◆集合時間について

ご案内とご注意

◦集合時間は、原則JR利用コース
（添乗員同行コースのみ対象）
・船舶利用コースは出

「国内ご旅行条件書」と合わせて必ずお読みください。

発時間の30分前、航空機利用コースは羽田空港発40分前／成田空港発60分前を予

◆お申し込みの際のご注意
【未成年の方】

定しています。バス利用コースは出発時間を掲載しております（一部コースを除く）。
な

は、親権者の「同意書」を提出していただきます（親権
◦18歳未満の方（出発日基準）
者同行の場合は不要です）。
◦15歳未満の方（出発日基準）
は保護者の同行を条件とさせていただきます。
◦添乗員同行コース
（親子参加型等の一部コースを除く）
・バス旅は、
３歳未満のお子様
のご参加はご遠慮いただいております。
なお、JR／航空機利用のフリープラン等３歳未
満のお子様のお申し込み可能コースについては、必ずお申し込み時に保護者が同伴
される旨をお申し出ください。
◦乳幼児の方は現地にて施設使用料や食事代等が別途必要となる場合がございます。

お、集合時間厳守にご協力ください。
◆航空機について
◦航空座席は特に明示した場合を除き、普通指定席をご利用いただきます。
また、窓側・

グループ、カップルの方でも隣同士
通路側など座席の希望はお受けできません。

の座席にならない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
◦航空会社は特に明示した場合を除き、
お選びいただけません。
◦航空機は乗継便、経由便をご利用いただく場合がございます。

◦羽田空港などの一部の空港では国内線空港施設使用料が別途必要となります（国内
線空港施設使用料がご旅行代金に含まれていると特に明示してある場合を除く）。
ご
出発前にご旅行代金とともにご請求申し上げます。

【70歳以上の方】

◦70歳以上の方（出発日基準）
は、おひとり様でご参加の場合、
ご予約の際にご旅行中
の緊急連絡先を伺っております。

◦出発日前日より起算して21営業日前を過ぎると、氏名・性別・年齢の変更はできません。
◦利用航空機の機材や予約状況により、分割搭乗をお願いする場合があります。出発ま

【特別な配慮が必要な方】

たは到着空港において、一方のグループが出発または到着されるまで空港でお待ちい
ただく場合があります。
グループ分けについては当社にご一任いただきます。
また、
その

◦ご旅行条件書1ページ記載の「4.お申し込み条件（6）」をご確認の上、特別な配慮を

ご旅行代金のお
必要とする方は、
ご旅行中に必要となる措置の内容等を具体的に、

支払い前までに余裕を持って旅物語販売センターまでお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も速やかにお申し出ください。）
◦お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。旅行の
安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、
コー
スの一部について内容を変更すること等を条件とさせていただくことがあります。
また、
お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申
し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。
なお、
お客様
からのお申し出に基づき、
当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお
客様のご負担となります。

◆宿泊について

◦宿泊施設の客室において、基本的にバス・
トイレ設備のご用意がある場合は、特に記載
をしておりません。例外としてご用意ができない場合のみ詳細を各コースページに明記
しております。
◦すべての掲載コースで他のお客様との相部屋はお取り扱いしておりません。
◦お部屋は、禁煙・喫煙、和室・洋室等部屋タイプ、階層・眺望の指定等のご希望はお受
けできません。
◦グループでご参加の場合でも、隣または近くの部屋をご用意できない場合がございます。
◦同等クラスの宿泊先はお選びいただけません。
なお、同等クラスの選定判断基準は当
社に拠ります。
◦添乗員同行コースの場合でも、添乗員の宿泊先がお客様と異なる場合がございます。
◦混雑期のホテル予約状況において、
ご宿泊のホテルが分宿となる場合があります。
グ
ループ分けについては当社にご一任いただきます。

◆食事について

◦コースおよび日程により、食事箇所の変更やお弁当になる場合がございますが、旅行
代金の変更はございません。

◦行程表に記載の食事メニューは、お客様の希望による変更を承ることがで

きません。

（アレルギーをお持ちの場合は事前にご相談ください）

◆日程・観光などについて

◦出来る限り多くの観光地へご案内したいという方針で企画しておりますので、宿泊地
の出発時間が早朝となることや、旅館・ホテルの到着が遅くなる場合がございます。
◦交通機関により発着時間帯が変更になることがあり、
それに伴い行程が逆回りになる
場合や、観光順序、食事の順序が入れ替わる場合がございます。
また、行程中にショッ
ピングにご案内する場合がございます。
◦お客様のご都合による旅行日数の短縮・延長や途中参加、途中離団、別行動などはお
受けできません。
◦運送機関の遅延、不通、
スケジュール変更、経路変更や悪天候など当社の関与し得な
い事由により、旅行行程の変更、
目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除

が生じる場合がございます。
この場合当社は責任を負いません。当社は当初の日程に
沿った旅行サービスが行われるよう手配努力いたします。
◦航空機や列車の発着時間について、お客様からのご希望・ご指定は一切承っておりません。

◆フリープランについて

◦特に明示した場合を除き、添乗員・係員は同行しません。お客様ご自身で旅程管理を
お願いいたします。
◦交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする
場合、旅物語販売センターにご連絡をお願いいたします。
なお、旅物語販売センターが
休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、
ご自身で、
ご利用予定のサービス
提供機関（ホテル・レンタカー等）への取消連絡をお願いいたします（但し、JR・航空会社
へは連絡不要です）。取消連絡をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の
返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
また、
お取消しをされた旨を当社
販売センターへも営業時間内にご連絡いただき、当社よりお送りした乗車券・クーポン類
は本冊子の表紙に記載の旅物語販売センターまでご返送ください。
取消料はサービス提
供機関に連絡をいただいた日を基準とし、
当社の旅行条件
（取消料）
を適用いたします。

場合、添乗員同行コースの添乗員はいずれかの便に搭乗いたします。

◆JRについて
◦列車の座席は特に明示した場合を除き、普通指定席（２階建て車両の場合は１階
席）をご利用いただきます。
また乗継便をご利用いただく場合がございます。
◦特に明示した場合を除き、
ご利用いただく列車の種類、発着時間、窓側・通路側など

