
事業者一覧表閲覧の際ご留意いただきたい事項について

○ 掲載情報は、掲載日時点のものです。更新は毎年４月及び
、 、 、 、 、

１０月の２回を予定しています。

○ 掲載事業者は、北海道運輸局管内に営業所を設置している

事業者です。

○ 休止中の会社が含まれている場合があります。

○ 「営業区域」欄の「○○支局」に含まれる具体的な市町村

については、最終ページ「一般業務（特例海事業務を除く）

の管轄区域詳細」の該当する支局欄をご参照下さい。

○ 「特例全道区域」欄の●印は、その左欄の「営業区域」欄

の記載内容（以下「本来の営業区域」）にかかわらず、営業

区域を離島を含む北海道全域に拡大していることを指します。

この拡大ができる事業者は、公益社団法人日本バス協会の

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けた事業

者のみで、事業者からの申請と北海道運輸局による審査に適
、 、

合する必要があります。

なお、上記認定の取消や失効があった場合は、「特例全道

区域」は本来の営業区域に縮小されることとなります。



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 札幌
番号 行 事 業 者 名 〒

住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 ハ  北海道中央バス株式会社 法人番号 4430001050451 047-8601  小樽市色内1丁目8番6号
平尾 一彌

二階堂 恭仁
0134-24-1111 0134-23-1794 中央バス

札幌支局・旭川市・上川支庁管内の空知

郡・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・
● ○

2 サ  株式会社じょうてつ 法人番号 1430001007925 003-0001  札幌市白石区東札幌1条1丁目1－8 原田 寛 011-811-6141 011-811-6148 じょうてつバス 札幌支局 ● ○

3 ナ  ニセコバス株式会社 法人番号 5430001051804 048-1512  虻田郡ニセコ町字中央通8番地 伊藤 正道 0136-44-2001 0136-44-2002
札幌支局・室蘭市・登別市・伊達市・虻田

郡・白老郡・有珠郡・山越郡・瀬棚郡
● ○

4 ヤ  夕張鉄道株式会社 法人番号 9430001047360 068-0425  夕張市若菜2番地19 畠山 朗 01235-6-6306 0123-56-6351 夕鉄バス
札幌支局・富良野市・苫小牧市・勇払郡・

空知郡南富良野町
● ○

5 ハ  北都交通株式会社 法人番号 9430001033740 060-0042  札幌市中央区大通西6丁目10-11
渡辺 克仁

佐藤 晃彦
011-522-8000 011-233-5800

札幌支局・苫小牧市・勇払郡・白老郡・虻

田郡・伊達市
○

6 タ  千歳相互観光バス株式会社 法人番号 7430001043799 066-0055  千歳市里美2丁目1番5号 沼田 聖 011-377-8811 011-377-8833 千歳バス・相互バス
札幌支局・苫小牧市・勇払郡・登別市・伊

達市・有珠郡・白老郡・沙流郡
○

7 サ  札幌観光バス株式会社 法人番号 8430001037866 004-0811  札幌市清田区美しが丘1条9丁目1番1号 福村 泰司 011-881-2431 011-883-5702 札幌支局・苫小牧市 ● ○

8 ハ  北海道バス株式会社 法人番号 9430001021456 004-0831  札幌市清田区真栄１条２丁目３３番１０号 西村 信義 011-882-1111 011-882-2111
札幌支局・函館支局（離島を除く）、苫小

牧市、勇払郡、白老郡、虻田郡、伊達市
● ○

9 カ  国際観光バス株式会社 法人番号 2430001006018 003-0029  札幌市白石区平和通14丁目北2 今野 善修 011-863-0811 011-863-6843 K.K.B(ｹｰ・ｹｰ・ﾋﾞｰ) 札幌支局 ● ○

10 サ  札幌ばんけい株式会社 法人番号 2430001013294 064-0945  札幌市中央区盤渓475番地
東原 俊郎

井上 浩勝
011-644-3731 011-631-3220 札幌支局・苫小牧市 ● ○

11 サ  札幌第一観光バス株式会社 法人番号 8430001020079 062-0051  札幌市豊平区月寒東1条19丁目3番50号 岡田 浩司 011-850-5500 011-850-5511
札幌支局・苫小牧市・伊達市・勇払郡・白

老郡
● ○

12 ハ  はまなす観光バス株式会社 法人番号 3430001033556 061-1270  北広島市大曲2番地6 日笠 友英 011-377-7777 011-377-6666
札幌支局・虻田郡・苫小牧市・勇払郡・白

老郡
● ○

13 タ  時計台バス株式会社 法人番号 5430001011741 003-0012  札幌市白石区中央2条5丁目2-14 木村 高庸 011-815-1711 011-815-6661 札幌支局・苫小牧市 ● ○

14 ア  イナホ観光株式会社 法人番号 8430001050943 048-2402  余市郡仁木町大江2丁目1番地 嘉屋 英樹 0135-32-3400 0135-32-3527
札幌支局・伊達市・虻田郡洞爺湖町・虻田

郡豊浦町
● ○

15 サ  ジェイ・アール北海道バス株式会社 法人番号 7430001025970 063-0802  札幌市西区二十四軒２条７丁目１番２６号 田畑 正信 011-622-8000 011-622-5600 ジェイアールバス
札幌支局・室蘭支局・帯広支局・釧路支

局・函館支局・旭川市・美瑛町・上富良野
● ○

16 サ  三和交通株式会社 法人番号 6430001062783 001-0904  札幌市北区新琴似4条16丁目5番22号 山澤 巖雄 0133-72-8130 0133-74-8633 札幌支局 ● ○

17 カ  株式会社北観光 法人番号 5430001033216 006-0033  札幌市手稲区稲穂３条２丁目１番２０号 北 雅友 0133-72-8838 0133-72-8839 札幌支局・苫小牧市・白老郡 ● ○

18 ア  岩見沢観光バス株式会社 法人番号 6430001046340 069-0362  岩見沢市上幌向南1条2丁目1194番地1 内藤 正勝 0126-26-1811 0126-26-1891 札幌支局 ○

19 サ  空知中央バス株式会社 法人番号 9430001048929 073-0033  滝川市新町３丁目２番１号 臼井 広宗 0125-24-8855 0125-22-2107
札幌支局・旭川市・深川市・留萌市・富良

野市・苫小牧市・上川郡・雨竜郡・空知
● ○

20 タ  ダイコク観光バス株式会社 法人番号 6430001033207 061-3241  石狩市新港西1丁目769番地3 木村 隆之 0133-74-4100 0133-74-4110 札幌支局、苫小牧市 ○

21 タ  株式会社ドリーム観光バス 法人番号 5430001041219 065-0042  札幌市東区本町2条8丁目2番6号 宗方 淳剛 011-784-7700 011-781-6750 ドリーム観光バス
札幌支局・苫小牧市・有珠郡・勇払郡・白

