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バ ス 会 社 名 本 社 住 所 電 話 番 号 
ホームページ（ＨＰ） 

トップ 
路線バス ダイヤ 都市間バス ダイヤ 空港連絡バス ダイヤ 

バスの乗り方 

バスロケ案内 

札幌運輸支局管内               

  北海道中央バス(株) 小樽市色内１丁目８－６ 0134-24-3301 中央バス ＨＰ 中央バス 路線 中央バス 都市間 中央バス 空港連絡 中央バス 乗り方案内 

  (株)じょうてつ 札幌市白石区東札幌１条１－１ 011-572-3131 じょうてつバス ＨＰ じょうてつバス 路線   
 

じょうてつバス乗り方案内 

  ニセコバス(株) 虻田郡二セコ町字中央通５６ 0136-44-2001 ニセコバス ＨＰ ニセコバス 路線       

  タ鉄バス(株) 夕張市若菜２番地１９ 0123-56-6306 夕鉄バス ＨＰ 夕鉄バス 路線       

  北都交通(株) 札幌市中央区大通西６丁目１０-１１ 011-522-8000 北都交通 ＨＰ 北都交通 路線 北都交通 都市間 北都交通 空港連絡   

  千歳相互観光バス(株) 千歳市里美２丁目１－５ 0123-28-8822 千歳バス ＨＰ 千歳バス 路線   
 

  

  
ジェイ・アール 

   北海道バス(株) 
札幌市西区二十四軒２条７－１ 011-622-0088 ＪＲバス ＨＰ ＪＲバス 路線 ＪＲバス 都市間 

 
ＪＲバス 乗り方案内 

  空知中央バス(株) 滝川市栄町４丁目９－１ 0125-24-8855 空知中央バス ＨＰ 空知中央 路線     
 

  北海道バス(株) 札幌市清田区里塚２条５-３-３ 011-882-1111 北海道バス ＨＰ 北海道バス路線 北海道バス 都市間     

  札幌ばんけい(株) 札幌市中央区盤渓４７５番地 011-644-3731 札幌ばんけい ＨＰ 札幌ばんけい 路線       

  札幌第一観光バス(株) 札幌市豊平区月寒東１条１９-３ 011-850-5500 札幌第一観光バス ＨＰ         

  (株)美唄自動車学校 美唄市字美唄１４４３－１４ 0126-62-7171   美自校バス 路線       

  （有）下段モータース  石狩郡当別町樺戸町１０５５-２２ 0133-23-2630   当別町 路線       

函館運輸支局管内     
  

  
  

  函館バス（株） 函館市高盛町１０番１号 0138-54-4471 函館バス ＨＰ 函館バス 路線   函館バス 空港連絡 函館バス バスロケ案内 

  
函館タクシー（株） 函館市日乃出町２２番３８ 0138-55-1111 函館タクシー ＨＰ 

函館空港連絡   
函館タクシー 空港連絡 

  

  フェリーターミナル連絡     

  （有）東ハイヤー 久遠郡せたな町北檜山区北檜山７８ 0137-84-5411 東ハイヤー ＨＰ 東ハイヤー 路線       

  ＨＫＢ（株） 函館市高松町１３０番１０７  0138-59-5050 ＨＫＢ  ＨＰ         

  （有）大沼交通 亀田郡七飯町字大沼町７８０-２ 0137-67-3500 大沼交通 ＨＰ     大沼交通 空港連絡   

室蘭運輸支局管内     
  

  
  

  

道南バス（株） 室蘭市東町３丁目２５番３号 0143-45-2131 道南バス ＨＰ 

道南バス室蘭 路線 道南バス 都市間 道南バス 空港連絡   

  道南バス苫小牧 路線   
 

  

  道南バス 郊外路線 

  
  

  あつまバス（株） 勇払郡厚真町字本郷２２９-１ 0145-27-2311   あつまバス 路線       

  日交ハイヤー（株） 浦河郡浦河町大通２丁目２８ 0146-22-3153 
   

    