座席のご希望はお受けできません。グループ、カップルの方でも隣同士の座席

にならない場合がございますので、予めご了承ください。

◦東海道・山陽・九州新幹線に３片の合計が１６０cmを超える荷物（以下、特大荷物）
を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要（無
料）です。ただし、席数には限りがあり、予約できない場合は、特大荷物を持ち込むこ
とはできません。
また、予約できた場合でも、他のお客様と号車・座席が離れることがあ
ります。なお、
３片の合計が２５０cmを超える荷物はお持込いただけません。事前予
約せずに特大荷物をお持ち込みされた場合、車内で手数料（1,000円・税 込 ）をお 支
払 い い た だく必 要 が あります の で 、なるべく荷 物 は 小 分 けにして い た だくようお 願 い
い たします 。特 大 荷 物 の 持 ち 込 みを 希 望されるお 客 様 は 、旅 行 の お 申 し込み時に
お申し出ください。ご不明な点は、販売店係員にお問い合わせください。荷物の持ち
込みに関する詳細は、JR東海（https://jr-central.co.jp/）
・JR西日本（https://www.jrodekake.net/）
・JR九州（https://www.jrkyushu.co.jp/）のHPをご覧ください。

◆バスについて
◦利用バス会社については各コースページをご確認ください。利用バス会社を特定し
ていないコースにつきましては、3ページ「貸切バス会社リスト」内での手配となります。
◦快適にお過ごしいただくために、車内は禁煙といたします。
◦バス乗車中はシートベルトを必ずご着用ください。
また、座席のリクライニングの使用は
ご遠慮ください。
◦ご参加の人数によっては、小型・中型バス、ハイヤー等にご案内する場合や、他の
ツアーや前後の便をご利用のお客様と混乗になる場合がございます。
また、空港・駅
などで待ち時間が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
◦バスの座席のご希望は承っておりません。
（ 相席の場合がございます）
また、
バス前
方の正シート1〜2席は、安全上業務用席とさせていただきます。
◦バスには特に明示した場合を除き、
トイレは付いておりません。原則として約2時間毎
にお手洗い休憩を予定しております。
◦空港・港・駅〜ホテル間の施設側が運行する送迎バスは、他のお客様と混乗となる場
合があります。
なお、施設が運行する送迎バスの運行責任は施設側にあり、お客様の
ご判断と責任でご利用をお願いいたします。

◆座席割について
◦航空機・JR・バス等の座席割についてご希望を承ることはできません。お申し込みの
時期等によりなるべく平等になるように決定いたします。

契約について
◆当社は、
当社旅行業約款に基づき、旅行契約のお申し込みを受け付けます。
（約款掲載ホームページ https://www.jtb.co.jp/operate/ykn_boshuu01.html)
◆団体・グループを構成する旅行者のために、旅行代金を代表して支払い、旅行契約を
締結いただく方を契約責任者とします。契約責任者はその団体・グループを構成する旅
行者の契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
そのため、団体・グループを構成する個々の旅行者からのお支払いはご遠慮ください。
ま
た、契約責任者は基本的にご旅行へご参加される方でお願いいたします。
◆ご旅行契約は、
当社が予約を承諾し旅行代金を受領した時に成立します。
◆ お支払い期日までにご入金されなかった場合、お申し込みはなかったもの

とさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
◆ご変更・お取消しの場合は当社営業時間内に契約責任者より必ずお電話に
（メール・FAXでは承っておりません。）お客様の都合によるご変
てご連絡ください。
更・お取消しにつきましては、
ご変更による差額代金、所定の期間以降は取消料がかかり
ますのでご注意ください。
※ご旅行期間が重複する2つ以上のご予約はご遠慮ください。
（お取消待ちを含む）

−1−

国内旅行保険
◆ご旅行のさらなる安心のために、ご加入をおすすめします。お申し込み後にお送りする
国内旅行保険加入依頼書（青色のハガキ）に必要事項をご記入の上、ご返送ください。
ホームページよりお申し込みのお客様で「保険加入を希望しません」を選択された場合
は加入依頼書はお送りしておりません。

※ご返送のない場合はご加入いただけません。また、ご出発の10日前以前の
消印がない場合、ご加入いただけない場合がございます。

機械（ATM等）やインターネットバンキングでお振込みの際は、必ず旅行代表者（契
約責任者）のお名前（カタカナ）
と払込取扱票に記載の10ケタの番号を入力してくだ
さい。同行者のお名前のみの入力や、代表者のお名前、10ケタの番号をお忘れにな
りますと、入金確認に時間がかかる場合がございます。万が一、同行者のお名前のみ
で振込された場合は必ず当社にご連絡ください。

（入力例） 〔払込取扱票〕払込人氏名：タビ タロウ− 2 ○○○○○○○○○の場合
〔入力〕タビ

◆事前に保険加入者証の送付をご希望のお客様は、
ご出発の10日前までにお電話でお申
し出ください。

タロウ− 2 ○○○○○○○○○←（払込取扱票に記載

のお名前 - 番号を必ず入力）
※ハイフンも必ずご入力ください。

◆当社提携のクレジットカードでのお支払い

見本

◦当 社の提 携しているクレジットカード（ V I S A、M a s t e r C a r d、J C B、
ダイナース、
AMEX）のご利用は、ホームページでのお申し込みに限らせていただきます。
お電話でご予約いただいた場合はクレジットカードでのお支払いはできません。
なお、保険にご加入されるお客様へ
※お申込書類やご請求書の郵送はいたしません。

は、別途代表者様宛に加入依頼書をお送りいたします。
※お電話でご予約いただいたお客様がクレジットカード支払いに変更をご希望の場合、
電話予約はお取り消しいただき、新たにホームページでお申し込みが必要です。
その

