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公 示

公示第 １１６ 号

一般貸切旅客自動車運送事業者の初回の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 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２７日

東北運輸局長 尾 関 良 夫

記

別紙一覧表のとおり



別紙一覧表

局 支局 事業者名 初回許可更新期限
東北 青森 十和田観光電鉄　株式会社 2021年9月7日
東北 青森 下北交通　株式会社 2017年8月21日
東北 青森 弘南バス　株式会社 2020年7月21日
東北 青森 三八五バス　株式会社 2017年9月16日
東北 青森 青南観光バス　株式会社 2020年7月9日
東北 青森 有限会社　北都観光 2021年10月7日
東北 青森 株式会社　前田観光タクシー 2017年11月25日
東北 青森 有限会社　光洋タクシー 2021年5月22日
東北 青森 青森観光バス　株式会社 2021年2月28日
東北 青森 西海観光　株式会社 2021年2月28日
東北 青森 株式会社　さくら観光 2022年3月2日
東北 青森 有限会社　アーストラベル青森 2022年3月2日
東北 青森 三八五交通　株式会社 2021年12月23日
東北 青森 有限会社　脇野沢交通 2017年8月26日
東北 青森 北星交通　株式会社 2019年3月20日
東北 青森 三八五観光タクシー　株式会社 2019年3月20日
東北 青森 上北観光バス　株式会社 2018年3月30日
東北 青森 株式会社　北日本中央観光バス 2019年3月20日
東北 青森 北彩観光　株式会社 2019年3月30日
東北 青森 青森県南観光バス　株式会社 2021年3月15日
東北 青森 株式会社　ライジング 2021年3月5日
東北 青森 株式会社　東北都市交通 2022年3月12日
東北 青森 青森中央交通　株式会社 2017年12月25日
東北 青森 中里交通　株式会社 2017年12月25日
東北 青森 株式会社　中央タクシー 2017年12月25日
東北 青森 株式会社　中里観光 2018年12月24日
東北 青森 いやさか自動車　株式会社 2018年12月24日
東北 青森 白神観光バス　有限会社 2019年8月9日
東北 青森 株式会社　アップル観光バス 2019年12月21日
東北 青森 寺下運輸倉庫　株式会社 2021年6月22日
東北 青森 有限会社　八洲交通 2021年9月5日
東北 青森 大泉運輸　株式会社 2021年10月25日
東北 青森 有限会社　しうら観光 2022年1月25日
東北 青森 相和物産　株式会社 2017年7月26日
東北 青森 マルイチ工業　株式会社 2018年3月24日
東北 青森 株式会社　ＳＴＳ北燈 2018年3月31日
東北 青森 三八五タクシー　株式会社 2018年3月31日
東北 青森 丸愛観光　株式会社 2018年4月18日
東北 青森 有限会社　つばめ交通 2018年4月18日
東北 青森 有限会社　山彦交通 2018年12月15日
東北 青森 原燃エンジニアリング　株式会社 2019年4月9日
東北 青森 有限会社　はせがわ仕出し店 2019年7月21日
東北 青森 株式会社　尻屋観光 2019年9月8日
東北 青森 有限会社　大間運輸 2020年11月21日
東北 青森 株式会社　弘前公益社 2020年11月21日
東北 青森 有限会社　辻村造花店 2021年2月3日
東北 青森 有限会社　熊谷造花店 2022年3月14日
東北 青森 有限会社　松江造花仏壇店 2018年2月18日
東北 青森 株式会社　三沢奥入瀬観光開発 2018年5月7日
東北 青森 むつ観光ホテル　株式会社 2018年6月17日
東北 青森 有限会社　ライフ・サービス 2018年8月25日
東北 青森 株式会社　北武開發生コンクリート 2018年9月9日
東北 青森 株式会社　黄金崎不老不死温泉 2018年11月10日
東北 青森 株式会社　ビッグ・ウイング 2019年3月26日
東北 青森 株式会社　トーオ開発 2019年7月10日
東北 青森 国際貸切自動車　株式会社 2019年7月21日
東北 青森 三八五観光ハイヤー　株式会社 2020年3月3日



