
公 示

公 示 第 ９ ７ 号

一般貸切旅客自動車運送事業者の初回許可更新期限について

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２９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の

初回許可更新期限を下記のとおり公示する。

平成２９年３月１７日

北陸信越運輸局長 江角 直樹

記

別紙一覧表のとおり



［ 新 潟 県 ］

事業者名 初回許可更新期限

株式会社 妙高ハブネット 平成２９年４月１６日

株式会社 魚沼中央トランスポート 平成２９年６月１０日

株式会社 ツカダ運輸 平成２９年８月２３日

頸南バス 株式会社 平成２９年９月１７日

株式会社 北新バス 平成２９年９月２０日

有限会社 直江津観光バス 平成２９年１１月７日

南越後観光バス 株式会社 平成２９年１１月２７日

桝形タクシー 株式会社 平成２９年１２月４日

アネシスバス 株式会社 平成２９年１２月１３日

山峡交通 株式会社 平成２９年１２月２５日

有限会社 高砂観光バス 平成２９年１２月２５日

有限会社 北都観光 平成２９年１２月２５日

新栄建設 株式会社 平成３０年１月１５日

株式会社 湯沢重機建設 平成３０年１月２１日

小千谷タクシー 株式会社 平成３０年２月２０日

フィールド観光 株式会社 平成３０年３月７日

蒲原鉄道 株式会社 平成３０年３月１８日

柏崎タクシー 株式会社 平成３０年３月１８日

株式会社 はるかぜツアー 平成３０年３月１８日

日の出交通 株式会社 平成３０年３月３１日

株式会社 ほのぼの観光 平成３０年５月１日

株式会社 中之島交通 平成３０年５月１２日

昭和観光 株式会社 平成３０年６月１３日

有限会社 浦島 平成３０年７月１０日

株式会社 新和旅行 平成３０年７月２４日

日の丸観光タクシー 株式会社 平成３０年１０月２２日

やまとタクシー 株式会社 平成３０年１０月２４日

魚沼交通 株式会社 平成３０年１２月２２日

湯沢タクシー 株式会社 平成３０年１２月２２日

ウエスト観光バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

新潟第一観光バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

下越観光バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

長岡中央観光 株式会社 平成３１年１月１９日

おけさ観光タクシー 株式会社 平成３１年１月１９日

株式会社 ケー・オー・ケー・ケー 平成３１年３月２３日

セントラル観光 株式会社 平成３１年３月２９日



中越交通 株式会社 平成３１年３月２９日

有限会社 シティバス 平成３１年３月３１日

新潟交通 株式会社 平成３１年８月１０日

頸北観光バス 株式会社 平成３１年８月２９日

株式会社 浦佐タクシー 平成３１年９月１日

糸魚川バス 株式会社 平成３１年９月１９日

有限会社 オフイス清水 平成３１年１０月１４日

有限会社 ひまわり観光 平成３１年１２月２２日

小千谷観光バス 株式会社 平成３１年１２月２２日

泉観光バス 株式会社 平成３１年１２月２２日

頸城自動車 株式会社 平成３２年１月１１日

株式会社 サンライズカンパニー 平成３２年２月４日

越佐観光バス 株式会社 平成３２年３月２９日

有限会社 きょうどう観光バス 平成３２年５月２６日

有限会社 越王観光バス 平成３２年６月２２日

株式会社 吉田家ホテル 平成３２年６月２２日