保険に加入する
場合のご請求金額

※クレジットカードと旅行券など、他の支払い方法との併用はできません。

保険に加入しない
場合のご請求金額

◆JTBたびたびバンクでのお支払い

「たびたびバンクカード」
をお手元にご用意いただき、会員番号、生年月日、
ご利用金額を
お電話にてご連絡ください。残高はお客様ご自身でご確認ください。

事前オプション
◆事前オプション

をご用意しているコースもございます。詳しくはコースページをご参照ください。

◆お申し込み方法：現金でお支払いのお客様はご旅行代金お支払い前までに、事前
にお電話にてお申し込みください。
また、事前オプション料金は今回のご請求金額に加
算してお振込みください。
（ホームページよりお申し込みのお客様で事前オプションを追
加ご希望の場合も、
お電話にてご連絡ください。）
◆事前オプション取消料：旅行開始前まで無料、旅行開始後はオプション料金の 100％と
なります（一部商品を除く）。
※現地オプション

際、残席数についての保証はできません。
※ご参加代表者一括でのお支払いとなります。

は現地にてお申し込み、
お支払いください。

◆JTB旅行券（ナイストリップ）でのお支払い
下記「ご旅行代金支払明細票」をご記入・同封の上、一般書留にて当社
『JTB旅物語販売センター』宛にお送りください。
※旅行券の額が旅行代金を超えない範囲で、お釣りのないようお支払いください。

端数分の現金はお振込にてお支払いください。

※『JTB旅物語販売センター』
の住所等は、表紙にてご確認ください。
※JTBナイスギフトはご利用いただけません。

◆JTBトラベルギフト（カード型旅行券）でのお支払い

残高はお客様ご自身でご確認の上、
「JTBトラベルギフト」
をお手元にご用意いただき、
カー

途中乗下車をご希望のお客様へ
（JR利用で添乗員／往路係員が同行するコース）

カードの
ド番号、
PIN番号、
有効期限、
ご利用金額をお電話にてご連絡ください。
ご返金が生じた場合、
ご利用カードへの返金となりますので、
ご旅
郵送は不要です。

◆列車が停車しない駅につきましてはお受けできません。

行終了まで大切に保管してください。
また、
カードを破棄または紛失された場合、返金い
たしかねますのでご注意ください。

◆往路ご利用列車の号車・席番号につきましては出発前日の夜までに、代表者の

方へ添乗員または係員よりご連絡いたします。

◆ご出発当日はご自身で入場券をお買い求めのうえ、
当該列車にご乗車ください。
なお、途
中乗車の場合もご旅行代金の変更はございません。
※最終日程表には、途中乗車のお客様にも始発駅の集合場所地図を同封しております。

お支払い方法

〔ご注意〕
●お支払い期日までにご入金手続きがなかった場合、お申し込みはなかっ
たものとさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
●「JTB旅物語」は、JTB各支店でのお支払いはお受けできません。また、
トラベルポイントのご利用は対象外です。予めご了承ください。

◆現金でのお支払い
同封の払込取扱票をご利用の上、銀行振込または郵便振替にてお支払いください。
（払込取扱票は銀行、
ゆうちょ銀行共通です。）

※金融機関窓口での10万円を超える現金のお振込の際には、本人確認書

類の提示が必要となります。

※振込または振替受領書をもって領収書にかえさせていただきます。大切に保管してください。
※振込・振替手数料はお客様のご負担とさせていただきます。また入金完

了のご連絡は行っておりませんのでご了承ください。

［口座番号］00160-4-880621
※振込用紙記載の口座宛にお支払いください。
［加入者名］株式会社 JTBメディアリテーリング
［振込口座］みずほ銀行 大手町営業部
普通口座 6820339
［口座名義］カ）JTBメディアリテーリング
〈切り取り線〉

ご旅行代金支払明細票〈JTB旅行券（ナイストリップ）
ご利用の場合、書留に同封してください。〉
フ

リ

ガ

ナ

〈送付額〉

様

代表者氏名

旅

電 話 番 号
出

発

日

コース番 号
保 険 加 入

月
K

日

行

券

円

※旅行に関しての追加・ご変更事項等はお電話にてご連絡
をお願いします。
なお、
余白への記載はご遠慮ください。
※JTBナイスギフトはご利用いただけません。

・ M
する ・ しない

【送付先】〒 112-0006 東京都文京区小日向 4-6-15
茗荷谷駅 MF ビル 3 階
JTB 旅物語 販売センター
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【貸切バス会社リスト】旅行企画・実施：（株）JTBメディアリテーリング

2020 年 9 月現在

北海道

北海道

アイビーエス／阿寒バス／旭川交通／旭川中央交通／旭川電気軌道／厚沢部観光バス／あつまバス／網走観光交通／網走バス／イナホ観光／ウイングバス／ＡＩＲ／エイチ・ビー観光／ＨＫＢ／恵庭交通／エムズメッセ／エルム観光バス／沿岸バス／大沼交通／おびうん観光／
華桜国際観光／かさい観光バス／川原観光／関西中央交通／北観光バス／北日本トランスポート／くしろバス／栗山観光バス／栗山交通／ケーエス北の星観光バス／恒和バス／国際観光バス／ザ・オリエンタルバス／札幌観光バス／さっぽろ慎観光バス／札幌第一観光バス／
札幌バス／札幌ばんけい／札蘭バス／三和交通／ジェイ・アール北海道バス／シノヤマ観光自動車／士別軌道／斜里バス／じょうてつ／白老観光バス／スマイル観光／宗谷バス／ソーゴバス／空知中央バス／ダイコク観光バス／たいせつ／樽前観光バス／千歳相互観光バス／
ＴＫＢ観光／てんてつバス／どうなん交通／道南バス／道美観光バス／道北バス／十勝バス／時計台バス／飛内運輸／ドリーム観光バス／虹色トラベル／ニセコバス／根室交通／函館タクシー（函館帝産バス）／函館バス／浜中運輸／はまなす観光バス／美自校観光バス／
ふらのバス／フラワー観光バス／北翔交通／北星交通（北海道）／北都交通／北都ベリアールサービス／北紋バス／北海道観光バス／北海道北見バス／北海道グローバル観光／北海道拓殖バス／北海道中央バス／北海道バス／北興運輸／毎日交通／宮本バス／名士バス／
女満別ハイヤー／紋別観光バス／夕張鉄道／悠遊観光バス／／岩内海同運輸／ウィズユー観光／くるねっぷ観光／富士ハイヤー／美咲興業／奥尻観光／北海道ミントバス／スターツーリズム／江差観光バス／北海道ハートバス