東北 青森 西海開発　株式会社 2021年2月28日
東北 青森 有限会社　むつ車体工業 2021年6月10日
東北 青森 グリーン交通　株式会社 2017年8月24日
東北 青森 有限会社　ハチレイ 2018年2月22日
東北 青森 株式会社　ブルーロード 2018年10月2日
東北 青森 大空タクシー　株式会社 2018年10月3日
東北 青森 株式会社　つがるバス 2021年5月11日
東北 青森 株式会社　新山運送 2021年5月23日
東北 岩手 花巻観光バス㈱ 2019年4月7日
東北 岩手 岩手県北自動車㈱ 2020年3月13日
東北 岩手 志戸平温泉㈱ 2018年9月12日
東北 岩手 岩手急行バス㈱ 2021年2月22日
東北 岩手 岩泉自動車運輸㈱ 2018年3月22日
東北 岩手 岩手県交通㈱ 2021年5月25日
東北 岩手 田野畑交通㈲ 2018年4月1日
東北 岩手 小川タクシー㈱ 2018年4月27日
東北 岩手 ㈱新日本観光バス 2019年6月22日
東北 岩手 東磐交通㈱ 2019年8月27日
東北 岩手 (株)富士ﾓｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 2019年8月27日
東北 岩手 開発運輸㈱ 2017年10月4日
東北 岩手 共栄運輸㈱ 2021年12月23日
東北 岩手 葛巻タクシー(有) 2019年3月20日
東北 岩手 ファミリー観光㈱ 2019年6月28日
東北 岩手 大洋交通㈲ 2020年3月30日
東北 岩手 (株)東和町総合ｻｰﾋﾞｽ公社 2020年3月30日
東北 岩手 ㈲平泉観光 2020年3月30日
東北 岩手 (資)住田交運 2021年8月6日
東北 岩手 三陸観光㈱ 2018年3月30日
東北 岩手 ㈱ヒノヤタクシー 2018年3月30日
東北 岩手 岩手北都交通㈱ 2019年3月30日
東北 岩手 ㈱北都交通 2019年3月30日
東北 岩手 三光運輸㈲ 2019年3月30日
東北 岩手 ㈲清水田観光 2019年3月30日
東北 岩手 大槌地域振興㈱ 2020年3月24日
東北 岩手 銀河交通（株） 2022年1月17日
東北 岩手 東日本交通（株） 2022年3月12日
東北 岩手 オーケーバス（株） 2022年3月12日
東北 岩手 日本高速運輸（株） 2022年3月12日
東北 岩手 （有）JAとおのライフサービス 2022年3月12日
東北 岩手 ㈱北上交通観光 2017年12月25日
東北 岩手 ㈲一関グリーン交通 2017年12月25日
東北 岩手 リアス観光（株） 2017年12月25日
東北 岩手 ㈲翼交通サービス 2019年8月9日
東北 岩手 ㈲藤沢急送 2020年2月22日
東北 岩手 ㈲光ドライブ観光バス 2020年9月11日
東北 岩手 ㈲ローカルサービス 2020年11月14日
東北 岩手 ㈲遠野観光 2021年1月18日
東北 岩手 ㈲奥州交通 2021年1月18日
東北 岩手 ㈲碁石観光企画 2021年2月2日
東北 岩手 高橋観光（有） 2021年2月14日
東北 岩手 ㈲ﾌﾁﾞｸﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾗﾌﾞ 2021年3月22日
東北 岩手 ㈱ヒカリ総合交通 2021年4月13日
東北 岩手 （株）城北商事 2021年7月31日
東北 岩手 （有）胆沢交通 2021年7月31日
東北 岩手 ㈲城山観光 2021年7月31日
東北 岩手 岩手東部観光（株） 2021年10月1日
東北 岩手 （有）新鉛商会 2021年10月1日
東北 岩手 （有）ラビットレンタカー 2021年12月26日
東北 岩手 水沢観光バス(株) 2022年1月25日
東北 岩手 （株）のぞみ観光バス 2022年3月28日
東北 岩手 （有）みちのく観光バス 2017年12月17日
東北 岩手 （有）ファミリー観光岩手 2018年2月25日