有限会社 妙高高原施設管理 平成３２年６月２２日

有限会社 東部タクシー 平成３２年７月７日

越後交通 株式会社 平成３２年７月２１日

くびき野バス 株式会社 平成３２年８月１日

ひかり交通 株式会社 平成３２年８月２５日

大滝自動車工業 株式会社 平成３２年８月２８日

北越後観光バス 株式会社 平成３２年９月２４日

さくら交通 株式会社 平成３２年１０月２７日

悠久礼送 株式会社 平成３２年１１月７日

株式会社 聖篭タクシー 平成３２年１１月２２日

新潟新興交通 有限会社 平成３２年１２月５日

美咲タクシー 株式会社 平成３２年１２月６日

三条タクシー 株式会社 平成３３年１月２３日

新潟交通観光バス 株式会社 平成３３年２月３日

新潟交通佐渡 株式会社 平成３３年２月３日

株式会社 宇尾野設計・機工 平成３３年２月２０日

ドリーム観光バス 株式会社 平成３３年３月２７日

有限会社 ゆきつばき観光 平成３３年３月２９日

アイ・ケーアライアンス 株式会社 平成３３年３月２９日

有限会社 西川観光バス 平成３３年３月２９日

有限会社 八千代レンタ．リース 平成３３年６月７日

有限会社 日本海バス 平成３３年６月２２日

株式会社 大崎自動車 平成３３年６月２６日

株式会社 東蒲観光バス 平成３３年８月１０日



東頸バス 株式会社 平成３３年９月１７日

村上自動車 株式会社 平成３３年１２月２３日

株式会社 当間高原リゾート 平成３４年３月１日

銀嶺タクシー 株式会社 平成３４年３月１７日

株式会社 さくらバス 平成３４年３月１７日

［ 長 野 県 ］

事業者名 初回許可更新期限

株式会社 東急リゾートサービス 平成２９年６月３日

有限会社 湯乃華交通 平成２９年６月１０日

有限会社 ホテル星川館 平成２９年６月１１日

有限会社 ホテル天竜閣 平成２９年６月２６日

有限会社 信州高原バス 平成２９年６月２７日

有限会社 あずさ観光 平成２９年７月４日

株式会社 ドリーム 平成２９年７月１０日

有限会社 硯川ホテル 平成２９年７月１７日

株式会社 白馬アルプスホテル 平成２９年８月３０日

株式会社 エーアイエム 平成２９年８月３０日

株式会社 オズ・トリップ 平成２９年９月９日

有限会社 葵ジャパン 平成２９年９月２０日

株式会社 三晃荘 平成２９年１１月５日

エース観光 有限会社 平成２９年１２月２５日

マツカワ観光バス 株式会社 平成２９年１２月２５日

美ヶ原高原バス 有限会社 平成３０年２月５日

株式会社 ケー・ワイ観光 平成３０年３月２６日

森宮交通 株式会社 平成３０年４月１９日

有限会社 白馬交通 平成３０年５月１２日

株式会社 斎藤ホテル 平成３０年６月１３日

株式会社 やまびこスケートの森 平成３０年８月１日

長野観光バス 株式会社 平成３０年８月２１日

有限会社 志賀一井ホテル 平成３０年９月８日

有限会社 聖高原バス 平成３０年１０月２８日

株式会社 らんぷ屋 平成３０年１０月３１日

アルピコ交通 株式会社 平成３０年１２月３日

長野急行バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

わらび野観光 株式会社 平成３０年１２月２４日

佐久平観光バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

太陽バス 株式会社 平成３０年１２月２４日

有限会社 中央グリーン観光バス 平成３０年１２月２４日



有限会社 全諏訪霊柩 平成３０年１２月２４日

（一社）長野県農協共済福祉事業団 平成３０年１２月２５日

長野交通 株式会社 平成３０年１２月２５日