青森 岩手

アーストラベル青森／青森観光バス／岩手県北自動車／北日本中央観光バス／グリーン交通／弘南バス／光洋タクシー／西海観光／さくら観光／ジェイアールバス東北／下北交通／秋北バス／尻屋観光／寺下運輸倉庫／東北都市交通／十和田観光電鉄／中里交通／
ヒカリ総合交通／ビッグ・ウイング／北彩観光／北星交通／北都観光／前田観光タクシー／三八五観光タクシー／三八五交通／三八五バス

宮城
秋田 山形

東 北

岩手県交通／岩手県北自動車／羽後交通／大上観光バス／北日本観光／北日本中央観光バス／北日本都市交通（株式会社北都交通）／グリーン観光バス／栗原観光バス／黒沢観光／三光運輸／ジェイアールバス東北／秋北バス／新栄観光バス／東北都市交通／東和観光バス（山田運送）／
東和町総合サービス公社／とよま観光バス／十和田観光電鉄／日本高速バス／野口交通／花巻観光バス／東日本交通（岩手県）／ヒカリ総合交通／ヒノヤタクシー／ファミリー観光／宮北バス／三八五バス／／銀河交通／西北交通／城山観光／富士モーターサービス／ローカルサービス／
岩手県交通／岩手県北自動車／羽後交通／大上観光バス／グリーン観光バス／栗原観光バス／黒沢観光／國際観光（國際物流）／さくら観光／桜交通／佐沼交通／ジェイアールバス東北／塩釜観光バス／庄内交通／翔礼交通／昭和タクシー／新栄観光バス／セイワ観光バス／
仙塩交通／仙台セントラルバス／仙台バス／仙南交通／第一観光バス（宮城）／タケヤ交通／東北アクセス／東北観光バス／東洋交通／東和観光バス（山田運送）／とよま観光バス／ドリーム観光／日本三景交通／東日本急行（宮城）／東日本観光バス／ひまわり交通／
ホウデンランナーズ／松山観光バス（石巻市）／みちのく観光／南三陸観光バス／宮城交通／宮北バス／三八五バス／桃生交通／山交バス／／遠刈田バス観光／愛子観光バス／仙台中央タクシー
秋田観光バス／秋田中央交通／秋田中央トランスポート／羽後交通／象潟合同タクシー／工藤興業観光バス／ジェイアールバス東北／秋北バス／第一観光バス／十和田観光電鉄／能代観光／ホウデンランナーズ

福島

あおぞら観光バス／羽後交通／オールスター観光／象潟合同タクシー／喜多方観光バス／サイトシーイング蔵王／庄内交通／大和自動車交通／タケヤ交通／トランスオーシャンバス／バス観光毘龍／べにばな観光バス／ホウデンランナーズ／松山観光バス／八千代観光バス／
山交ハイヤー／山交バス／ヨネザワバス観光／／赤湯観光バス／あけぼの観光／朝日観光バス／三愛サービス／舞鶴観光
会津交通／会津乗合自動車／猪苗代観光バス／茨城交通／オールスター観光／カネハチ交通／喜多方観光バス／郡山観光交通／郡山中央交通／サイトシーイング蔵王／桜交通／ジェイアールバス東北／秀和観光／新常磐交通／ステージトラベル／太陽タクシー／大和自動車交通／ティーエス観光／
東北アクセス／トランスパック／那須中央観光バス／野本観光バス／バス観光毘龍／浜通り交通／磐梯東都バス／福島観光自動車／福島交通／藤田観光バス／報徳観光バス／報徳バス／マルイチ新自動車／メール観光／矢吹交通／山交バス／／くさの交通／スナップ倶楽部／みらい観光バス

茨城
栃木 群馬

アール交通／アイヤマ観光／アビコ西武観光／池田交通／茨城交通／植松自動車／大山タクシー／オールスター観光／川崎観光バス／関鉄観光バス／関東自動車／ＫＵコーポレーション／さくら観光（栃木）／さくら観光バス（埼玉）／さくら自動車／サワキ観光／三陸観光（茨城）／
椎名観光バス／常南交通／太陽タクシー／ＴＣＢ観光／トキワ交通／中山観光自動車／日産観光／バス観光毘龍／常陸観光バス／富士自動車／平成観光自動車／北総交通／北斗観光バス／／久信田観光／ひとみ観光／城里交通／青木交通／泉観光／鹿島観光自動車／霞ヶ浦交通／
上郷タクシー／ケイユー観光／コバヤシ観光／つばさ観光／ナガツマ観光バス／平川観光／ムツミ観光自動車／大和交通／大栄観光／アイビーエス
アイケー観光バス／赤城観光自動車／あさみ観光バス／足利中央観光バス／茨城交通／うつのみや観光／大山タクシー／川崎観光バス／関東自動車／北関東観光／群馬福祉交通／さくら観光（栃木）／さくら観光バス（埼玉）／サワキ観光／三英自動車／サンクレール／しもつけ観光バス／
秀和観光／上州観光バス／館林観光バス／つつじ観光バス／つばさ観光バス／ＴＣＢ観光／栃木交通バス／那須交通／那須中央観光バス／仁井田観光／日光交通／東日本交通（岩手県）／富士自動車／やしお観光バス／矢島タクシー／豊交通
赤城観光自動車／あさみ観光バス／足利中央観光バス／魚沼中央トランスポート／軽井沢観光／関越交通／関東自動車／北関東観光／草軽交通／グリーン観光／群馬コープ観光／群馬中央バス／群馬バス／群馬福祉交通／広栄交通バス／さくら観光バス（埼玉）／上州観光バス／上信観光バス／
スリーエス観光／西武高原バス／浅白観光自動車／館林観光バス／多野観光／千曲バス／つつじ観光バス／つばさ観光バス／ティーケーバス／ＴＣＢ観光／日本中央バス／ビーエム観光／富士自動車／美山観光バス／武蔵野交通／矢島タクシー／ローランド観光バス／尾瀬紀行