東北 岩手 中村運送（有） 2018年2月25日
東北 岩手 （有）新栄観光バス 2018年3月31日
東北 岩手 丸和運送㈲ 2018年6月3日
東北 岩手 ㈲花泉交通レンタカー 2018年7月9日
東北 岩手 佐々木孝（ササキ観光サービス） 2018年7月9日
東北 岩手 高橋　敬（タカケイサービス） 2019年4月9日
東北 岩手 （株）岩手旅行社 2019年7月30日
東北 岩手 (有)風の音交通 2019年8月23日
東北 岩手 青木　力（青木観光バス） 2019年11月26日
東北 岩手 (株)北国観光 2020年1月14日
東北 岩手 マルヨタクシー（有） 2020年2月14日
東北 岩手 (株)東北バス観光 2019年9月18日
東北 岩手 （株）ケーエスエンタープライズ 2020年8月1日
東北 岩手 軽米タクシー（株） 2020年7月5日
東北 岩手 (株)北日本観光 2021年8月10日
東北 岩手 (株)Ｋ－ライン 2021年10月31日
東北 岩手 のぞみ観光(株) 2022年1月19日
東北 岩手 菅原功（HIRO観光バス） 2018年3月19日
東北 岩手 （株）三河交通観光 2018年11月10日
東北 岩手 （有）宮野目タクシー 2021年3月9日
東北 岩手 （株）イーアンドティー 2019年6月8日
東北 岩手 （株）ふるさと交通 2019年11月27日
東北 岩手 西北交通（株） 2020年4月30日
東北 岩手 (株)野口建材 2017年10月23日
東北 岩手 （株）まるく 2019年6月16日
東北 岩手 (株)翼交通花巻 2020年5月22日
東北 宮城 仙台市 2017年8月17日
東北 宮城 宮城交通　株式会社 2022年3月15日
東北 宮城 ジェイアールバス東北　株式会社 2018年3月22日
東北 宮城 東日本急行　株式会社 2020年7月4日
東北 宮城 仙台バス　株式会社 2020年7月4日
東北 宮城 気仙沼交通　株式会社 2019年7月27日
東北 宮城 株式会社　黄金バス 2017年8月12日
東北 宮城 東洋交通　株式会社 2020年12月26日
東北 宮城 株式会社　朝日観光 2020年12月26日
東北 宮城 有限会社　畳石観光 2021年12月23日
東北 宮城 南三陸観光バス　株式会社 2022年3月31日
東北 宮城 パノラマ観光バス　株式会社 2018年5月30日
東北 宮城 日本三景交通　株式会社 2018年5月30日
東北 宮城 有限会社　松山観光バス 2018年5月30日
東北 宮城 新栄観光バス　株式会社 2018年5月30日
東北 宮城 株式会社　みちのく観光 2019年3月20日
東北 宮城 株式会社　桃生交通 2019年3月20日
東北 宮城 仙南交通　株式会社 2020年3月30日
東北 宮城 有限会社　くりこまバス 2020年3月30日
東北 宮城 有限会社　大上観光バス 2018年3月30日
東北 宮城 グリーン観光バス　株式会社 2018年10月29日
東北 宮城 有限会社　柳川交通 2019年3月30日
東北 宮城 陸前観光交通　株式会社 2019年3月30日
東北 宮城 株式会社　泉タクシー 2020年3月24日
東北 宮城 ひまわり交通　株式会社 2020年3月24日
東北 宮城 愛子観光バス　株式会社 2020年3月24日
東北 宮城 株式会社　昭和タクシー 2020年3月24日
東北 宮城 有限会社　中央交通 2020年6月15日
東北 宮城 有限会社　宮城中央バス 2021年3月15日
東北 宮城 有限会社　コンノサービス企画 2021年6月26日
東北 宮城 株式会社　仙塩交通 2021年8月6日
東北 宮城 有限会社　セイワ 2021年8月6日
東北 宮城 株式会社　色麻観光 2022年3月12日
東北 宮城 有限会社　黒沢観光 2022年3月12日
東北 宮城 とよま観光バス　株式会社 2022年3月12日
東北 宮城 仙北富士交通　株式会社 2017年12月25日
東北 宮城 株式会社　グリーン東仙 2017年12月25日