クラウン交通 株式会社 平成３０年１２月２５日

山谷観光バス 株式会社 平成３１年３月２９日

有限会社 てまりバス 平成３１年３月３０日

茅野バス観光 株式会社 平成３１年３月３１日

安曇観光タクシー 株式会社 平成３１年４月７日

南安タクシー 有限会社 平成３１年４月７日

松代タクシー 株式会社 平成３１年４月９日

長電バス 株式会社 平成３１年６月２３日

有限会社 白川タクシー 平成３１年７月５日

株式会社 住建マルイチ 平成３１年８月９日

千曲バス 株式会社 平成３１年８月１０日

信南交通 株式会社 平成３１年９月５日

中央タクシー 株式会社 平成３１年９月１３日

飯田風越タクシー 有限会社 平成３１年９月１３日

有限会社 ユイネ 平成３１年１０月２１日

伊那バス 株式会社 平成３１年１２月９日

相互第一交通 株式会社 平成３１年１２月１３日

株式会社 葵交通 平成３１年１２月２２日

奥白馬高原開発 株式会社 平成３１年１２月２５日

美勢タクシー 株式会社 平成３２年１月１１日

株式会社 白馬フォーティセブン 平成３２年３月７日

有限会社 やまびこ 平成３２年３月２３日

有限会社 信州観光バス 平成３２年３月２９日

株式会社 フクトミ 平成３２年３月２９日

和田バス 有限会社 平成３２年４月８日

株式会社 桑田館 平成３２年４月１３日

松林俊直 平成３２年４月１８日

柿木観光バス 株式会社 平成３２年５月１９日

株式会社 アリーナ 平成３２年６月２２日

有限会社 志賀高原交通 平成３２年６月２２日

ミレニアム観光バス株式会社 平成３２年６月２２日

有限会社 丸子観光バス 平成３２年６月２２日

株式会社 南木曽観光タクシー 平成３２年６月２２日

有限会社金子 平成３２年６月２２日

有限会社 山ノ内観光バス 平成３２年８月２日

有限会社 エヌ・ケー・ビー 平成３２年８月２日

スマイル観光旭 株式会社 平成３２年８月７日



有限会社 ホテルおもだか 平成３２年８月７日

軽井沢バス 株式会社 平成３２年８月７日

有限会社 軽井沢観光 平成３２年８月７日

トラビスジャパン 株式会社 平成３２年８月７日

株式会社 マイハウス社 平成３２年１１月２１日

北部タクシー 有限会社 平成３２年１１月２１日

株式会社 野辺山産業 平成３２年１１月２２日

株式会社 エムトラベル 平成３２年１１月３０日

有限会社 ダイヤモンドバス 平成３２年１２月５日

有限会社 パンダ 平成３２年１２月５日

有限会社 中島商店 平成３２年１２月６日

公益財団法人名古屋市民休暇村管理公社 平成３２年１２月１４日

白馬観光タクシー 株式会社 平成３２年１２月１４日

伊南乗用自動車 有限会社 平成３２年１２月２０日

明科第一交通 株式会社 平成３２年１２月２７日

こまくさ観光 株式会社 平成３３年１月７日

有限会社 ビー・エー・エス 平成３３年１月２３日

株式会社 志賀パークホテル 平成３３年１月２５日

上田観光自動車 株式会社 平成３３年１月３１日

株式会社 ティーアール観光 平成３３年２月１３日

朝日観光自動車 株式会社 平成３３年２月２６日

みゆきの交通 株式会社 平成３３年３月５日

長野中央バス 有限会社 平成３３年３月８日

木下水引 株式会社 平成３３年３月１４日

菅平観光タクシー 株式会社 平成３３年３月１６日

南信州広域タクシー 有限会社 平成３３年３月１６日

スターバス 株式会社 平成３３年３月２７日

共和観光バス 株式会社 平成３３年３月２７日

株式会社 裾花観光バス 平成３３年３月２７日

おんたけタクシー 株式会社 平成３３年３月２７日

有限会社 飯綱ハイヤー 平成３３年３月２９日