埼玉

青垣観光バス／亜希プロ／あさみ観光バス／足利中央観光バス／アモーレ交通／アルピコ交通東京／イーグルバス／エイチエム交通／エム・ビー観光バス／エムエス観光バス／関越バス／関東観光自動車／北関東観光／協同バス／群馬コープ観光／群馬中央バス／群馬バス／
群馬福祉交通／ケイエム観光バス／広栄交通バス／光輝観光バス／晃和交通／国際興業観光バス／埼玉自動車交通／埼玉中央観光バス／さくら観光バス（埼玉）／サワキ観光／昌栄バス／上信観光バス／スリーエス観光／西武観光バス／青和観光／総合観光バス／
大和観光自動車／館林観光バス／多野観光／玉淀観光バス／秩父鉄道観光バス／中央交通（埼玉）／つつじ観光バス／つばさ観光バス／ティーケーバス／ＴＣＢ観光／東栄観光バス／東京バス／東京パッセンジャー観光／東京ヤサカ観光バス／東京ワーナー観光バス／
東埼観光／東都観光バス／所沢観光バス／中田商会／中山観光自動車／新座観光バス／西東京バス／日本中央バス／ニュー秩父交通／ビーエム観光／日の丸自動車興業／富士急行／富士自動車／平成エンタープライズ／北斗観光バス／丸大観光／マルモト観光バス／
美杉観光バス／瑞穂／三倭観光／武蔵観光／武蔵グリーン観光／武蔵野交通／矢島タクシー／夢湖観光バス／四葉観光バス／和光観光バス／／ロイヤル交通／城南観光バス／スター交通／ビーエムバス／東観光／東武バス／ライブ交通／アイビーエス／東京富士交通

関 東

千葉

アーガス観光／アイビーエス／アイヤマ観光／あすか交通／アビコ西武観光／池田交通／泉観光バス／ＨＭＣ東京／オートウィル／オリエント交通／関鉄観光バス／九十九里鉄道／京成バスシステム／コスモスバス／小湊鉄道／菰野東部交通／さくら観光バス／桜交通／
さくら自動車／三友交通／ジャムジャムエクスプレス／昌栄バス／翔礼交通／大日ドリーム観光／武井観光／館林観光バス／千葉海浜交通／千葉交通／千葉中央バス／中央交通（埼玉）／中日臨海バス（京浜支店）／ディーライントランスポート／東京空港交通（リムジンバス）／
東京滋賀交通／東京バス／東京遊覧観光バス／東京湾岸交通／東都観光バス／東洋バス／中山観光自動車／なの花交通バス／日東交通／日の丸自動車興業／平成エンタープライズ／北総交通／北斗観光バス／宮浦観光バス／八街観光自動車／両総グランドサービス／
和光観光バス／／ウイング観光／京成トランジットバス／東京ベイシティ交通／旅人TABBITBUS／東武バス／鹿島観光自動車

東京

アールブイジャパン／アイビーエス／青垣観光バス／亜希プロ／アビコ西武観光／アモーレ交通／アルピコ交通東京／イーグルバス／伊豆箱根バス／泉観光バス／ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ観光自動車／ＨＭＣ東京／栄和交通／エム・ビー観光バス／オールスター観光／小田急箱根高速バス／
神奈中観光／カミコウバス／関越バス／吉祥リムジン／協和観光／日下部観光バス／グリーンキャブ／ケイエム観光バス／京王電鉄バス／京王バス東／光輝観光バス／国際興業観光バス／さくら／桜交通／ジェイアールバス関東／ジャムジャムエクスプレス／秀和観光／昌栄バス／
杉崎観光バス／西武観光バス／青和観光／総合観光バス／丹沢交通／中央観光／中央交通（埼玉）／中日臨海バス（京浜支店）／つくば観光交通／つばめ観光バス／ＴＣＢ観光／ディーライントランスポート／帝産観光バス東京／天台観光／東栄観光バス／東海汽船（大島旅客自動車）／
東急トランセ／東急バス／東京小田バス／東京空港交通（リムジンバス）／東京滋賀交通／東京シティ観光／東京バス／東京パッセンジャー観光／東京ヤサカ観光バス／東京遊覧観光バス／東京リムジン／東京ワーナー観光バス／東都観光バス／所沢観光バス／なの花交通バス／
新座観光バス／西郡観光バス／西東京観光バス／西東京バス／ニッコー観光バス／日本中央バス／ニューつくば観光／ニュープリンス観光バス／ノース・
リバー／萩観光／バス窓.com／八丈町営バス／はとバス／磐梯東都バス／日立自動車交通／日の丸自動車興業／富士急行／
冨士自動車／ふじばす／プリンシプル自動車／ブルーグラスバス／平成エンタープライズ／北斗観光バス／丸大観光／美杉観光バス／瑞穂／南多摩運送／宮浦観光バス／みらい観光／武蔵グリーン観光／夢湖観光バス／四葉観光バス／ワールド自興／和光観光バス／／宮園自動車／
東武バスイースト／東武バスウエスト／東武バスセントラル／東武バス日光／小笠原観光／東武バス／東京富士交通

新潟

アイ・ケーアライアンス／泉観光バス／魚沼中央トランスポート／越後交通／越佐観光バス／大滝観光バス／おけさ観光タクシー／柏崎タクシー／関越交通／蒲原鉄道／銀嶺観光バス／頸城自動車／頸南バス／越王観光バス／サンライズ・カンパニー／上信観光バス／昭和観光／
新栄建設観光部／セントラル観光／高砂観光バス／中越交通／直江津観光／長電バス／長野交通／新潟交通観光バス／新潟交通佐渡／新潟新興交通／新潟第一観光バス／新潟中央観光バス／日本海バス／日の出交通／南越後観光バス／村上自動車／ゆきつばき観光／
吉田家ホテル／／糸魚川バス／フィールド観光