東北 宮城 株式会社　阿部長商店 2018年3月23日
東北 宮城 有限会社　コバルト観光 2018年12月24日
東北 宮城 有限会社　本吉タクシー 2018年12月24日
東北 宮城 山田運送　株式会社 2018年12月24日
東北 宮城 株式会社　大谷交通 2018年12月24日
東北 宮城 株式会社　ジャパン交通 2019年9月1日
東北 宮城 有限会社　アスカ観光バス 2020年4月12日
東北 宮城 有限会社　中川観光バス 2020年5月25日
東北 宮城 有限会社　新中田観光 2020年7月4日
東北 宮城 株式会社　富士観光 2020年5月25日
東北 宮城 有限会社　朝日観光 2020年8月29日
東北 宮城 有限会社　大和観光 2021年1月18日
東北 宮城 有限会社　ケーエヌ交通 2021年2月2日
東北 宮城 稲荷タクシー　有限会社 2021年2月2日
東北 宮城 有限会社　セレモニー吉岡 2021年5月28日
東北 宮城 佐沼交通　株式会社 2021年5月28日
東北 宮城 國際物流　株式会社 2021年9月5日
東北 宮城 名取交通　株式会社 2022年1月25日
東北 宮城 伯山交通　株式会社 2017年7月2日
東北 宮城 翔礼交通　株式会社 2017年7月26日
東北 宮城 志田交通　株式会社 2017年9月19日
東北 宮城 有限会社　松本運輸 2017年11月8日
東北 宮城 有限会社　遊季観光バス 2018年2月25日
東北 宮城 千葉　眞弘 2021年10月1日
東北 宮城 第一観光産業　株式会社 2018年3月31日
東北 宮城 株式会社　タケヤ交通 2018年7月31日
東北 宮城 さくら観光　株式会社 2018年6月23日
東北 宮城 株式会社　仙台泉観光バス 2018年7月9日
東北 宮城 有限会社　白浜荘 2018年7月15日
東北 宮城 有限会社　ブルーベリー観光バス 2018年11月11日
東北 宮城 センバシステム流通　株式会社 2019年3月8日
東北 宮城 有限会社　遠刈田バス観光 2019年2月12日
東北 宮城 有限会社　菅野工務店 2019年5月17日
東北 宮城 有限会社　宮北バス 2019年5月17日
東北 宮城 株式会社　ミヤコーバス 2018年3月19日
東北 宮城 結城　秀章 2020年8月31日
東北 宮城 東日本観光バス　株式会社 2020年9月1日
東北 宮城 有限会社　仙台セントラルバス 2020年9月28日
東北 宮城 仙台西観光秋泉バス　株式会社 2021年10月13日
東北 宮城 株式会社　みどりのサービス 2017年5月18日
東北 宮城 塩釜観光バス　株式会社 2017年8月7日
東北 宮城 株式会社　栗原観光タクシー 2022年3月14日
東北 宮城 有限会社　ドリーム観光 2021年12月4日
東北 宮城 有限会社　仙台予約センター 2017年12月19日
東北 宮城 東北観光バス　株式会社 2021年10月25日
東北 宮城 株式会社　アイコー 2018年10月15日
東北 宮城 株式会社　ヒラバヤシ環境サービス 2021年10月1日
東北 宮城 有限会社　横山観光 2019年1月5日
東北 宮城 有限会社　三本木タクシー 2019年7月10日
東北 宮城 有限会社　米山タクシー 2019年12月15日
東北 宮城 株式会社　清月記 2019年2月25日
東北 宮城 スカイブルー観光バス　株式会社 2020年4月9日
東北 宮城 仙台富士交通　株式会社 2018年1月14日
東北 宮城 有限会社　駒井運輸 2020年7月14日
東北 宮城 株式会社　はせくらサービス 2021年1月24日
東北 宮城 有限会社　オーティーサービス 2021年2月16日
東北 宮城 仙台中央タクシー　株式会社 2021年4月7日
東北 宮城 株式会社　日の出タクシー 2021年6月17日
東北 宮城 有限会社　山口タクシー 2022年2月8日
東北 宮城 ２５２５タクシー　株式会社 2017年12月27日
東北 宮城 株式会社　メイクヒストリー 2020年1月8日
東北 宮城 大宮　武雄 2020年5月13日
東北 宮城 東北交通　株式会社 2021年9月29日
東北 宮城 株式会社　仙台トラスト交通 2018年5月7日



