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一般貸切旅客自動車運送事業者ごとの許可の有効期間満了日について                     

 

 

  道路運送法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 100 号）附則第 3条第 2項及び道

路運送法施行規則の一部を改正する省令（平成 28 年 2 月 28 日付け国土交通省令第 8号）

附則第 2 条の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者ごとの許可の有効期間満了日を

下記のとおり公示する。 

 

 

平成２９年３月２２日 

 

 

   中部運輸局長  鈴木 昭久 

 

 

記 

 

 別紙一覧表のとおり 

 



別紙一覧表

局 管轄支局 事業者名 初回更新期限
中部 岐阜 （株）さくらサービス 平成29年5月7日
中部 三重 ㈱伊勢国際観光 平成29年5月9日
中部 愛知 愛知協同㈱ 平成29年5月14日
中部 静岡 (有)浜北観光バス 平成29年5月16日
中部 愛知 ㈲パワーロケーション 平成29年6月6日
中部 静岡 伊豆箱根バス（株） 平成29年6月19日
中部 岐阜 中部観光（株） 平成29年6月19日
中部 岐阜 エム・エス観光（有） 平成29年7月1日
中部 岐阜 （有）プロ・スタッフ 平成29年7月9日
中部 岐阜 双葉葬祭（資） 平成29年7月11日
中部 三重 三重交通㈱ 平成29年7月11日
中部 愛知 ㈱ニッコー 平成29年7月17日
中部 愛知 エイセブ交通㈱ 平成29年7月25日
中部 岐阜 愛岐観光（株） 平成29年7月30日
中部 福井 ワカサ交通㈱ 平成29年8月24日
中部 福井 ㈲オオギ観光タクシー 平成29年8月28日
中部 岐阜 ＺＩＰＡＮＧバス（株） 平成29年8月31日
中部 静岡 しずてつジャストライン（株） 平成29年9月5日
中部 静岡 （有）アリガガステム 平成29年9月10日
中部 静岡 （有）YS警備 平成29年9月11日
中部 福井 ㈱Ａｃｅｌｉｎｅｒ 平成29年9月12日
中部 静岡 静岡東部特殊自動車(有) 平成29年9月17日
中部 岐阜 岐阜バス観光（株） 平成29年9月19日
中部 愛知 豊鉄バス㈱ 平成29年9月21日
中部 愛知 岩井　孝光 平成29年10月2日
中部 愛知 ㈱ＴＭ 平成29年10月11日
中部 岐阜 岐阜乗合自動車（株） 平成29年10月20日
中部 静岡 ﾚｼﾞｬｰ開発（株） 平成29年10月22日
中部 岐阜 東濃鉄道（株） 平成29年10月25日
中部 静岡 （株）アンビ・ア 平成29年10月26日
中部 岐阜 スカイ観光（株） 平成29年10月30日
中部 岐阜 ㈲大光レンタカーリース 平成29年11月20日
中部 岐阜 濃飛乗合自動車（株） 平成29年11月24日
中部 三重 （株）ヨネダ 平成29年12月3日
中部 岐阜 平和コーポレーション（株） 平成29年12月17日
中部 愛知 姫タクシー㈱ 平成29年12月18日
中部 福井 三国交通㈱ 平成29年12月18日
中部 愛知 ㈱ベイライン 平成29年12月20日
中部 静岡 (株)ＫＭＳバス 平成29年12月20日
中部 愛知 ㈲愛知西部観光バス 平成29年12月25日