山梨

神奈川

アールブイジャパン／アイビーエス／朝倉自動車／伊豆箱根バス／ＩＮＮＯＶＡＴ
ＩＯＮ観光自動車／栄和交通／江ノ島電鉄／神奈中観光／カミコウバス／神田交通／協和観光／グリーンキャブ／ケイエム観光バス／国際興業観光バス／シティアクセス／秀和観光／杉崎観光バス／
すそのバス／大東観光交通／丹沢交通／中央交通（埼玉）／中日臨海バス（京浜支店）／つばめ観光バス／天台観光／東栄観光バス／東急トランセ／東急バス／東京シティ観光／東京ヤサカ観光バス／東都観光バス／東洋観光／ドリーム観光バス（静岡）／西郡観光バス／
西東京観光バス／西東京バス／箱根登山観光バス／秦野交通／はとバス／バス窓.com／日の丸自動車興業／富士急行／フジ交通／ふじばす／プリンシプル自動車／ブルーグラスバス／フロンティア観光バス／マコト／丸大観光／三浦観光バス／みさき観光／／南多摩運送／
宮浦観光バス／横バス観光／シティアクセス相模

信州

長野

東

静岡 岐阜

飯丘観光／栄和交通／日下部観光バス／国母観光自動車／敷島観光バス／玉観光バス／俵屋観光／中央観光／中央グリーン観光バス／つばめ観光バス／西東京観光バス／日之出観光自動車／笛吹観光自動車／富士急行／山梨中央交通／東富士観光自動車／マルワ観光／
山梨中央交通
朝日観光自動車／アリーナ／アルピコ交通／飯田結いバス／伊那バス／上田バス／栄和交通／おんたけ交通／柿木観光バス／軽井沢観光／関電アメニックス北アルプス交通／共和観光バス／久々野観光／草軽交通／頸城自動車／群馬コープ観光／頸南バス／シーマ観光バス／
昌栄バス／信州観光バス／信南交通／裾花観光バス／スターバス／西武高原バス／太陽バス／多野観光／千曲バス／茅野バス観光／中央グリーン観光バス／てまりバス／直江津観光／長電バス／長野観光バス／長野交通／長野中央バス／丹生川観光バス／濃飛乗合自動車／
白馬交通／はと観光交通／花バス観光（トラビスジャパン）／聖高原バス／名鉄バス／山谷観光バス／やまびこバス／ユニバーサル観光／／アップルキャブ／クラウン交通／風越観光バス／マツカワ観光バス／信濃観光バス／白馬アルプスホテル／シンリク観光／マルワ観光
アクト／アクト観光／アンビ・ア／伊豆箱根バス／栄和交通／遠州鉄道／オーワ観光／御殿場観光バス／さくら交通／ジェイアール東海バス／シグマ観光バス／静岡交通／静鉄ジョイステップバス／新東海バス／シンフジハイヤー／すそのバス／スルガ観光／セイシン観光バス／
大鉄観光バス／ドリーム観光バス（静岡）／ニコー／萩原自動車交通／箱根登山観光バス／浜松バス／富士急行／ホノルル急行／丸勇交通／三嶋観光バス／吉田観光／ラビット急行／／伊豆バス／エポックバス
愛岐観光／愛知バス／大野観光自動車／奥飛騨観光バス／川島タクシー／岐阜乗合自動車／久々野観光／三岐鉄道／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／新富観光サービス／スイトトラベル／竹原交通／東濃鉄道／富山地鉄北斗バス／名古屋バス／日タク観光バス／
丹生川観光バス／ニュー飛騨観光バス／濃飛乗合自動車／萩原交通／はと観光交通／ヒダタクシー／斐太バス／平和観光バス／ホワイトリング／三重交通（名古屋）／南飛騨観光バス／名鉄観光バス／名鉄バス／名阪近鉄バス／／東鉄タクシー／日の丸自動車／白鳥交通

海

愛知

北

三重 石川

愛岐観光／あいち観光自動車／愛知バス／ＦＫライン／オーワ観光／川島タクシー／キタモリ交通／岐阜乗合自動車／菰野東部交通／ジェイアール東海バス／鯱バス／ジャムジャムエクスプレス／新城観光バス／神勢観光／新生観光バス／西三交通／知多乗合／
帝産観光バス・名古屋支店／東濃鉄道／東部観光／豊鉄観光バス／名古屋滋賀交通／名古屋バス／日タク観光バス／ノース・
リバー／冨士交通／平和観光バス／豊栄交通／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／名鉄観光バス／名鉄バス／名阪近鉄バス／ラビット急行／／
ドルフィンワークス／つばめ自動車／岡陸タクシー／東鉄タクシー
青木バス／伊賀交通／近江鉄道／キタモリ交通／熊野御坊南海バス／菰野東部交通／佐原自動車／三岐鉄道／神勢観光／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス
（堺事業所）／名古屋滋賀交通／久居交通／冨士交通／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／名鉄観光バス／
名阪近鉄バス／名阪交通バス／大和高原交通／／八風バス

陸

富山 福井

イルカ交通／オリエンタル／加越能バス／加賀温泉バス／北日本観光自動車／金城交通／ケイカン交通／京福バス／京福リムジンバス／小松バス／大和タクシー／丹沢交通／なるわ交通／西日本ジェイアールバス／日本海観光バス／能登島交通／冨士交通／北鉄奥能登バス／北鉄金沢バス／
北鉄能登バス／北陸交通／北陸鉄道／ホワイトリングバス／マップ／丸一観光／／中島タクシー
イルカ交通／加越能バス／金城交通／新富観光サービス／高岡交通／中部観光＜富山＞／富山地鉄北斗バス／富山地方鉄道／なるわ交通／西日本ジェイアールバス／ニュー飛騨観光バス／濃飛乗合自動車／能登島交通／北鉄能登バス／マップ／／平和交通
永平寺観光／越前観光／大野観光自動車／大野旅客自動車／加賀温泉バス／ケイカン交通／京福バス／京福リムジンバス／江若交通／コスモ観光／小松タクシー／さばえ交通／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／敦賀海陸運輸／日本海観光バス／福井交通／
福井中央観光／福井鉄道／福井バス／ホワイトリング／三国交通／三福タクシー／名阪近鉄バス／レインボー観光自動車

