岐交通
長崎県 五島自動車
長崎県 島原鉄道（路線・貸切バス）
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長崎県 西肥自動車
長崎県 対馬交通
長崎県 長崎遊覧バス
長崎県 長崎県交通局
長崎県 雲仙観光
長崎県 ラッキーバス　（長崎県）
長崎県 東彼観光
長崎県 コスモ観光　（長崎県）
長崎県 林田観光バス
長崎県 玄海交通
長崎県 長崎バス観光
長崎県 せいひ観光
長崎県 パラダイス観光
長崎県 諫早バス観光
長崎県 オレンジ観光バス
長崎県 あい・ドリーム観光
長崎県 新栄観光
長崎県 幸観光バス
長崎県 島半観光バス
熊本県 熊本電気鉄道
熊本県 熊本バス
熊本県 肥後観光バス
熊本県 九州産交バス（貸切）
熊本県 七城観光バス
熊本県 託麻観光
熊本県 下天草観光バス
熊本県 中九州観光
熊本県 白浜交通
熊本県 鹿北中央観光バス
熊本県 菊南プラザバス
熊本県 植田観光
熊本県 天水　ロマン観光
熊本県 南阿蘇交通
大分県 大分交通
大分県 大分バス
大分県 亀の井バス
大分県 日田バス
大分県 別府観光バス
大分県 大分シティタクシー
大分県 日豊観光バス
宮崎県 宮崎交通
宮崎県 東九州交通
宮崎県 高崎観光バス
宮崎県 永峰観光バス
宮崎県 三和交通（宮崎県）
宮崎県 美登観光バス
宮崎県 あさひ観光バス
宮崎県 宮交タクシー
鹿児島県 あづま交通
鹿児島県 しまバス
鹿児島県 鹿児島交通
鹿児島県 鹿児島市交通局
鹿児島県 霧島観光交通
鹿児島県 徳之島総合陸運
鹿児島県 南国交通観光
鹿児島県 南国交通

九州・沖縄



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

鹿児島県 種子島・屋久島交通
鹿児島県 沖永良部バス企業団
鹿児島県 まつばんだ交通バス
鹿児島県 南州交通
鹿児島県 南九州観光バス
鹿児島県 鹿児島交通観光バス
鹿児島県 高山三幸観光
鹿児島県 鹿児島中央観光バス
鹿児島県 ほたる観光
鹿児島県 大和観光バス　（鹿児島県）
鹿児島県 南さつま交通
鹿児島県 屋久島道の駅観光
鹿児島県 南九州あづま交通
鹿児島県 本村交通
鹿児島県 種子島井元観光
鹿児島県 さつきバス
鹿児島県 佐多交通
鹿児島県 アーベル交通
鹿児島県 かのや交通
鹿児島県 川内観光交通
鹿児島県 さつま交通観光
鹿児島県 山光交通
沖縄県 沖縄バス
沖縄県 東運輸
沖縄県 東陽バス
沖縄県 八千代バス
沖縄県 宮古協栄バス
沖縄県 久米島交通
沖縄県 キャブステーション
沖縄県 那覇バス
沖縄県 南ぬ島交通
沖縄県 新報トラスト
沖縄県 美ら島観光バス
沖縄県 沖一ハイヤー
沖縄県 てぃーだ観光
沖縄県 沖縄リムジンバス
沖縄県 最西端観光
沖縄県 おろくバス
沖縄県 中部観光バス
沖縄県 中央交通
沖縄県 東京バス（沖縄）
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