東北 宮城 工藤　貞一 2019年7月21日
東北 秋田 秋田中央交通㈱ 2021年6月2日
東北 秋田 羽後交通㈱ 2021年6月2日
東北 秋田 秋北バス㈱ 2021年6月2日
東北 秋田 秋田中央トランスポート㈱ 2019年8月24日
東北 秋田 第一観光バス㈱ 2019年3月6日
東北 秋田 あさひ自動車㈱ 2020年3月30日
東北 秋田 大桜観光㈱ 2020年3月29日
東北 秋田 東交通㈱ 2022年3月17日
東北 秋田 能代観光㈱ 2022年3月28日
東北 秋田 （資）象潟合同タクシー 2017年12月25日
東北 秋田 秋田観光バス㈱ 2020年8月28日
東北 秋田 若美観光㈲ 2021年12月14日
東北 秋田 ㈲秋田第一旅行社 2018年6月23日
東北 秋田 ㈲藤観光 2018年7月31日
東北 秋田 ㈱仙建 2018年7月31日
東北 秋田 ㈱花葉館 2019年9月8日
東北 秋田 ㈱工藤興業 2019年12月16日
東北 秋田 ㈲大清重機 2019年10月15日
東北 秋田 ㈱美郷観光 2017年7月5日
東北 秋田 ㈱南北交通 2018年2月22日
東北 秋田 タカカツ自動車工業㈱ 2021年7月14日
東北 秋田 ㈱さくら観光 2020年7月1日
東北 秋田 ㈱三共サービス 2021年6月17日
東北 秋田 （資）十和田タクシー 2018年3月30日
東北 秋田 秋北タクシー㈱ 2021年11月19日
東北 秋田 ㈲つばさ観光 2017年8月30日
東北 秋田 エビス交通㈲ 2019年6月7日
東北 秋田 ㈱鳥海観光 2019年8月23日
東北 秋田 あきた北観光バス㈱ 2017年9月6日
東北 秋田 高勇組㈱ 2020年12月2日
東北 秋田 由利高原鉄道㈱ 2021年3月9日
東北 山形 山交バス㈱ 2018年9月16日
東北 山形 庄内交通㈱ 2018年8月30日
東北 山形 八千代観光バス㈱ 2018年1月29日
東北 山形 ㈲ヨネザワバス観光 2021年4月1日
東北 山形 朝日観光バス㈱ 2017年4月19日
東北 山形 松山観光バス㈱ 2021年3月29日
東北 山形 ㈱舞鶴観光 2022年3月26日
東北 山形 ㈲サイトシーイング蔵王 2018年3月31日
東北 山形 最上川交通㈱ 2018年12月24日
東北 山形 トランスオーシャンバス㈱ 2021年3月27日
東北 山形 ㈱のぞみ観光バス 2017年12月25日
東北 山形 関東観光バス㈱ 2017年12月25日
東北 山形 ㈱ヌマザワ 2019年3月29日
東北 山形 ㈱赤湯観光バス 2018年12月24日
東北 山形 庄内みどり観光バス㈱ 2018年12月24日
東北 山形 ㈲河北レンタカー 2019年12月22日
東北 山形 山交ハイヤー㈱ 2021年3月5日
東北 山形 ㈲ジェイ・ツアーズ 2020年8月2日
東北 山形 ㈲毘龍レンタカー 2021年4月9日
東北 山形 ㈲三愛サービス 2021年2月26日
東北 山形 ㈱新庄輸送サービス 2022年3月29日
東北 山形 あけぼの観光㈱ 2018年3月24日
東北 山形 ㈲酒田スワンタクシー 2021年7月27日
東北 山形 いでは観光バス㈱ 2018年6月17日
東北 山形 青空観光㈱ 2017年10月15日
東北 山形 天童タクシー㈱ 2021年3月5日
東北 山形 山寺観光タクシー㈱ 2021年6月21日
東北 山形 株式会社　インター観光 2022年3月17日
東北 山形 有限会社　天童観光バス 2018年12月24日
東北 山形 株式会社つるエンタープライズ 2018年8月4日
東北 山形 株式会社　国際タクシー 2017年9月6日
東北 山形 有限会社　庄内霊柩社 2017年11月19日
東北 山形 有限会社　平和観光バス 2018年2月25日