老郡・虻田郡
● ○

22 カ  北日本トランスポート株式会社 法人番号 3430001043522 061-1433  恵庭市北柏木町5丁目1番3号 山口 大介 0123-39-3131 0123-39-3121 北日本バス
札幌支局・苫小牧市・白老郡・有珠郡・勇

払郡
● ○

23 サ  有限会社誠和運輸 法人番号 2430001049074 073-1104  樺戸郡新十津川町字弥生3番地15 小原 直樹 0125-76-2711 0125-76-3567 こすもす観光バス
札幌支局・旭川市・富良野市・深川市・留

萌市・増毛郡・（上川総合振興局管内の）
● ○

24 カ  株式会社公益社 法人番号 2430001005589 060-0063  札幌市中央区南3条西9丁目 998番地14 荏原 泉 011-861-4242 011-861-0454 札幌支局 ○

25 ハ  株式会社美唄自動車学校 法人番号 8430001046859 072-0042  美唄市字美唄1443番地の14 林   正芳 0126-62-7171 0126-62-7414 美自校観光バス
札幌支局・旭川市・深川市・富良野市・空

知郡・雨竜郡・上川支庁管内の上川郡・勇
○

26 ア  株式会社エルム観光バス 法人番号 9430001033427 061-1264  北広島市輪厚431番地3 村西 更新 011-377-8181 011-377-2688 札幌支局・苫小牧市 ● ○

27 ア  有限会社オーエムバスシステム 法人番号 1430002044942 061-1275  北広島市大曲南ヶ丘1丁目11-1-207 尾畑 光春 011-377-2900 011-377-2901 札幌支局 ● ○

28 サ  株式会社坂本輸送サービス 法人番号 9430001028591 002-0853  札幌市北区屯田3条6丁目3番14号 坂本 範男 011-771-4517 011-771-9205 スマイル観光 札幌支局 ● ○

29 サ  有限会社下段モータース 法人番号 1430002046369 061-0218  石狩郡当別町樺戸町1055番地22 下段 寿之 0133-23-2630 0133-23-3901 シモダンバス 札幌支局 ○

30 ア  株式会社ＡＩＲ 法人番号 4430002042646 064-0952  札幌市中央区宮の森2条17丁目9-28 石丸 康行 011-588-8800 011-588-8801 札幌支局 ● ○

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 札幌
番号 行 事 業 者 名 〒

住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協法人番号

31 タ  株式会社高田モータース 法人番号 9430001047492 069-1455  夕張郡長沼町東5線南6番地 高田 賢一 0123-88-2685 0123-88-4970 長沼観光バス
札幌支局・勇払郡・沙流郡・白老郡・空知

郡・苫小牧市・伊達市
● ○

32 ア  エムズメッセ株式会社 法人番号 6430001028388 004-0873  札幌市清田区平岡3条3丁目30番7号 森 康彰 011-884-0862 011-884-0864 エムズ
札幌支局・苫小牧市・伊達市・白老郡・勇

払郡
● ○

33 カ  有限会社栗山交通 法人番号 4430002050946 069-1507  夕張郡栗山町字旭台1番地79 池渕 伴昭 0123-72-4745 0123-72-2845
札幌支局・苫小牧市・富良野市・勇払郡・

沙流郡
● ○

34 ア  株式会社ウイング 法人番号 7430001033511 061-1276  北広島市大曲緑ヶ丘7丁目8番地6 増田 孝充 011-376-2155 011-376-2146
北海道グローバル観

光

札幌支局・苫小牧市・伊達市・白老郡・勇

払郡
● ○

35 ア  株式会社エアバス 法人番号 6430001050953 046-0004  余市郡余市町大川町10丁目20番地 越智 雅俊 0135-22-1184 0135-23-7600 札幌支局 ●

36 ハ  有限会社富士バス 法人番号 2430002057159 044-0201  虻田郡喜茂別町字喜茂別1番地61 本間 洋昭 0136-33-2160 0136-33-2170
札幌支局・苫小牧市・登別市・室蘭市・伊

達市・白老郡・有珠郡・山越郡・虻田郡洞
○

37 ア  有限会社アオヤナギ観光バス 法人番号 1430002050255 061-0500  樺戸郡月形町1048番地27 青柳 宗明 0126-53-2728 0126-53-3038
札幌支局・深川市・留萌市・富良野市・増

毛郡・雨竜郡・勇払郡
● ○

38 ハ  北都ベリアールサービス株式会社 法人番号 8430001015046 003-0013  札幌市白石区中央3条4丁目1番10番 木村 行宏 011-813-0880 011-815-5787 ｳﾞｧﾘｷｬﾌﾞ 札幌支局 ● ○

39 ア  ＭＴＪ観光株式会社 法人番号 5430002001007 007-0843  札幌市東区北４３条東１丁目６－１０ 明哲ビル３Ｆ 加藤 哲 011-788-7775 011-788-7776 札幌支局

40 ハ  フラワー観光バス株式会社 法人番号 3430001047093 072-0003  美唄市東2条北1丁目1078番4 伊藤 義則 0126-66-6611 0126-66-6615
札幌支局・旭川市・深川市・留萌市・富良

野市・増毛郡・雨竜郡・上川郡・空知郡及
● ○

41 サ  総合企画株式会社 法人番号 4430001033506 061-1131  北広島市美沢３丁目１０番地４ 金澤 博文 011-398-8507 011-398-8547
札幌支局・苫小牧市・白老郡・胆振支庁管

内の勇払郡
●

42 マ  有限会社丸鈴三共 法人番号 9430002025357 003-0865  札幌市白石区川下5条3丁目5番21号 鈴木 明男 011-875-2733 011-894-1425 札蘭バス 札幌支局・苫小牧市 ● ○

43 タ  滝川自動車運輸株式会社 法人番号 7430001048443 073-0025  滝川市流通団地2丁目3番13号 藤井 正義 0125-22-1122 0125-24-5056
札幌支局・深川市・雨竜郡・留萌市・留萌

郡・旭川市・上川郡・富良野市・空知郡・
●

44 カ  有限会社幌南運輸 法人番号 7430002007497 002-8054  札幌市北区篠路町拓北3－82 本間 雅実 011-771-6611 011-771-3511 幌南バス 札幌支局

45 タ  有限会社ＤＯ観光バス 法人番号 6430002028032 004-0863  札幌市清田区北野3条3丁目18－28 棟方 繁行 011-885-5570 011-887-6003
札幌支局・苫小牧市・胆振支庁管内の勇払

郡・白老郡・有珠郡
●

46 カ  有限会社グロー企画 法人番号 4430002051523 069-0236  空知郡南幌町西町1丁目2－8 佐々木 啓人 011-378-3883 011-378-3555 南幌ﾊﾞｽ
札幌支局・苫小牧市・胆振支庁管内の勇払