京都
滋賀

青垣観光バス／伊賀交通／ウイング／エムケイ観光バス／近江鉄道／大上観光バス／大阪観光バス／大阪バス／キタモリ交通／京都観光バス／京都京阪バス／京都交通／京都さくら観光／京都みやび交通／ケイエム観光バス京都支店／京阪バス／京阪京都交通／ケイルック／江若交通／
コスモ観光／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／千里山バス／丹後海陸交通／帝産観光バス京都支店／東豊観光／奈良観光バス／奈良交通／西日本ジェイアールバス／日本観光／日本交通大阪／日本交通・北近畿／寝屋川バス／氷上観光／ヒメハナ観光／前田観光自動車／丸中観光バス／
都タクシー／みやま観光バス／明星観光バス／みらい観光／名阪交通バス／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／大和高原交通／ランドウェイ／両備バス関西カンパニー
伊賀交通／エムケイ観光バス／近江タクシー／近江鉄道／キタモリ交通／京阪バス／江若交通／三岐鉄道／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／帝産湖南交通／中田運送／彦根観光バス／ひばり観光バス／びわこ観光バス／冨士交通／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／
明星観光バス／名鉄観光バス／名阪近鉄バス／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／レインボー観光自動車

関

大阪

西
奈良

青垣観光バス／アクロス大阪バス／朝田観光バス／イワサバス／ウイング／エコロジャパン／エムケイ観光バス／大上観光バス／大川自動車／大川自動車大阪／大阪観光バス／大阪コンビナートバス／大阪第一交通／大阪バス／大阪バス近畿／大阪バス神戸／関西観光バス／
関西空港交通／関西中央交通／岸和田観光バス／京都観光バス／京都京阪バス／近畿都島観光バス／近鉄バス／熊野御坊南海バス／クリスタル観光バス／ＫＲ観光バス／ケイエム観光バス京都支店／京阪バス／国際興業大阪／さやま交通／滋賀観光バス／Ｚ
Ｉ
ＰＡＮＧ／商都交通／
神姫観光バス／千里山バス／中央交通／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス／帝産観光バス大阪支店／天理交通／東部観光／東豊観光／トランスパック／奈良観光バス／奈良交通／西日本ジェイアールバス／西日本ジェイアールバスサービス／日本観光／日本交通大阪／
寝屋川バス／阪急観光バス／日の丸観光バス／平成エンタープライズ／北港観光バス／ミツワサービス／みらい観光／明光バス／ヤサカ観光バス大阪支社／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／大和観光／ユタカ交通／ユタカバス／龍神自動車／両備バス／
両備バス関西カンパニー／緑風観光
アクロス大阪バス／伊賀交通／ウイング／エムケイ観光バス／大阪バス近畿／大阪バス神戸／キタモリ交通／佐原自動車／中央交通／帝産観光バス大阪支店／天理交通／奈良観光バス／奈良交通／日本交通大阪／寝屋川バス／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／名阪交通バス／大和高原交通／／愛和交通／生駒交通

兵庫
和歌山

あいおい観光バス／青垣観光バス／あすなろ観光／淡路交通／淡路タクシー／伊保タクシー／イワサバス／エスエス観光バス／エムケイ観光バス／大上観光バス／扇観光／大阪バス神戸／大原観光交通／小野観光／加古川バス／神崎交通／京都さくら観光／ＫＲ観光バス／
ケイエム観光バス京都支店／甲南観光バス／三共バス／山陽バス／Ｊ－ＢＵＳ／ショーゼン観光バス／神姫観光バス／神鉄バス／洲本観光バス／全但バス／千里山バス／大伸観光／丹後海陸交通／帝産観光バス神戸支店／東豊観光／トランスパック／中兵庫観光開発／日本交通／
日本交通大阪／日本交通・北近畿／日本交通／ネイチャー・ワールド自動車／氷上観光／姫路観光バス／ヒメハナ観光／ポート／前田観光自動車／丸中観光バス／ミツワサービス／みなと観光バス／みらい観光／明菱興業／ヤサカ観光バス大阪支社／ヤサカ観光バス京都支社／
ヤサカ観光バス滋賀営業所／ランドウェイ
有田交通／有田鉄道／大塔交通社／関西中央交通／吉備交通／熊野御坊南海バス／クリスタル観光バス／さやま交通／末広観光バス／大十バス／田辺観光バス／中紀バス／中紀バスＩNT'L／野鉄観光／日の丸観光バス／明光バス／ユタカ交通／龍神自動車

中

岡山 島根

アサヒタクシー／アシナトランジット／井笠バスカンパニー／稲荷交通／有漢観光／大原観光交通／岡山交通／岡山電気軌道／鏡野観光バス／勝田交通／吉備交通／下電観光バス／西部観光バス＜岡山＞／妹尾タクシー／中国ジェイアールバス／中国バス／中鉄観光／東洋バス／
鞆鉄道／ナカウン／ニコニコ観光／日本交通／ネイチャー・ワールド自動車／野村交通／日の丸タクシー（井原）／備北交通／備北バス／二葉観光運輸／プラザ交通／北振バス／真賀観光バス／美袋交通／港交通／両備高速／両備バス／／岡山電気軌道

広島

国

鳥取

出雲一畑交通／出雲観光タクシー／一畑バス／イワミツアー／大朝交通／隠岐海士交通／隠岐一畑交通／隠岐観光／加計交通／君田交通／三段峡交通／サンフラワー観光／島タクシー／第一観光バス／中国ジェイアールバス／津田交通／仁多観光／日本交通／萩近鉄タクシー／
はつみ交通／東出雲観光バス／日ノ丸ハイヤー／備北交通／防長交通／松江一畑交通／松江市交通局／明徳観光バス／八重タクシー