東北 山形 蛸井　悟 2020年7月1日
東北 山形 株式会社　南陽葬祭 2021年3月5日
東北 山形 うるしやまタクシー　株式会社 2020年3月23日
東北 山形 大和交通　株式会社 2019年7月1日
東北 山形 株式会社　楯岡交通 2020年2月22日
東北 山形 株式会社　東雲観光グループ 2018年10月13日
東北 山形 八千代交通　株式会社 2021年3月30日
東北 山形 庄交ハイヤー　株式会社 2022年2月14日
東北 福島 福島交通(株) 2021年9月18日
東北 福島 会津乗合自動車(株) 2018年7月31日
東北 福島 新常磐交通(株) 2018年11月16日
東北 福島 福島観光自動車(株) 2019年12月24日
東北 福島 (株)桜交通 2020年12月26日
東北 福島 会津交通(株) 2021年12月23日
東北 福島 郡山観光交通(株) 2018年8月30日
東北 福島 西部観光バス(株) 2018年8月30日
東北 福島 福島県北交通(株) 2020年3月30日
東北 福島 喜多方観光バス(株) 2021年3月15日
東北 福島 協和交通(株) 2017年12月25日
東北 福島 イズミ交通(株) 2020年7月4日
東北 福島 (株)オールスター観光　 2021年6月22日
東北 福島 (有)つばさ交通コーポレーション 2022年3月28日
東北 福島 (有)ニュー三春交通 2018年10月8日
東北 福島 トランスパック(株) 2019年4月9日
東北 福島 旅交通会津（株） 2022年1月25日
東北 福島 (株)報徳バス 2020年7月4日
東北 福島 郡山中央交通(株)　 2018年3月30日
東北 福島 (有)矢吹タクシー　 2021年10月25日
東北 福島 (有)ウインズトラベル 2021年1月17日
東北 福島 浜通り交通(株) 2020年8月2日
東北 福島 (有)野本観光バス 2021年10月25日
東北 福島 (有)福島北都観光バス 2021年9月5日
東北 福島 東北アクセス（株） 2020年7月4日
東北 福島 (株)報徳観光バス 2021年5月12日
東北 福島 (有)角田 2021年5月28日
東北 福島 (株)ＳＮＡＰ倶楽部 2018年11月20日
東北 福島 (有)ティーエス観光 2017年5月21日
東北 福島 （株）メール観光 2019年3月30日
東北 福島 (有)ステージトラベル 2020年11月14日
東北 福島 遠野タクシー(有) 2020年11月14日
東北 福島 (株)会津西交通 2021年10月25日
東北 福島 奥会津交通（株） 2021年12月12日
東北 福島 (有)スカイオート 2017年5月13日
東北 福島 伸英交通㈱ 2019年2月12日
東北 福島 (有)カネハチタクシー 2020年3月17日
東北 福島 (有)藤田観光バス 2021年3月1日
東北 福島 (有)内郷タクシー 2021年5月16日
東北 福島 (株)福島西交通 2021年8月17日
東北 福島 (株)ダリア観光バス 2020年2月8日
東北 福島 大和自動車交通(株) 2018年8月30日
東北 福島 昭和タクシ－(株) 2019年3月20日
東北 福島 マルイチ新福島自動車(株) 2020年3月30日
東北 福島 (株)昭和観光バス 2019年3月30日
東北 福島 新産バス(株) 2019年3月30日
東北 福島 丸や交通(有) 2019年3月30日
東北 福島 アルファオートサービス(株) 2021年9月25日
東北 福島 新達交通(株) 2022年3月12日
東北 福島 (有)ブルー観光 2020年5月25日
東北 福島 (有)パール交通観光 2020年5月25日
東北 福島 (有)双葉交通 2020年5月25日
東北 福島 (株)鉾建仏光堂 2020年7月4日
東北 福島 (有)ヨシクニ観光 2020年7月4日
東北 福島 (有)旭バス 2020年8月8日
東北 福島 金子建設(株) 2021年1月18日
東北 福島 (有)会津北都観光 2021年2月2日
東北 福島 守丸興業(株)（東石バス）　 2021年5月28日