郡・白老郡・有珠郡・上川支庁管内の空知

47 ハ  北海道旅行センター株式会社 法人番号 3430001025909 003-0833  札幌市白石区北郷３条１２丁目１番３９号 和泉 秀明 011-874-7333 011-874-6663
札幌支局・苫小牧市・白老郡・胆振総合振

興局管内の勇払郡

48 ハ  有限会社ビーエヌ企画 法人番号 4430002016179 003-0853  札幌市白石区米里3条3丁目6番24号
白井 正晴

白井 晴彦
011-881-1651 011-898-4125 札幌支局

49 サ  有限会社新篠津交通 法人番号 7430002046735 068-1100  石狩郡新篠津村第42線南19番地 菊池 正紀 0126-57-2433 0126-57-2437 札幌支局 ○

50 サ  空知交通株式会社 法人番号 6430001048411 075-0001  芦別市北1条西1丁目2番地 林 秀樹 0124-22-3166 0124-22-3377
札幌支局・旭川市・富良野市・深川市・留

萌市・空知郡(上富良野町・中富良野町・南
○

51 ア  有限会社ウィングサービス 法人番号 4430002048619 066-0013  千歳市柏台1390番地 前平 幸男 0123-24-0055 0123-22-4155
札幌支局・苫小牧市・勇払郡・白老郡・有

珠郡・沙流郡
● ○

52 マ  丸喜交通株式会社 法人番号 9430001048879 073-0031  滝川栄町3丁目7－13 及川 博之 0125-23-1050 0125-23-8535
札幌支局・旭川市・深川市・留萌市・富良

野市・雨竜郡・増毛郡・留萌郡・上川郡・
●

53 サ  有限会社島牧ハイヤー 法人番号 6440002010113 048-0631  島牧郡島牧村字千走136番地 林 知弘 0136-74-5447
札幌支局・山越郡・瀬棚郡・久遠郡・胆振

支庁の虻田郡

54 ヤ  株式会社余市自動車工業 法人番号 5430001051127 046-0004  余市郡余市町大川町16丁目5番地 森 義仁 0135-23-4123 0135-23-3939 北海道ハートバス 札幌支局

55 ワ  株式会社ワークスロケーションクルー 法人番号 7430001018025 001-0923  札幌市北区新川3条17丁目1番19号 風間 彰 011-631-0070 011-631-0084 札幌支局 ●

56 サ  株式会社ソーゴバス 法人番号 2430002045080 007-0002  札幌市東区中沼２条１丁目１番６号 中田 正敏 011-788-4856 011-214-9645 札幌支局

57 カ  有限会社クローバー観光 法人番号 8430002036561 005-0007  札幌市南区澄川６条１３丁目７－５
阿部 飛利美

岡 謙司
011-889-3888 011-889-3878

札幌支局・勇払郡・苫小牧市・白老郡・伊

達市
●

58 タ  有限会社武川自動車商会 法人番号 6430002052486 073-0121  砂川市吉野1条南4丁目7番24号 武川 誠一 0125-52-6916 0125-52-6917
札幌支局・留萌市・深川市・旭川市・富良

野市・増毛郡・留萌郡・雨竜郡・上川支庁
●

59 タ  有限会社大伸運輸 法人番号 2430002056177 046-0121  古平郡古平町大字浜町272番地1 佐々木 史 0135-42-2752 札幌支局

60 ハ  株式会社北海道リムジン 法人番号 4430002040088 063-0035  札幌市西区西野５条９丁目２－１１
鈴木 和浩

赤間 健男
011-666-8491 011-666-8495 札幌支局 ●



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 札幌
番号 行 事 業 者 名 〒

住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協法人番号

61 ア  太田総業株式会社 法人番号 8430001047246 069-1512  夕張郡栗山町松風4丁目110－3 太田 雅章 0123-72-0969 0123-37-7755 向日葵交通 札幌支局 ●

62 ハ  北星三星交通株式会社 法人番号 6430001048659 073-0032  滝川市明神町2丁目1番15号
中島 康

髙木 久継
0125-23-4649 0125-22-1175 札幌支局

63 ヤ  山内建材工業株式会社 法人番号 5430001042794 061-0232  石狩郡当別町春日町２６番地６ 山内 健至 0133-23-0397 0133-23-0597 札幌支局

64 ナ  波自動車工業株式会社 法人番号 3430001047572 069-1144  夕張郡由仁町本三川137 波 秀樹 01238-7-3006 札幌支局

65 カ  株式会社ケイエムトラスト旅行サービス 法人番号 1430002037483 007-0880  札幌市東区丘珠町583番84 森山 克美 011-785-5033 011-789-5038 札幌支局 ●

66 カ  有限会社佳嘉 法人番号 5430002039229 064-0804  札幌市中央区南4条西6丁目8番地 彭 源基 011-207-6688 011-207-6687 北海道ﾌｧﾐﾘｰ観光ﾊﾞｽ 札幌支局 ●

67 マ  有限会社宮井レンタカー 法人番号 7430002053161 073-1103  樺戸郡新十津川町字中央71番地59
宮井 純一

宮井 浩之
0125-76-2774 0125-76-3009

札幌支局・留萌市・深川市・旭川市・富良

野市・増毛郡・留萌郡・雨竜郡・上川支庁

68 カ  有限会社恒和配送 法人番号 8430002047583 066-0051  千歳市泉沢1007番地36 和田 芳房 0123-25-6625 0123-25-6602
札幌支局・苫小牧市・伊達市・登別市・白

老郡・勇払郡・沙流郡

69 サ  三洋自動車興業株式会社 法人番号 7430001049994 047-0008  小樽市築港8番4号 川上 範恭 0134-27-3434 0134-27-0711 レジェンドバス 札幌支局・伊達市 ○

70 カ  かさい観光株式会社 法人番号  8430001036496 007-0884  札幌市東区北丘珠４条２丁目１－２１ 笠井 将夫 011-826-5308 011-826-5309  札幌支局

71 タ  株式会社トラベラーズサポート 法人番号 8430001032743 007-0827  札幌市東区東雁来７条２丁目２番２１号 本間 勝則 011-792-9486 011-774-7386
札幌支局・苫小牧市・伊達市・白老郡・有

珠郡・勇払郡
● ○

72 ア  ウィズユー観光株式会社 法人番号 7430001037248 061-1127  北広島市新富町西３丁目１－３ 林 奕峰 011-299-8101 011-299-8102 札幌支局

73 ア  ＨＴＭ株式会社 法人番号 7430001052148 044-0087  虻田郡倶知安町ニセコひらふ4条1丁目3番16－2号 小島 五月 0136-21-2557 0136-55-5571
札幌支局・伊達市・虻田郡・山越郡・有珠

郡・白老郡・登別市

74 ハ  北成自動車株式会社 法人番号 6430001042777 061-0215  石狩郡当別町対雁22番地3 鈴田 英治 0123-23-2647 0133-23-1115 札幌支局