中部 静岡 シンフジハイヤー（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 イハラ観光（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 島田バス（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 ハトリ観光バス（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 中央バス（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 （有）中特観光 平成29年12月25日
中部 静岡 （株）ニコー 平成29年12月25日
中部 静岡 （株）萩原自動車商会 平成29年12月25日
中部 静岡 丸勇交通（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 三嶋観光バス（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 ライフサービス（株） 平成29年12月25日
中部 静岡 信興バス（株） 平成29年12月25日
中部 岐阜 南飛騨観光バス（株） 平成29年12月25日
中部 岐阜 （有）八幡観光バス 平成29年12月25日
中部 岐阜 郡上交通（株） 平成29年12月25日
中部 岐阜 白山タクシー（資） 平成29年12月25日
中部 岐阜 揖斐川観光バス（有） 平成29年12月25日
中部 岐阜 （有）舟山バス 平成29年12月25日
中部 福井 福井バス㈱ 平成29年12月25日
中部 福井 オクエツ観光㈱ 平成29年12月25日
中部 福井 鯖江高速観光㈱ 平成29年12月25日
中部 福井 十郷観光㈱ 平成29年12月25日
中部 福井 大福交通㈲ 平成29年12月25日
中部 福井 ㈲越前タクシー 平成30年2月18日
中部 愛知 名古屋市場運輸㈱ 平成30年2月26日
中部 愛知 ㈱セントラルサービス 平成30年3月6日
中部 三重 ㈲和栄タクシー 平成30年3月8日
中部 岐阜 （株）ドライビングサービス 平成30年3月12日
中部 愛知 ジェイアール東海バス㈱ 平成30年3月22日
中部 愛知 ツーリスト・トップジャパン(株) 平成30年3月25日
中部 岐阜 新興交通（株） 平成30年3月25日
中部 愛知 つばさ交通㈱ 平成30年4月1日
中部 愛知 ㈱イトー急行 平成30年4月23日
中部 愛知 龍城観光㈱ 平成30年4月28日
中部 愛知 福三商事㈱ 平成30年4月28日
中部 愛知 ㈱マルサン 平成30年5月9日
中部 静岡 （株）栄協 平成30年5月16日
中部 福井 ㈱ベイ・クルーズ 平成30年5月27日
中部 愛知 鯱バス㈱ 平成30年5月29日
中部 岐阜 荒深 節造 平成30年5月30日
中部 愛知 ゼットスタッフ㈱ 平成30年6月4日
中部 静岡 （有）ドリーム観光バス 平成30年6月16日
中部 愛知 豊栄交通岡崎㈱ 平成30年6月17日
中部 愛知 名鉄バス中部㈱ 平成30年6月23日
中部 愛知 名鉄バス東部㈱ 平成30年6月23日
中部 愛知 名鉄観光バス（株） 平成30年6月23日
中部 福井 ㈲日の丸タクシー 平成30年6月24日
中部 福井 ㈱ワコーサービス 平成30年6月26日
中部 愛知 ㈱日輪交通 平成30年7月17日
中部 愛知 ㈲エサキ企画 平成30年7月23日
中部 愛知 ㈱ブレイヴァリー 平成30年7月23日