東北 福島 (有)須賀川交通 2021年6月22日
東北 福島 (株)くさの 2021年7月31日
東北 福島 (株)芹沢ランド 2022年1月25日
東北 福島 (有)東北観光ツーリスト 2022年3月28日
東北 福島 (有)アヤメ観光バス 2018年3月24日
東北 福島 (株)月光温泉 2018年3月24日
東北 福島 (有)ワールド・ドライブ 2018年6月23日
東北 福島 (有)こがね車両サービス 2018年9月29日
東北 福島 (資)広田タクシー 2018年9月29日
東北 福島 (有)ユニオン観光 2019年2月25日
東北 福島 (有)ホクショウ 2019年7月21日
東北 福島 (有)ワイケイトラベル観光 2020年4月14日
東北 福島 (有)だいち 2019年11月10日
東北 福島 (有)メルシー観光 2020年2月15日
東北 福島 国土観光(株) 2020年7月5日
東北 福島 (有)阿部創業 2020年4月27日
東北 福島 会津高原リゾート(株) 2020年5月30日
東北 福島 (株)ＪＡいわき市協同サービス 2020年11月21日
東北 福島 鈴木　守（ツインズ鈴木） 2021年1月16日
東北 福島 (有)郡山東部観光 2020年12月21日
東北 福島 (有)飯坂観光バス 2021年3月20日
東北 福島 (株)磐城タクシー 2021年3月1日
東北 福島 いわき交通(株) 2021年6月2日
東北 福島 (株)ケン交通 2021年9月6日
東北 福島 (株)タムラ 2022年1月11日
東北 福島 (有)ジオ・サイクル 2022年3月1日
東北 福島 (有)福住旅館 2017年4月6日
東北 福島 (株)オリエンタル交通 2017年5月18日
東北 福島 福島協同施設(株) 2017年8月9日
東北 福島 猪苗代タクシー(有) 2017年11月12日
東北 福島 磐梯リゾート開発(株) 2018年2月21日
東北 福島 東部自動車(資) 2017年10月4日
東北 福島 クラブ自動車(株) 2019年3月20日
東北 福島 会津通商(株) 2019年11月5日
東北 福島 (株)トレンビュー 2020年3月31日
東北 福島 相楽　進（相楽エクスプレス） 2020年8月12日
東北 福島 (有)エスピーディー観光 2022年1月25日
東北 福島 (株)上々 2018年1月9日
東北 福島 (株)Ｌ＆Ｐ 2019年9月3日
東北 福島 (株)アズマエクスプレス 2020年8月19日
東北 福島 オリエンタル(株) 2020年9月24日
東北 福島 （有）月舘観光 2021年5月24日
東北 福島 （株）ならは交通 2021年8月4日
東北 福島 （有）ひまわり交通 2018年6月26日