75 ヤ  四辻自動車工業株式会社 法人番号 7430001052107 045-0031  岩内郡共和町梨野舞納13番地の1 四辻 優一 0135-62-2120 0135-62-3542 札幌支局

76 ア  株式会社ＡＣＣＥＬ２４ 法人番号 2430001039703 001-0923  札幌市北区新川3条17丁目1番19号 細川 芳紀 011-618-0024 011-618-2400 札幌支局

77 ア  エース興業株式会社 法人番号 8430001002119 006-0002  札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番30号
中谷 一成

對馬 聡
011-521-6004 011-521-6003 札幌支局

78 ヤ  株式会社悠創 法人番号 9430001042080 007-0827  札幌市厚別区厚別西７７０番２ 中村 誠一 011-598-6977 011-598-6987 さっぽろ慎観光バス 札幌支局

79 カ  華桜国際観光株式会社 法人番号 5430001070928 001-0015  札幌市北区北十五条西５丁目１番７号 馬 栩楓 011-788-5908 札幌支局

80 ハ  富士交通株式会社 法人番号 9430001043913 061-1441  恵庭市住吉町２丁目１番３号 小清水 行彦 0123-33-6271 0123-34-2366 富士観光
札幌支局，苫小牧市、白老郡、勇払郡、伊

達市
○

81 タ  有限会社竹田産業 法人番号 6430002051447 069-1216  夕張郡由仁町古山３２８番地
竹田 洋介

濱口 育子
01238-3-2280 0123-83-2871 札幌支局

82 カ  恵進商事株式会社 法人番号 1430001005383 064-0958  札幌市中央区宮の森１２３７番地１ 岩佐 惠麿 011-611-2211 011-611-2228 札幌支局

83 ナ  虹色トラベル株式会社 法人番号 7430001060704 006-0832  札幌市手稲区曙二条三丁目４２３番地６３ 高橋 実 011-213-7655 011-213-7661 札幌支局 ● ○

84 カ  有限会社グローイングツーリスト 法人番号 2430002037549 001-0013  札幌市北区北１３条西３丁目２－１ 浜埜 祐吉 011-726-2800 011-726-2880 札幌支局

85 サ  株式会社ジャスト 法人番号 6430001008043 005-0861  札幌市南区真駒内６２７番地３１ 今田 美一 001-596-0986 011-596-0996 ジャストフォーユー
札幌支局・苫小牧市・伊達市・勇払郡・白

老郡・虻田郡・有珠郡

86 タ  株式会社千葉北エンタープライズ 法人番号 2040001045823 263-0043  千葉県千葉市稲毛区小仲台７－２８－２２ 篠原 禎和 0479-75-4018 0479-75-4019
札幌支局・函館支局（離島を除く）、千葉

県
●

87 ラ  ライクネット株式会社 法人番号 4430002031797 002-0852  札幌市北区屯田二条二丁目１０番２０号 丹野 欣司 011-776-5050 011-776-5052 札幌支局 ● ○

88 ア  エール観光株式会社 法人番号 2430001066532 002-8027  札幌市北区篠路７条３丁目１番２４号 佐々木 孝 011-773-0768 札幌支局 ● ○

89 ワ  ワールド交通株式会社 法人番号 1440002010035 048-0406  寿都郡寿都町字渡島町２０番地１ 岸本 健 0136-62-2153 0136-33-2115
札幌支局・伊達市・室蘭市・登別市・苫小

牧市・山越郡・胆振総合振興局管内の虻田
●

90 サ  ザ・オリエンタルバス株式会社 法人番号 8430001067376 160-0022  東京都港区東新橋１－１－１９ ヤクルト本社ビル１１Ｆ 間宮 修平 011-370-3030 011-370-3050 札幌支局・苫小牧市・千葉県・大阪府 ● ○



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 札幌
番号 行 事 業 者 名 〒

住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協法人番号

91 タ  株式会社ＴＫＢ観光 法人番号 3430001067645 061-2303  札幌市南区定山渓温泉西１丁目５１番地２ 藤井 仁 011-598-3380 011-598-2110
札幌支局・苫小牧市・登別市・伊達市・胆

振総合振興局管内虻田郡・有珠郡・白老

92 サ  睡蓮観光株式会社 法人番号 6430001067337 001-0934  札幌市北区新川西４条３丁目２－５ 寺岡 浩二 011-769-3388 011-769-3389 札幌支局

93 サ  株式会社ＳＯＲＡ 法人番号 4430001070607 004-0842  札幌市清田区清田二条３丁目３番１号 金 美成 011-884-0003 011-884-0004 札幌支局

94 ハ  北海国際サービス株式会社 法人番号 5430001071174 003-0854  札幌市白石区川北４条１丁目４番３６号 ラルゴプラジャ弐番館２０４号 特 日根 011-594-8684
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡
●

95 サ  札幌みらい観光株式会社 法人番号 1430001071161 002-0856  札幌市北区屯田六条十丁目１番２７－２０１号 渡邊 貴也 011-768-8664
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡
● ○

96 ハ  株式会社北桜観光バス 法人番号 2430001072266 003-0827  札幌市白石区菊水元町七条４丁目５番２８号 関口 克平 011-872-0008
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡
●

97 カ  株式会社北旅インターナショナル 法人番号 3430001061994 061-1271  北広島市大曲中央２丁目３番８号 王 嘉哲 011-887-8076
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡

98 ア  Ｈ．ＣＳ観光株式会社 法人番号 7430001072261 004-0871  札幌市清田区平岡一条２丁目１２番１４号
菅野 健太郎

佐々木 光春
011-886-8776 011-887-4265 札幌支局 ● ○

99 サ  ＪＯＥＵＮ ＢＵＳ株式会社 法人番号 6060001019994 286-0211  東京都大東区浅草橋４丁目２番２号 西山 祐志 0476-55-4782 0476-93-2770 札幌支局

100 ア  株式会社いちごいちえ 法人番号 430001044675 062-0052  札幌市豊平区月寒東2条19丁目9番31号
李 宗徳

金 永美
011-799-0391 札幌支局

101 カ  株式会社ＫＯＯ企画 法人番号 1450001011520 066-0055  千歳市里美１丁目１－９ 工藤 保之 0123-25-3197 0123-25-3198 札幌支局、登別市、伊達市、苫小牧市他 ●

102 マ  株式会社ミツル 法人番号 430001076692 061-1268  北広島市輪厚中央１丁目１４番１５ 鄭 眞旭 011-590-0104
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡

103 カ  華燁日本旅行株式会社 法人番号 430001072738 063-0834  札幌市西区発寒十四条二丁目3番1号
孟 巷成

王 雪梅
090-2879-9991

札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡

104 ハ  株式会社北華 法人番号 430001076733 006-0083  千歳市みどり台北１丁目３番９号 齋藤 宇健 0123-31-3224
札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡、沙流郡