局 管轄支局 事業者名 初回更新期限
中部 静岡 楓観光（有） 平成30年8月13日
中部 愛知 ㈱ナゴヤシップサービス 平成30年8月23日
中部 愛知 ㈱まるは 平成30年9月3日
中部 福井 敦賀タクシー㈱ 平成30年9月5日
中部 岐阜 (株)AK 平成30年9月11日
中部 愛知 （有）KRB観光バス 平成30年9月29日
中部 愛知 岡陸タクシー㈱ 平成30年10月9日
中部 岐阜 （有）伊吹交通 平成30年10月9日
中部 愛知 名古屋バス㈱ 平成30年10月28日
中部 三重 青木バス㈱ 平成30年10月30日
中部 静岡 遠州鉄道（株） 平成30年11月1日
中部 静岡 （株）アクト 平成30年11月27日
中部 静岡 （株）それいゆ観光 平成30年11月29日
中部 岐阜 スイトトラベル（株） 平成30年11月29日
中部 岐阜 （株）丹生川観光 平成30年12月2日
中部 福井 ㈱みゆき 平成30年12月8日
中部 福井 ㈱アイシー観光 平成30年12月12日
中部 愛知 東伸運輸㈱ 平成30年12月16日
中部 愛知 金森自動車興業㈱ 平成30年12月16日
中部 岐阜 エスケイ観光開発(株) 平成30年12月16日
中部 静岡 （株）大鉄アドバンス 平成30年12月25日
中部 岐阜 （株）日本タクシー 平成30年12月25日
中部 福井 ㈲サポート観光 平成30年12月26日
中部 福井 小松タクシー㈲ 平成30年12月28日
中部 福井 永平寺観光㈱ 平成31年1月29日
中部 愛知 岡東運輸㈱ 平成31年2月9日
中部 愛知 ㈱トラスト 平成31年2月9日
中部 福井 ケイカン交通㈱ 平成31年2月22日
中部 岐阜 小坂自動車（株） 平成31年3月2日
中部 愛知 ㈱ナンバーワン 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）伊豆東海バス 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）南伊豆東海バス 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）西伊豆東海バス 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）新東海バス 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）東海バスオレンジシャトル 平成31年3月15日
中部 福井 鯖江交通㈱ 平成31年3月15日
中部 静岡 （株）中央観光静岡バス 平成31年3月17日
中部 岐阜 （有）細江建築 平成31年3月17日
中部 愛知 カネ幸㈱ 平成31年3月25日
中部 静岡 ラビット急行（株） 平成31年3月25日
中部 福井 大和交通㈱ 平成31年3月25日
中部 福井 敦賀観光バス㈱ 平成31年3月25日
中部 三重 滝原西村ハイヤー㈲ 平成31年3月27日
中部 岐阜 (株)コミュニティタクシー 平成31年3月31日
中部 岐阜 （有）高山代行運転組合 平成31年4月23日
中部 三重 ㈲カトーレンタカー 平成31年4月23日
中部 愛知 ㈲アイサン交通 平成31年5月31日
中部 愛知 ゼロナイントヨタ㈲ 平成31年5月31日
中部 愛知 (株)TDC 平成31年5月31日
中部 静岡 （株）第一通商 平成31年5月31日
中部 岐阜 大垣バス観光（有） 平成31年5月31日
中部 静岡 さくら交通（株） 平成31年6月25日
中部 三重 ㈱メイハン 平成31年7月1日
中部 静岡 ハッピーラインズ(株) 平成31年7月3日
中部 岐阜 徳伸急送（株） 平成31年7月5日
中部 愛知 豊鉄観光バス㈱ 平成31年7月26日
中部 愛知 ㈱富士観光 平成31年7月30日
中部 愛知 東栄タクシー㈲ 平成31年7月30日
中部 三重 ㈲ささき観光 平成31年7月30日
中部 三重 アケミ交通㈲ 平成31年7月30日
中部 三重 (株)荒河観光 平成31年8月7日
中部 三重 ㈱キタモリ 平成31年8月23日
中部 三重 宮川タクシー㈲ 平成31年8月23日
中部 静岡 寒川運輸（株） 平成31年9月2日
中部 愛知 愛知つばめ交通㈱ 平成31年9月3日
中部 三重 ㈱気風 平成31年9月14日
中部 愛知 総和運輸㈱ 平成31年9月15日
中部 静岡 静岡羽毛販売（株） 平成31年9月15日
中部 愛知 名鉄バス㈱ 平成31年9月16日
中部 三重 マルカ運輸㈱ 平成31年9月28日
中部 愛知 ㈱ワークシステムサービス 平成31年10月13日
中部 静岡 （有）安谷 平成31年10月14日
中部 岐阜 (有)兼山自動車 平成31年10月22日
中部 愛知 上坂　好 平成31年10月25日
中部 愛知 知多乗合㈱ 平成31年11月1日
中部 愛知 ㈱レミックス 平成31年11月15日
中部 福井 ニュー交通観光㈱ 平成31年11月15日
中部 岐阜 澤田タクシー(株) 平成31年11月17日
中部 岐阜 (有)ハヤシバス 平成31年11月17日
中部 愛知 東和交通㈱ 平成31年12月1日
中部 愛知 豊鉄ミデイ㈱ 平成31年12月14日
中部 静岡 セイシン観光バス（株） 平成31年12月15日
中部 静岡 トウブ急行（株） 平成31年12月15日
中部 岐阜 はと観光交通（株） 平成31年12月15日
中部 福井 福井中央観光㈱ 平成31年12月21日
中部 愛知 レスクル㈱ 平成31年12月24日
中部 静岡 （株）恋路企画 平成31年12月25日
中部 静岡 (株)いろは 平成31年12月25日
中部 静岡 吉田観光（株） 平成31年12月25日
中部 愛知 ㈲東部観光 平成31年12月27日
中部 愛知 ㈱加神観光バス 平成31年12月27日
中部 愛知 宝交通㈱ 平成31年12月27日
中部 静岡 （株）平安自動車 平成31年12月27日