有限会社 軽井沢高原バス 平成３３年３月２９日

望月観光タクシー 株式会社 平成３３年３月３０日

望月ハイヤー 有限会社 平成３３年３月３０日

株式会社 関電アメニックス 平成３３年４月６日

株式会社 軽井沢交通バス 平成３３年４月１３日

有限会社大渚交通 平成３３年５月２５日

木曽交通株式会社 平成３３年５月３０日

東信観光バス 株式会社 平成３３年６月１６日

北安観光タクシー 株式会社 平成３３年６月２５日



有限会社 ホテル一乃瀬 平成３３年６月２６日

やぶはらタクシー株式会社 平成３３年７月１１日

有限会社 ワイズ・ホーク 平成３３年７月２０日

株式会社 みまき野観光 平成３３年８月９日

有限会社 白樺湖レイクサイドホテル山幸閣 平成３３年８月１０日

昌栄高速運輸株式会社 平成３３年８月２２日

岳北ハイヤー有限会社 平成３３年８月２２日

有限会社 五色の湯旅館 平成３３年８月２４日

有限会社 鹿鳴荘 平成３３年９月１７日

有限会社 伍和産業 平成３３年９月１７日

株式会社 ラビット観光 平成３３年９月２２日

有限会社カクマハイヤー 平成３３年９月２６日

ニュー交通有限会社 平成３３年９月２６日

株式会社志賀高原ホテル志賀サンバレー 平成３３年１０月３１日

信濃物流 株式会社 平成３３年１２月６日

株式会社 バイタル 平成３３年１２月２６日

信濃観光バス 株式会社 平成３４年１月１０日

有限会社 うづらや 平成３４年１月１５日

丸本商事 株式会社 平成３４年１月１５日

有限会社 ユニバーサル運輸 平成３４年１月２９日

株式会社 明神館 平成３４年１月２９日

上田バス株式会社 平成３４年１月３０日

おんたけ交通 株式会社 平成３４年２月６日

有限会社 志麻 平成３４年３月１５日

有限会社シンリク観光 平成３４年３月１７日

有限会社高府自動車 平成３４年３月１７日

アルピコタクシー株式会社 平成３４年３月１７日

ヒロモト観光バス株式会社 平成３４年３月１７日

伊那タクシー株式会社 平成３４年３月１７日

平成交通 有限会社 平成３４年３月２６日

のざわ温泉交通 株式会社 平成３４年３月２７日

草軽交通株式会社 平成３４年３月３１日

岡谷観光バス有限会社 平成３４年３月３１日

［ 富 山 県 ］

事業者名 初回許可更新期限

高岡交通 株式会社 平成２９年４月１日

西部観光 株式会社 平成２９年４月１日



城南交通 株式会社 平成２９年６月１５日

桜井交通 株式会社 平成２９年１２月２５日

Ａ－Ｂｕｓ交通 株式会社 平成３０年１月１５日

中部観光 株式会社 平成３０年２月３日

富山地鉄北斗バス 株式会社 平成３０年３月２０日

株式会社 伏木ポートサービス 平成３０年３月３０日

三和交通 株式会社 平成３０年７月４日

魚津交通 株式会社 平成３０年７月４日

金閣自動車商会 株式会社 平成３０年７月４日

荒木利文 （滑川観光バス） 平成３０年８月１９日

イルカ交通 株式会社 平成３０年１２月１６日

新富観光サービス 株式会社 平成３０年１２月２５日

となみ観光交通 株式会社 平成３１年２月２日

株式会社 ふくみつ華山温泉 平成３１年３月１５日

株式会社 ユーカリトラベル 平成３２年１月２０日

富山地方鉄道 株式会社 平成３２年５月１１日

富山グリーン観光 株式会社 平成３２年８月２０日

アルペン交通 株式会社 平成３２年１１月５日

入善観光バス株式会社 平成３２年１２月２１日

海王交通 株式会社 平成３２年１２月２１日

エムアールテクノサービス 株式会社 平成３３年３月３１日

株式会社 サクラ 平成３３年４月８日

加越能バス 株式会社 平成３３年６月３０日