105 ハ  株式会社北海紀行 法人番号 7430001069217 053-0055  札幌市中央区南６条西１１丁目１２８４－２２ 金 炯福 090-6265-9000
札幌支局、苫小牧市、伊達市、勇払郡、白

老郡

106 ハ  株式会社北海道未来旅行 法人番号 8430001071972 001-0015  札幌市北区北１５条西４丁目２－１６ ＮＲＫ札幌ビル５０２号
孫 波

斯 小林
011-299-7562 011-299-7563

札幌支局、伊達市、苫小牧市、白老郡、勇

払郡、沙流郡

107 グ  合同会社GROUP-A&COMPANY 法人番号 430003012778 003-0005  札幌市白石区東札幌５条１丁目２番２０号
倉本 圭一郎

稲田 恭兵
011-598-0839 011-598-1683 札幌支局

108 ユ  株式会社友愛観光バス 法人番号 430003012778 581-0852  東京都葛飾区西水元３－２７－３ 李 炳燦 0729-93-7171
大阪府、東京都（隣接区域あり）、札幌支

局、伊達市、白老群、苫小牧市、勇払郡



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 函館

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 ハ  函館バス株式会社 法人番号 1440001001737 040-0024  函館市高盛町10番1号 森 健二 0138-54-4471 0138-31-4120 函館支局 ○

2 ハ  函館タクシー株式会社 法人番号 4440001001692 040-0022  函館市日乃出町22番38号 岩塚 晃一 0138-51-3101 0138-31-5537 函館帝産バス 函館支局（離島を除く） ● ○

3 ア  有限会社東ハイヤー 法人番号 7440002008981 049-4501  久遠郡せたな町北桧山区北桧山78番地 松本 年弘 0137-84-5411 0137-84-5495 函館支局（離島を除く） ○

4 ア  ＨＫＢ株式会社 法人番号 1440001004756 042-0932  函館市高松町130番107 小澤 友基隆 0138-59-5050 0138-59-1390 函館支局（離島を除く） ● ○

5 ア  有限会社おしゃまんべ交通 法人番号 5440002008711 049-3521  山越郡長万部町字長万部31番地 北川 友子 01377-2-2226 01377-2-5846 函館支局（離島を除く） ○

6 ア  エイチ・ビー観光株式会社 法人番号 9440001004740 040-0024  函館市高盛町10番1号 森 健二 0138-51-3136 0138-55-8254 函館支局（離島を除く） ● ○

7 カ  株式会社ケーエス北の星観光バス 法人番号 4440001000570 041-0824  函館市西桔梗町863番地1 小堤 文郎 0138-86-5566 0138-86-6688 函館支局（離島を除く）・札幌支局 ● ○

8 ナ  株式会社ノースジャパン北海道 法人番号 5440001005759 041-1244  北斗市村山161番地1
出町 捷敏

出町 孝広
0138-77-7127 0138-77-9229 函館支局（離島を除く）

9 ア  有限会社大沼交通 法人番号 6440002007555 041-1354  亀田郡七飯町字大沼町278番地6

小林 克彦

小林 澄子

小林 信祐

0138-67-3500 0138-67-2400

函館支局（離島を除く）・室蘭支局・千歳

市・恵庭市・北広島市・札幌市・江別市・

夕張市・夕張郡・空知郡（空知振興局管

内）

● ○

10 サ  有限会社正和観光 法人番号 1440002005407 049-0121  北斗市久根別2丁目31番7号
金丸 正弘

金丸 和代
0138-73-6390 0138-73-1233 函館支局（離島を除く）

11 ハ  株式会社函館平安システム 法人番号 1440001001720 040-0061  函館市海岸町10番19号 金沢 俊司 0138-40-1550 函館支局（離島を除く）

12 マ  有限会社マルジュウ高田 法人番号 9440002009904 043-1114  檜山郡厚沢部町本町27番地の1 高田 一弥 01396-4-3177 0139-67-2923 厚沢部観光 函館支局（離島を除く） ● ○

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 旭川

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 タ  道北バス株式会社 法人番号 8450001002208 070-0821  旭川市近文町16丁目2698番地1
松本 神一

佐々木 求
0166-51-0111 0166-51-5440 旭川支局（離島を除く） ● ○

2 マ  名士バス株式会社 法人番号 9450001007346 096-0014  名寄市西4条南10丁目1番地4 南原 眞一 01654-2-4151 01654-3-6247 旭川支局（離島を除く） ● ○

3 ア  旭川電気軌道株式会社 法人番号 9450001000251 078-8213  旭川市3条通18丁目左3号 河西 利記 0166-32-2161 0166-32-2271 キョクデン

旭川支局（離島を除く）・札幌支局・苫小

牧市・伊達市・勇払郡・沙流郡・白老郡・

虻田郡

● ○

4 ア  沿岸バス株式会社 法人番号 2450001009068 078-4103  苫前郡羽幌町南3条2丁目2番地2 出口 治康 0164-62-2051 0164-62-5544
旭川支局（利尻郡・礼文郡を除く）・札幌

支局
● ○

5 サ  宗谷バス株式会社 法人番号 8450001008147 097-0001  稚内市末広5丁目2番23号 中場 直見 0162-32-5151 0162-32-5353 宗谷バス 旭川支局・札幌支局・紋別市・紋別郡 ○

6 サ  士別軌道株式会社 法人番号 6450001007522 095-0022  士別市西2条6丁目1931番地 井口 裕史 0165-23-2723 0165-23-0873
旭川支局（離島を除く）・札幌市及び千歳

市（毎年5月1日～10月31日まで）
● ○

7 タ  てんてつバス株式会社 法人番号 9450001008947 077-0005  留萌市船場町1丁目47番地 森島 守雄 0164-42-0620 0164-43-8132 旭川支局（離島を除く）・札幌支局 ● ○

8 ハ  ふらのバス株式会社 法人番号 1450001006512 076-0057  富良野市住吉町1番1号 尾崎 庄一 0167-23-3131 0167-23-3731

旭川支局（離島を除く。）・札幌支局・苫

小牧市・伊達市・上川郡・勇払郡・沙流

郡・河東郡・白老郡・虻田郡

● ○

9 ハ  有限会社藤観光バス 法人番号 7450002012306 078-3621  苫前郡苫前町字古丹別 188番地
渡邊 育史

髙橋 寛
01646-5-4400 0164-65-4401 旭川支局（利尻郡・礼文郡を除く） ○

10 ア  旭川中央交通株式会社 法人番号 6450001000262 070-0823  旭川市緑町14丁目3026番地1 柏葉 健一 0166-52-3641 0166-54-8480

旭川支局（離島を除く）・滝川市・赤平

市・芦別市・砂川市・歌志内市・美唄市・

空知総合振興局管内の空知郡及び樺戸郡

● ○

11 ア  有限会社明日萌観光バス 法人番号 4450002008851 078-2204  雨竜郡沼田町西町492番地1 多田 和宏 0164-35-3300 0164-35-2882 旭川支局（離島を除く） ● ○