局 管轄支局 事業者名 初回更新期限
中部 福井 福井交通㈱ 平成31年12月27日
中部 岐阜 (株)ポルテ 平成32年1月15日
中部 静岡 （株）ダックス 平成32年1月31日
中部 岐阜 （有）大野サービス 平成32年1月31日
中部 福井 福井車輌輸送㈱ 平成32年1月31日
中部 愛知 南あいち観光㈲ 平成32年2月8日
中部 愛知 フジキュー整備㈱ 平成32年2月8日
中部 静岡 富士交通（株） 平成32年2月8日
中部 静岡 （有）旅館おおや 平成32年2月8日
中部 三重 ㈱四日市ヘルスセンター 平成32年2月8日
中部 愛知 ㈱ろけバス 平成32年2月12日
中部 三重 丸山運送(株) 平成32年2月12日
中部 福井 美浜自動車㈱ 平成32年2月17日
中部 愛知 あおい交通㈱ 平成32年3月10日
中部 愛知 ㈱オーワ 平成32年3月10日
中部 静岡 （株）伊豆バス 平成32年3月10日
中部 静岡 スルガ観光（株） 平成32年3月10日
中部 静岡 ミナト商事（株） 平成32年3月10日
中部 岐阜 東鉄タクシー（株） 平成32年3月10日
中部 岐阜 岐阜羽島バス・タクシー（株） 平成32年3月10日
中部 三重 久居交通㈱ 平成32年3月10日
中部 三重 冨士交通㈱ 平成32年3月10日
中部 福井 勝山交通㈱ 平成32年3月10日
中部 福井 朝日自動車㈱ 平成32年3月10日
中部 岐阜 （株）ライドシステムズ 平成32年3月29日
中部 愛知 ㈱のいり 平成32年3月30日
中部 愛知 ㈲ボンセジュール観光 平成32年4月6日
中部 愛知 名古屋市 平成32年4月19日
中部 愛知 ㈱ミリオンオートサービス　 平成32年4月23日
中部 愛知 三機商事㈱ 平成32年4月23日
中部 静岡 （株）御殿場観光バス 平成32年5月10日
中部 福井 福井鉄道㈱ 平成32年5月11日
中部 愛知 （株）大地観光バス 平成32年5月13日
中部 静岡 （有）ドルフィン 平成32年5月27日
中部 愛知 ㈱ＧＩＮＧＡ 平成32年6月2日
中部 愛知 新城観光バス㈱ 平成32年6月2日
中部 静岡 （株）アクト 平成32年6月2日
中部 愛知 小松開発工業㈱ 平成32年6月16日
中部 愛知 ㈱名晋 平成32年6月16日
中部 静岡 はまそう交通（有） 平成32年6月30日
中部 愛知 ㈱西三交通 平成32年7月14日
中部 静岡 みやび（有） 平成32年7月14日
中部 静岡 サンセイ観光バス(株) 平成32年7月16日
中部 三重 勢の國交通㈱ 平成32年7月21日
中部 愛知 愛知バス㈱ 平成32年8月2日
中部 静岡 （株）伊豆中央自動車 平成32年8月2日
中部 岐阜 （有）竹原交通 平成32年8月2日
中部 愛知 ㈲みやび観光 平成32年8月12日
中部 愛知 名鉄東部交通㈱ 平成32年8月18日
中部 愛知 豊栄交通㈱ 平成32年8月18日
中部 愛知 豊田交通㈲ 平成32年8月18日
中部 岐阜 （株）エスラインギフ 平成32年8月18日
中部 愛知 名古屋特殊自動車㈱ 平成32年8月30日
中部 愛知 (株)ＪＴＮ 平成32年9月1日
中部 静岡 外山タクシー（株） 平成32年9月13日
中部 岐阜 揖斐タクシー（株） 平成32年9月20日
中部 愛知 ㈲ケイアイティ 平成32年9月22日
中部 愛知 ㈲一宮レンタカー 平成32年9月22日
中部 三重 三交伊勢志摩交通㈱ 平成32年9月27日
中部 静岡 （株）エムズエンタープライズ 平成32年10月5日
中部 愛知 名阪近鉄バス㈱ 平成32年10月20日
中部 愛知 ㈲山湊バス 平成32年10月24日
中部 静岡 （株）トラベルアイインターナショナル 平成32年10月26日
中部 岐阜 大澤　講次 平成32年10月26日
中部 三重 (株)ミヤマトータルイノベーション 平成32年10月26日
中部 愛知 トヨコンロジスティクス㈱ 平成32年10月27日
中部 静岡 浜松バス（株） 平成32年11月7日
中部 愛知 日本ビジュアル㈱ 平成32年11月8日
中部 静岡 巴観光(株) 平成32年11月8日
中部 愛知 福祉交通㈱ 平成32年11月15日
中部 三重 ㈱伊賀交通 平成32年11月15日
中部 静岡 (有)水窪タクシー 平成32年11月16日
中部 岐阜 （株）サカガワ 平成32年11月25日
中部 福井 大野観光自動車㈱ 平成32年11月25日
中部 愛知 犬山ツーリスト（株） 平成32年11月30日
中部 愛知 中川タクシー㈱ 平成32年12月1日
中部 静岡 あさひ観光バス（株） 平成32年12月19日
中部 愛知 夢観光㈱ 平成32年12月21日
中部 静岡 アクト観光（株） 平成32年12月21日
中部 静岡 日本平自動車（株） 平成32年12月21日
中部 静岡 ジーネット（株） 平成32年12月21日
中部 岐阜 川島タクシー（株） 平成32年12月21日
中部 岐阜 斐太バス（株） 平成32年12月21日
中部 福井 ヤマトタクシー㈱ 平成32年12月21日
中部 福井 さくら観光㈱ 平成32年12月21日
中部 愛知 （株）えびす交通 平成32年12月22日
中部 愛知 ケアバス・ジャパン㈱ 平成32年12月25日
中部 愛知 ㈱南部レンタリース 平成32年12月27日
中部 愛知 (株)ｎｏｔｔｅ 平成33年1月4日
中部 静岡 北伊豆観光（有） 平成33年1月26日
中部 静岡 （株）呉竹荘 平成33年1月26日
中部 愛知 衣浦ポートサービス㈱ 平成33年2月5日
中部 三重 八風バス㈱ 平成33年2月23日