旭川運輸支局管内     
    

  

  道北バス（株）  旭川市近文町１６丁目２６９８番地 0166-51-0111 道北バス ＨＰ 道北バス 路線 道北バス 都市間 

 
  

  名士バス（株） 名寄市西４南１０－１－４ 01654-2-4151 名士バス ＨＰ 名士バス 路線       

  旭川電気軌道（株） 旭川市３条通１８丁目左３号 0166-32-2161 旭川電気軌道 ＨＰ 旭川電気軌道 路線   旭川電気軌道 空港連絡 旭川電気軌道  乗り方案内 

  沿岸バス（株） 苫前郡羽幌町南３条２-２-２ 0164-62-2051 沿岸バス ＨＰ 沿岸バス 路線 沿岸バス 都市間   沿岸バス 乗り方案内 

  宗谷バス（株） 稚内市末広５丁目２番２３号 0162-32-5151 宗谷バス ＨＰ 宗谷バス 路線 宗谷バス 都市間 宗谷バス 空港連絡   

  士別軌道（株） 士別市西２条６丁目１９３１番地 0165-23-2723 士別軌道 ＨＰ 士別軌道 路線       

  ふらのバス（株） 富良野市住吉町１番１号 0167-23-3131 ふらのバス ＨＰ ふらのバス 路線 ふらのバス 都市間 ふらのバス 空港連絡   

帯広運輸支局管内     
  

  
 

  

  十勝バス（株） 帯広市西２３条北１丁目１－１ 0155-37-6500 十勝バス ＨＰ 十勝バス 路線 十勝バス 都市間 十勝バス 空港連絡 十勝バス 乗り方案内 

  北海道拓殖バス（株） 河東郡音更町然別北５線西３７  0155-31-8811 拓殖バス ＨＰ 拓殖バス 路線 拓殖バス 都市間 拓殖バス 空港連絡   

  帯運観光（株） 帯広市西２０条南１丁目１４-２６ 0155-36-5500 おびうん観光 ＨＰ おびうん観光 路線 おびうん観光 都市間 おびうん観光 空港連絡   

北見運輸支局管内     
    

  

  
北海道北見バス（株） 北見市南町１丁目５番４号 0157-61-6211 北見バス ＨＰ 北見バス 路線 北見バス 都市間 

北見バス 空港連絡（空港行）   

  北見バス 空港連絡（北見行）   

  網走バス（株） 網走市南２条西１丁目１５ 0152-43-4101 網走バス ＨＰ 網走バス 路線 網走バス 都市間 網走バス 空港連絡 網走バス 乗り方案内 

  北紋バス（株） 紋別市元紋別６７８番地 0158-24-2165 北紋バス ＨＰ 北紋バス 路線 北紋バス 都市間 北紋バス 空港連絡    

  斜里バス（株） 斜里郡斜里町港町１６－１６ 0152-23-3145 斜里バス ＨＰ 斜里バス 路線  斜里バス 都市間 斜里バス 空港連絡 

 
  網走観光交通（株） 網走郡大空町東藻琴７１－２ 0152-66-2511 網走観光交通　ＨＰ  網走観光交通 路線       

釧路運輸支局管内     
   

    

  くしろバス（株） 釧路市文苑２丁目１番１号 0154-36-8181 くしろバス ＨＰ くしろバス 路線 くしろバス 都市間     

  阿寒バス（株） 釧路市愛国１９１番地２０８ 0154-37-2221 阿寒バス ＨＰ 阿寒バス 路線 阿寒バス 都市間 阿寒バス 空港連絡 阿寒バス 乗り方案内 

  根室交通（株） 根室市光和町２丁目１０－２ 0153-24-2202 根室交通 ＨＰ 根室交通 路線 根室交通 都市間 根室交通 空港連絡   
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