12 ハ  株式会社北海運輸 法人番号 5450001002813 071-8131  旭川市末広1条6丁目1－33 石野 正勝 0166-52-1551 0166-51-1180 北海バス 旭川支局（離島を除く） ○

13 ハ  深川観光バス株式会社 法人番号 1450001004763 078-0151  深川市納内町字納内5805番地 浅井 敬司 0164-24-3457 0164-24-3456 札幌支局・旭川支局（離島を除く） ● ○

14 カ  有限会社川原観光 法人番号 4450002009998 098-0503  名寄市風連町北栄町175番地15
和田 英則

和田 則子
01655-3-4000 01655-3-4001 旭川支局（離島を除く） ● ○

15 ア  有限会社旭川観光バス 法人番号 5450002000485 079-8416  旭川市永山6条13丁目7番11号 村椿 正 0166-47-8255 0166-47-8250
旭川支局（離島を除く）・芦別市・滝川

市・赤平市・砂川市・歌志内市

16 マ  有限会社みやび観光 法人番号 4450002011368 098-3302  天塩郡天塩町山手裏通6丁目1982番地の2 小澤 誠 01632-2-3202 01632-2-3207 旭川支局（離島を除く）

17 ハ  有限会社光交通 法人番号 5450002008314 071-0239  上川郡美瑛町字美瑛原野567番地3 安東 良夫 0166-83-4855 旭川支局（離島を除く）

18 マ  宮本バス株式会社 法人番号 8450001006308 071-0215  上川郡美瑛町扇町
宮本 隆輝

今川 裕司
0166-92-3131 0166-92-1471

旭川支局（離島を除く）、十勝総合振興局

管内の上川郡、河東郡、札幌運輸支局管

内、苫小牧市、伊達市、白老郡、胆振総合

振興局管内の勇払郡

● ○

19 サ  株式会社士別ハイヤー 法人番号 4450001007581 095-0022  士別市西2条7丁目709 佐藤 元信 0165-23-5000 0165-22-1460 旭川支局（離島を除く） ○

20 ア  株式会社エムワイ観光 法人番号 9450001007081 079-8431  旭川市永山北2条9丁目13番地12

寺田 政行

寺田 純子

日向寺 彰

0166-46-2391 0166-46-2389 札幌支局、旭川支局（離島を除く）

21 ア  有限会社旭川交通 法人番号 9450002008269 078-1303  上川郡当麻町3条西2丁目6番5号 岡本 圭悟 0166-84-7777 0166-84-7788

旭川支局（離島を除く）、紋別郡、十勝総

合振興局管内の上川郡、札幌支局、苫小牧

市、勇払郡、白老郡、函館支局（離島を除

く）

● ○

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 室蘭

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 タ  道南バス株式会社 法人番号 1430001056880 050-0083  室蘭市東町3丁目25番3号 長谷川 義郎 0143-45-2131 0143-45-2138
室蘭支局・函館支局（離島を除く。）・札

幌支局・勇払郡占冠村
○

2 ア  あつまバス株式会社 法人番号 2430001052581 059-1605  勇払郡厚真町字本郷 229－1 三上 功 01452-7-2311 0145-27-3537 室蘭支局・勇払郡占冠村・札幌支局 ● ○

3 ナ  日交ハイヤー株式会社 法人番号 9430001055520 057-0013  浦河郡浦河町大通2丁目28番地 木田 尚孝 0146-22-3153 0146-22-0275 日交バス

室蘭支局・帯広市・広尾郡・河西郡・千歳

市・恵庭市・北広島市・札幌市・江別市・

夕張郡

● ○

4 ハ  北海道ひだか交通バス株式会社 法人番号 1430001055247 056-0027  日高郡新ひだか町静内駒場5番20号 藤田 昭好 01464-2-1525 0146-43-2864
室蘭支局・札幌市・千歳市・恵庭市・勇払

郡占冠村
● ○

5 ナ  日軽北海道株式会社 法人番号 7430001053476 053-0002  苫小牧市晴海町43－3 栗田 勤 0144-74-9386 0144-72-9412 ＮＩＫＫＥＩＢＵＳ
室蘭支局・千歳市・札幌市・江別市・恵庭

市・北広島市
● ○

6 サ  酒井運送株式会社 法人番号 3430001055591 058-0013  様似郡様似町緑町140番地の1
酒井 健二

酒井 康敬
0146-36-3215 0146-36-2015

室蘭支局・札幌市・北広島市・恵庭市・千

歳市・虻田郡
○

7 ナ  株式会社中田商会 法人番号 6430001056901 050-0083  室蘭市東町2丁目5番12号 中田 富久 0143-43-7669 0143-45-6481 くじら観光 室蘭支局・千歳市 ○

8 サ  壮瞥貨物運輸株式会社 法人番号 1430001056369 052-0101  有珠郡壮瞥町字滝之町283番地7 毛利 順一 0142-66-3630 0142-66-3304 悠遊観光バス
室蘭支局・札幌市・千歳市・恵庭市・後志

振興局の虻田郡
● ○

9 サ  株式会社シノヤマ観光自動車 法人番号 4430001056762 050-0073  室蘭市宮の森町4丁目23番1号 篠山 剛 0143-43-0222 0143-43-5299 シノヤマ観光バス

室蘭支局・札幌市・千歳市・北広島市・江

別市・夕張市・夕張郡・空知郡・後志支庁

管内の虻田郡・恵庭市

●

10 タ  株式会社樽前観光サービス 法人番号 2430001053225 059-1364  苫小牧市字沼ノ端255番地23 平泉 憲志 0144-57-0001 0144-57-0066

室蘭支局・札幌市・千歳市・江別市・北広

島市・夕張市・恵庭市・夕張郡・空知郡・

後志支庁管内の虻田郡

● ○

11 ハ  株式会社ホロトラ建設興業 法人番号 1430001055511 058-0205  幌泉郡えりも町大和501番地 佐藤 博久 01466-2-3331 0146-62-2882
室蘭支局・札幌市・江別市・岩見沢市・北

広島市・恵庭市・千歳市・夕張市・夕張郡
● ○

12 ハ  はな交通株式会社 法人番号 2430001054900 059-1275  苫小牧市字錦岡453番地1 綱木 幸男 0144-67-6040 0144-67-4886
室蘭支局・札幌市・千歳市・恵庭市・北広

島市・江別市・夕張郡・虻田郡
● ○

13 サ  白老観光バス株式会社 法人番号 9430001054514 059-0642  白老郡白老町字竹浦216番地88
石見 義春

石見 祐貴
0144-87-6667 0144-87-6668

室蘭支局・札幌市・北広島市・恵庭市・千

歳市・虻田郡
● ○

14 サ  新和産業株式会社 法人番号 2430001056780 050-0087  室蘭市仲町12番地 内山 道 0143-44-2175 0143-44-2574 室蘭支局・千歳市・札幌市