局 管轄支局 事業者名 初回更新期限
中部 愛知 大興タクシー㈱ 平成33年2月28日
中部 静岡 静岡交通（株） 平成33年2月28日
中部 三重 中日臨海バス㈱ 平成33年2月28日
中部 福井 ㈱共栄モータース 平成33年2月28日
中部 福井 三福タクシー㈱ 平成33年2月28日
中部 愛知 ㈱睦美 平成33年3月1日
中部 岐阜 奥飛騨観光バス(株) 平成33年3月1日
中部 岐阜 （有）西濃ラインホリ 平成33年3月6日
中部 三重 ㈲南豊レンタリース 平成33年3月6日
中部 福井 ㈱野尻重機 平成33年3月6日
中部 三重 三重急行自動車㈱ 平成33年3月19日
中部 福井 白山交通㈱ 平成33年3月20日
中部 愛知 渥美交通㈱ 平成33年3月23日
中部 静岡 （有）ボンルート 平成33年3月23日
中部 福井 （資）相馬タクシー 平成33年3月24日
中部 愛知 名古屋ひだまり交通（株） 平成33年3月28日
中部 福井 山海交通㈱ 平成33年3月30日
中部 福井 福鉄商事㈱ 平成33年3月30日
中部 愛知 東神観光バス㈱ 平成33年4月4日
中部 福井 ㈲鼓松 平成33年4月10日
中部 愛知 ㈱竹豊 平成33年4月17日
中部 静岡 長岡運輸（株） 平成33年4月17日
中部 静岡 なゆた観光自動車（有） 平成33年4月17日
中部 静岡 （株）シグマ観光サービス 平成33年4月25日
中部 愛知 ㈱名古屋みなと観光バス 平成33年4月27日
中部 静岡 ミズノグループ（株） 平成33年5月11日
中部 愛知 ドルフィン・ワークス㈱ 平成33年6月6日
中部 愛知 ㈱グリーントラベル 平成33年6月6日
中部 愛知 ㈱山海館 平成33年6月7日
中部 岐阜 （有）白鳥交通 平成33年6月7日
中部 静岡 ジャパン観光バス（株） 平成33年6月13日
中部 福井 レインボー観光自動車㈱ 平成33年6月17日
中部 静岡 （株）グローバルジャパン 平成33年6月18日
中部 福井 ㈲トマト 平成33年6月18日
中部 愛知 ㈲江南観光社 平成33年6月22日
中部 福井 敦賀海陸運輸㈱ 平成33年6月29日
中部 静岡 (株)エポック 平成33年7月6日
中部 岐阜 (有)東海特殊観光サービス 平成33年7月6日
中部 愛知 ㈱美浜観光サービス 平成33年7月17日
中部 三重 深山運送㈲ 平成33年7月17日
中部 静岡 ショウレイ自動車（株） 平成33年7月19日
中部 三重 菰野東部交通㈱ 平成33年7月19日
中部 静岡 （株）伊豆の国観光サービス 平成33年8月4日
中部 三重 東部交通㈲ 平成33年8月8日
中部 福井 坂井観光(有) 平成33年8月8日
中部 愛知 イマノ産業㈱ 平成33年8月9日
中部 静岡 星揚（株） 平成33年8月12日
中部 静岡 平和タクシー（株） 平成33年8月23日
中部 静岡 扶桑観光(株) 平成33年9月4日
中部 静岡 秋葉バスサービス（株） 平成33年9月6日
中部 三重 三重名鉄タクシー㈱ 平成33年9月20日
中部 岐阜 （有）長良観光バス 平成33年9月24日
中部 愛知 名古屋国際観光バス㈱ 平成33年9月27日
中部 岐阜 （有）西美濃観光バス 平成33年10月17日
中部 三重 三岐鉄道㈱ 平成33年10月31日
中部 福井 京福バス㈱ 平成33年11月6日