株式会社 アイカワ 平成３３年９月１６日

朝日観光バス 株式会社 平成３３年１０月１日

株式会社 なぎさ交通 平成３３年１０月１２日

株式会社 うみあかり 平成３３年１１月２２日

オークスバス 株式会社 平成３３年１１月２２日

株式会社 三島野観光 平成３３年１１月２２日

チューリップ交通 株式会社 平成３３年１２月２０日

株式会社 石動タクシー 平成３４年１月２１日

平和交通 株式会社 平成３４年２月７日

［ 石 川 県 ］

事業者名 初回更新許可期限

有限会社 能登金剛交通 平成２９年６月１９日

北鉄能登バス 株式会社 平成２９年６月１９日

有限会社 やまじゅう 平成２９年６月２６日

株式会社 マップ 平成２９年６月２８日



能登島交通 株式会社 平成２９年７月１日

加賀白山バス 株式会社 平成２９年９月２０日

株式会社 大蔵 平成２９年１０月１日

ケイ・エス 株式会社 平成２９年１１月８日

鳳南タクシー 株式会社 平成２９年１１月９日

有限会社 めだか交通 平成２９年１２月５日

有限会社 三交バス 平成２９年１２月２５日

穴水交通 株式会社 平成２９年１２月２５日

株式会社 はやぶさ観光 平成２９年１２月２５日

株式会社 丸一観光 平成３０年８月１５日

港タクシー 株式会社 平成３０年９月１３日

株式会社 ホワイトリング 平成３０年１０月７日

スズ交通 株式会社 平成３０年１０月２８日

株式会社 南葬儀社 平成３０年１２月１１日

株式会社 サンレー 平成３０年１２月１６日

有限会社 もりやま 平成３１年１月２０日

ののいちバス 株式会社 平成３１年３月２５日

株式会社 ホテル海望 平成３１年３月３１日

有限会社 ツキダ観光 平成３１年４月２３日

株式会社 田鶴浜交通 平成３１年５月３１日

有限会社 つばさ 平成３１年７月２８日

石川相互小型バス 有限会社 平成３１年７月３０日

京福リムジンバス 株式会社 平成３１年８月１０日

株式会社 米永 平成３１年９月２４日

株式会社 冨士交通 平成３１年１０月３日

株式会社 能登里山交通 平成３１年１１月１６日

沖津運輸 株式会社 平成３１年１２月１３日

加賀温泉バス 株式会社 平成３１年１２月１５日

なるわ交通 株式会社 平成３１年１２月１５日

日本海観光バス 株式会社 平成３１年１２月２８日

株式会社 きらめき 平成３１年１２月２８日

夢フロンティア 株式会社 平成３２年１月３０日

額交通 株式会社 平成３２年３月１０日

中日本エクスプレス 株式会社 平成３２年３月１０日

小松バス 株式会社 平成３２年４月６日

北陸交通 株式会社 平成３２年４月６日

有限会社 美湾荘 平成３２年４月１３日

北日本観光自動車 株式会社 平成３２年５月１８日

有限会社 山加興産 平成３２年６月２日

大和タクシー 株式会社 平成３２年６月１４日



北陸鉄道 株式会社 平成３２年９月１９日

有限会社 フィット 平成３３年２月１２日

有限会社 北陸イー観光 平成３３年２月１３日

オークス 株式会社 平成３３年２月２８日

株式会社 ホテル・アローレ 平成３３年３月６日

株式会社 宝仙閣 平成３３年４月４日

株式会社 高浜タクシー 平成３３年６月７日

北鉄金沢バス 株式会社 平成３３年７月１７日

有限会社 なぎさ交通 平成３３年１０月１２日

北崎自動車工業 株式会社 平成３３年１０月１８日

有限会社 山口葬儀社 平成３３年１１月７日

株式会社 中島タクシー 平成３３年１１月２２日

有限会社 恋路観光バス 平成３４年２月２５日

金城交通 株式会社 平成３４年２月２５日

株式会社 旭観光 平成３４年２月２５日

北鉄奥能登バス 株式会社 平成３４年３月２４日