15 ハ  ほくしょう運輸株式会社 法人番号 1430001053754 053-0053  苫小牧市柳町1丁目1－8 安孫 俊博 0144-55-3359 0144-55-5509

室蘭支局・札幌市・江別市・北広島市・恵

庭市・千歳市・夕張市・夕張郡・後志総合

振興局管内の虻田郡・空知総合振興局管内

の空知郡

● ○

16 マ  有限会社むかわハイヤー 法人番号 9430002060180 054-0023  勇払郡むかわ町末広2丁目137番地

渡邊 保

船坂 昌信

数矢 卓

0145-42-2141 0145-42-2720
室蘭支局・千歳市・北広島市・夕張市・恵

庭市・夕張郡・勇払郡占冠村
● ○

17 ハ  有限会社日高観光バス 法人番号 3430002063131 059-2124  沙流郡日高町字庫富81－2 池添 孝治 01456-7-2600 01456-7-2212 室蘭支局・千歳市

18 タ  有限会社道南ビジネスサポート 法人番号 1430002061079 053-0055  苫小牧市新明町２丁目６番５号 佐久間 聡史 0144-84-3282 0144-84-3283 道美観光バス

室蘭支局・札幌市・北広島市・恵庭市・千

歳市・江別市・岩見沢市・夕張市・夕張

郡・空知郡南幌町・石狩郡・後志総合振興

局管内の虻田郡

19 ハ  有限会社振内交通 法人番号 8430002063036 055-0411  沙流郡平取町振内町27番地22 樋屋 比呂志 01457-3-3021

室蘭支局、札幌市、千歳市、夕張市、夕張

郡、帯広市、勇払郡、北広島市、恵庭市、

江別市、岩見沢市、南幌町

● ○

20 カ  株式会社勧栄運輸 法人番号 3430001058454 059-3101  日高郡新ひだか町三石富沢２３－２番地 藤巻 勸 0146-37-2416 0146-37-2405 室蘭支局

21 ハ  ＢＵＳ・ＫＬＩＮＥ株式会社 法人番号 1430001066789 049-5602  虻田郡洞爺湖町泉４２番地５１ 川岸 胞明 0142-76-5009 0142-76-5222

室蘭支局・札幌市・千歳市・恵庭市・余市

郡・岩内郡・虻田郡・寿都郡・島牧郡・磯

谷郡・山越郡・二海郡・瀬棚郡・茅部郡

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 釧路

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 カ  くしろバス株式会社 法人番号 2460001000513 085-0063  釧路市文苑2丁目1番1号 深谷 晋也 0154-36-8181 0154-37-9011 釧路支局・北見支局・帯広支局 ● ○

2 ア  阿寒バス株式会社 法人番号 8460001000078 085-0062  釧路市愛国191番地208 香川 眞廣 0154-37-2221 0154-37-9083 釧路支局・北見支局・帯広支局・札幌支局 ● ○

3 ナ  根室交通株式会社 法人番号 4460401000193 087-0027  根室市光和町2丁目10番地2 岡野 将光 0153-24-2202 0153-23-4846

根室市・根室支庁・釧路市・釧路支庁・北

見市・網走市・紋別市・網走支庁・帯広

市・十勝支庁

● ○

4 カ  釧路衛星株式会社 法人番号 2460001000380 088-0606  釧路郡釧路町中央3丁目50番地 斎藤 剛史 0154-40-3131 0154-40-3142 釧路衛星バス 釧路支局 ○

5 ナ  根室観光交通株式会社 法人番号 1460401000205 087-0024  根室市宝林町5丁目2番地 秋穂 智久 0153-24-4155 0153-24-4156 釧路支局 ● ○

6 ア  株式会社旭観光バス 法人番号 5462501000007 086-1051  標津郡中標津町東11条北1丁目1 松實 秀樹 0153-73-5151 0153-72-0154 釧路支局

7 ハ  株式会社浜中運輸 法人番号 6460001003545 088-1485  厚岸郡浜中町浜中桜西２４番地
赤石 美枝子

神林 剛
0153-64-2116 0153-64-2068 釧路支局

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 帯広

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 タ  十勝バス株式会社 法人番号 4460101001145 080-2463  帯広市西23条北1丁目1番1号 野村 文吾 0155-37-6500 0155-37-6585 カチバス
帯広支局・釧路支局・北見支局・札幌支

局・勇払郡
● ○

2 ハ  北海道拓殖バス株式会社 法人番号 8460101001629 080-0351  河東郡音更町字然別北5線西37番地1 中木 基博 0155-31-8811 0155-31-8822
札幌支局・帯広支局・釧路支局・北見支

局・苫小牧市・白老郡・勇払郡・沙流郡
● ○

3 サ  士幌交通株式会社 法人番号 1460101003045 080-1200  河東郡士幌町字士幌西1線 167番地8 細谷 庫嗣 01564-5-2590 01564-5-4519 帯広支局 ● ○

4 ア  帯運観光株式会社 法人番号 3460101000230 080-2470  帯広市西20条南1丁目14番地26 田中 広幸 0155-25-2100 0155-24-5133 おびうん観光
札幌支局・十勝支庁管内、帯広市、苫小牧

市
● ○

5 マ  毎日交通株式会社 法人番号 8460101001728 089-1182  帯広市川西町基線24番地13 千葉 元逸 0155-59ｰ2201 0155-59-2205

帯広支局・札幌支局・釧路市・白糠郡・阿

寒郡・上川支庁管内の空知郡・勇払郡・沙

流郡・苫小牧市・伊達市・新冠郡・日高

郡・白老郡

● ○

6 カ  上士幌タクシー有限会社 法人番号 4460102005608 080-1408  河東郡上士幌町字上士幌東2線238番 川村 勝 01564-2-2504 01564-2-2140 帯広支局

7 カ  有限会社こばとハイヤー 法人番号 3460102001145 082-0011  河西郡芽室町東1条5丁目14番地 小林 善之 0155-62-3142 0155-62-4635 帯広支局

8 マ  株式会社芽室自動車学校 法人番号
7460101004005 082-0013

 河西郡芽室町東3条10丁目1番8
田島 浩二

田島 直人
0155-62-5811 0155-62-5811 かしわ交通 帯広支局

9 タ  有限会社飛内運輸 法人番号 9460102005958 081-0038  河西郡芽室町東9条10丁目5-11 飛内 壯夫 0155-61-2500 0155-61-5712
帯広支局、富良野市、空知郡、沙流郡、日

高郡、新冠郡、勇払郡
●

10 サ  有限会社さくら交通 法人番号 6460102002198 080-0028  帯広市西18条南1丁目2番地 杉本 良太 0155-58-1200 0155-58-1400 ※会葬輸送のみ 帯広支局