中部 福井 旭観光バス 平成33年11月17日
中部 愛知 つばめ自動車㈱ 平成33年11月22日
中部 愛知 興和自動車運輸㈱ 平成33年11月22日
中部 静岡 (株)カナヤ観光 平成33年11月22日
中部 静岡 静鉄ジョイステップバス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 (有)高田興業 平成33年11月22日
中部 静岡 中部観光バス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 つかさ観光バス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 ニュー浜名湖バス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 （株）平野工業 平成33年11月22日
中部 静岡 富士中央観光バス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 富士急静岡バス（株） 平成33年11月22日
中部 静岡 富士急シティバス（株） 平成33年11月22日
中部 岐阜 （株）萩原交通 平成33年11月22日
中部 岐阜 ニュー飛騨観光バス（株） 平成33年11月22日
中部 岐阜 久々野観光（株） 平成33年11月22日
中部 愛知 ホウメイ自動車㈱ 平成33年12月4日
中部 岐阜 （有）ごとう 平成33年12月10日
中部 愛知 愛知みどり交通㈱ 平成33年12月21日
中部 岐阜 濃飛神栄交通(株) 平成33年12月21日
中部 岐阜 則竹運輸(株)　 平成33年12月22日
中部 愛知 キーピング運輸㈲ 平成34年1月11日
中部 愛知 ㈱ＪＮ 平成34年1月11日
中部 愛知 ㈲新生観光サービス 平成34年1月15日
中部 福井 あわら観光㈱ 平成34年1月15日
中部 愛知 ㈱名北 平成34年1月22日
中部 愛知 (株)ジェイアイコーポレーション 平成34年1月24日
中部 三重 ㈱ナントラ 平成34年1月24日
中部 三重 (株)秋桜 平成34年1月31日
中部 福井 いづみ観光バス㈱ 平成34年1月31日
中部 愛知 名古屋滋賀交通㈱ 平成34年2月3日
中部 福井 池田観光㈱ 平成34年2月13日
中部 静岡 伊豆土肥交通(株) 平成34年2月25日
中部 静岡 遠江観光（株） 平成34年2月25日
中部 静岡 ホノルル急行（株） 平成34年2月25日
中部 岐阜 日の丸自動車（株） 平成34年2月25日
中部 岐阜 西濃交通（株） 平成34年2月25日
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中部 三重 エス・パール交通㈱ 平成34年2月25日
中部 福井 明里機材運輸㈲ 平成34年2月25日
中部 福井 大野旅客自動車㈲ 平成34年2月25日
中部 福井 ㈱金津相互タクシー 平成34年2月25日
中部 静岡 清観光（株） 平成34年3月1日
中部 静岡 （株）ふじよし 平成34年3月16日
中部 福井 越前観光㈱ 平成34年3月22日
中部 福井 光タクシー㈲ 平成34年3月25日
中部 三重 神勢観光㈱ 平成34年3月26日
中部 愛知 ㈲てるみや 平成34年3月29日