11 タ  株式会社つたい 法人番号 5460101001012 080-0011  帯広市西1条南26丁目1番地 蔦井 敏秀 0155-24-2415 0155-27-2110    

帯広支局・札幌支局・函館支局（離島を除

く）・伊達市・苫小牧市・白老郡・勇払

郡・沙流郡・空知郡南富良野町・新冠郡新

冠町・日高郡新ひだか町

○

12 マ  有限会社雅交通 法人番号 2460102007432 089-2151  広尾郡大樹町高校通２６番地６ 吉田 雅人 01558-6-5382 01558-6-3117 帯広支局

法人番号



貸切バス事業者一覧 令和5年4月1日 現在 北見

番号 行 事 業 者 名 〒
住 所

（個人事業者は主たる事務所の所在地）
代 表 者 電話番号 FAX番号 愛  称 営業区域

特例

全道

区域

バス協

1 ハ  北海道北見バス株式会社 法人番号 1460301000916 090-8503  北見市南町1丁目5番4号 福村 泰司 0157-68-1011 0157-31-3871 北見支局・釧路支局・帯広支局・札幌支局 ○

2 ア  網走バス株式会社 法人番号 5460301003048 093-0012  網走市南2条西1丁目15番地
小澤 友基隆

高橋 康弘
0152-43-4103 0152-67-4455

函館支局（離島を除く）・北見支局・釧路

支局・帯広支局・札幌支局・苫小牧市
● ○

3 ハ  北紋バス株式会社 法人番号 4450001009495 094-0023  紋別市元紋別 678番地 神 良雄 0158-24-2165 0158-24-2710 北見支局・釧路支局・帯広支局・札幌支局 ● ○

4 サ  斜里バス株式会社 法人番号 9460301003382 099-4112  斜里郡斜里町港町16番地16 下山 誠 0152-23-3145 0152-23-5521 北見支局・帯広支局・釧路支局・札幌支局 ● ○

5 ア  網走観光交通株式会社 法人番号 4460301003494 099-3244  網走郡大空町東藻琴71-2 冨田 勇 0152-66-2511 0152-66-3432
札幌支局・帯広支局・釧路支局・北見支

局・苫小牧市・白老郡・勇払郡
● ○

6 タ  株式会社たいせつ 法人番号 9460301003309 099-2323  網走郡大空町女満別西3条2丁目1番13号
中山 登

中山 万喜男
0152-74-4171 0152-74-3716 たいせつバス 北見支局・釧路市・弟子屈町 ● ○

7 マ  有限会社紋別観光バス 法人番号 6450002012827 094-0013  紋別市南が丘町7丁目40番11号 片岡 宗浩 0158-24-6531 0158-24-6576 北見支局 ● ○

8 ヤ  株式会社山田産業 法人番号 5460301001118 099-1402  常呂郡訓子府町字穂波110番地6 山田 忠茂 0157-47-2818 0157-47-3626 くるねっぷ観光 北見支局 ○

9 カ  株式会社きたみ観光バス 法人番号 7460301000217 099-0878  北見氏端野町二区480番地1 小澤 友基隆 0157-36-5588 0157-36-7733 北見支局・阿寒郡・川上郡・足寄郡

10 カ  有限会社清里ハイヤー 法人番号 5460302005076 099-4405  斜里郡清里町羽衣町44番地 新谷 一行 0152-26-7810 0152-25-2855 北見支局 ○

11 ハ  有限会社北海道ミントバス 法人番号 2460302000022 099-0872  北見市豊田252番地3 富田 清美 0157-66-6122 0157-35-3022
北見支局・釧路市・川上郡・上川郡・足寄

郡・河東郡

12 ア  株式会社エフゾーン 法人番号 2460301000106 091-0027  北見市留辺蘂町旭西２１４番地８ 吉田 亜由美 0157-42-3267 0157-42-3800
北見支局・釧路市・上川郡・足寄郡・河東

郡
● ○

13 マ  株式会社美咲興業 法人番号 8460301003441 099-4141  斜里郡斜里町字豊倉41番地 山本  勝 0152-23-5225 0152-23-0391

北見支局・目梨郡羅臼町・標津郡標津町・

中標津町・川上郡弟子屈町・標茶町・野付

郡別海町

●

14 ハ  有限会社北翔交通 法人番号 5450002013025 098-1701  紋別郡雄武町字北雄武429－2 川村 勝子 0158-85-7080 0158-85-7081
北見支局・名寄市・上川支庁上川郡・上川

支庁中川郡・上川支庁枝幸郡
● ○

15 マ  株式会社ジャパンリムジンサービス 法人番号 2460302004659 099-2310  網走郡大空町女満別本通3丁目1番25号 衛藤 博文 0152-74-3111 0152-74-3693
北見支局・釧路市・川上郡・標津郡・阿寒

郡・足寄郡

16 ハ  有限会社北光ハイヤー 法人番号 4460302003675 092-0017  網走郡美幌町字報徳67番地15 幸田 英治 0152-75-0088 0152-73-1243
北見支局・釧路市・川上郡・標津郡・足寄

郡・阿寒郡

法人番号



一般業務（特例海事業務を除く）の管轄区域詳細

運輸支局の名称 管 轄 区 域

札幌運輸支局 札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤

平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、恵庭市、北広

島市、石狩市、石狩振興局管内（当別町、新篠津村）、後志総合振

興局管内（島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、

留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、

神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村）、空知総

合振興局管内のうち空知郡（南幌町、奈井江町、上砂川町）、夕張

郡（由仁町、長沼町、栗山町）及び樺戸郡（月形町、浦臼町、新十

津川町）

函館運輸支局 函館市、北斗市、渡島総合振興局管内（松前町、福島町、知内町、

木古内町、七飯町、鹿部町、森町、長万部町、八雲町）、檜山振興

局管内（江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町、奥尻町、

今金町）

旭川運輸支局 旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、空

知総合振興局管内のうち雨竜郡（妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北

竜町、沼田町）、上川総合振興局管内（鷹栖町、東神楽町、当麻町、

比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野

町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威

子府村、中川町、幌加内町）、留萌振興局管内（増毛町、小平町、

苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町）、宗谷総合振興局管

内（猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻

町、利尻富士町、幌延町）

室蘭運輸支局 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内（豊浦町、

洞爺湖町、壮瞥町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町）、日高振

興局管内（日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、

えりも町）

釧路運輸支局 釧路市、根室市、釧路総合振興局管内（釧路町、厚岸町、浜中町、

標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町）、根室振興局管内（別海町、

中標津町、標津町、羅臼町）

帯広運輸支局 帯広市、十勝総合振興局管内（音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、

新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕

別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町）

北見運輸支局 北見市、網走市、紋別市、オホーツク総合振興局管内（大空町、美

幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐

呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町）