一畑バス／大原観光交通／大森観光バス／妹尾タクシー／日本交通／はつみ交通／東出雲観光バス／日ノ丸自動車／日ノ丸ハイヤー／備北交通／松江一畑交通／松江市交通局／／メルヘン

山口

朝日交通／アサヒタクシー／アシナトランジット／井笠バスカンパニー／いわくにバス／イワミツアー／大朝交通／大隅タクシー／おのみちバス／カープ観光（カープタクシー）／加計交通／君田交通／芸陽バス／佐伯交通／ささき観光／三球観光／三段峡交通／さんようバス／
下電観光バス／十番交通／城南観光／城南交通／西部観光バス＜岡山＞／瀬戸内運輸／妹尾タクシー／中央交通（広島）／中国交通／中国ジェイアールバス／中国タクシー＜チュウタクバス＞／中国バス／津田交通／つばめ交通／鞆鉄道／ニコニコ観光／野呂山タクシー／
廿日市交通／日の丸タクシー（井原）／備北交通／広交観光／広島第一交通／広島バス／富士交通／防長観光バス／防長交通／北振バス／本四バス開発／まるよし交通／三原交通／三次交通／八重タクシー／鯉城タクシー
朝田観光バス／アサヒ観光／岩国観光バス／いわくにバス／イワミツアー／宇部市交通局／大隅タクシー／オートマイカーランド／小野田観光／関門観光バス／佐伯交通／サザンセト交通／サンデン観光バス／下関レンタカー（エル観光バス）／周南近鉄タクシー／新日本観光交通／
第一観光バス／中国ジェイアールバス／津田交通／長門山電タクシー／日本交通産業／萩近鉄タクシー／はちまん観光バス／日の丸まつの観光バス／船木鉄道／ブルーライン交通／防長観光バス／防長交通／明徳観光バス／湯田都タクシー

四
国

香川 徳島 高知 愛媛

エコロジャパン／大川自動車／大川自動車大阪／琴参タクシー／琴参バス／ことでんバス／琴平バス／四国中央観光／小豆島交通／西讃観光／瀬戸内運輸／東交バス／三豊中央観光バス／屋島観光バス
阿波観光バスサービス／阿波交通／琴平バス／四国交通／徳島バス／徳南交通／光ドリーム観光バス／／うだつ観光バス／海部観光／かぐや姫観光／マリーナ観光／藤西阿観光
黒岩観光／高知駅前観光／高知西南交通／とさでん交通／宮地観光バス／／芸西観光
いずみ観光／伊予鉄道／宇和島自動車／愛媛バス／奥島観光／奥道後交通／河南タクシー／肱南観光バス／新日本観光バス／西讃観光／瀬戸内運輸／竹乃井交通／十季観光／西日本観光／三豊中央観光バス／／マイントピア別子

福岡

九
州

佐賀 熊本 長崎

アイワ自動車工業／朝田観光バス／天瀬観光／有明交通／糸島観光バス／植田観光／ウェルバス／大分交通／オートマイカーランド／遠賀観光バス／関門観光バス／北九州市交通局／九州アジア交通／九州産交バス／篠栗観光バス／サンデン観光バス／ＪＲ九州バス／
下関レンタカー（エル観光バス）／昭和自動車／新羽観光バス／綜合交通・綜合観光バス／第一観光バス＜福岡＞／タイガーバス／大新東バス／大宝観光バス／多久観光バス／筑後観光バス／筑豊観光／つくしの観光バス／天領バス／ドラゴン交通／長崎県営バス／西鉄観光バス／
西鉄バス大牟田／西鉄バス北九州／西鉄バス久留米／西鉄バス佐賀／西鉄バス筑豊／西鉄バス二日市／西鉄バス宗像／日豊観光バス／ノース・
リバー／はちまん観光バス／林田観光バス／日田バス／福岡早良観光／富士観光バス／ブルーライン交通／北都観光バス／堀川観光バス／
マリン観光バス／美登観光バス／南九州観光バス／南福岡観光／姪浜タクシー／柳川観光バス／祐徳自動車／祐徳バス（佐賀県鹿島）／ゆめりあバス／柳城観光／ロイヤル観光／ＹＫＧ観光バス／若杉観光
アイワ自動車工業／朝田観光バス／有明交通／糸島観光バス／西肥自動車／佐賀タクシー／ＪＲ九州バス／昭和自動車／多久観光バス／つくしの観光バス／長崎県営バス／西九州観光バス／西鉄バス久留米／西鉄バス佐賀／西鉄バス二日市／パラダイス観光／肥前観光／
福岡早良観光／堀川観光バス／柳川観光バス／祐徳自動車／柳城観光／ロイヤル観光
あいら観光バス／天瀬観光／有明交通／植田観光／ウェルバス／菊南プラザバス／九州産交バス／くじゅう観光バス／熊交観光バス／熊本観光バス／熊本電気鉄道／熊本バス／七城観光バス／下天草観光バス／白浜交通／新羽観光バス／託麻観光／中九州観光／南国交通観光／
西鉄バス大牟田／肥後観光バス／日田バス／九州中央観光バス／丸浜タクシー

大分 宮崎 鹿児島

壱岐交通／諫早バス観光／雲仙観光／上五島観光交通／玄海交通／五島自動車／西肥自動車／ＪＲ九州バス／島原鉄道／島半観光／昭和自動車／対馬交通／東彼観光／長崎県営バス／長崎バス観光／長崎遊覧バス／西九州観光バス／林田観光バス／パラダイス観光／肥前観光／
ヒューマングループ／ホテル対馬バス／祐徳自動車／祐徳バス（佐賀県鹿島）／ＹＯＫＡＲＯ・ＢＵＳ／ラッキーバス
天瀬観光／ウェルバス／エアポートシティ観光バス／大分交通／大分バス／大野竹田バス／亀の井バス／臼津交通／くじゅう観光バス／新羽観光バス／天領バス／日豊観光バス／日田バス／藤山観光／別府観光バス／宮交タクシー／宮崎交通
アイ観光／あさひ観光バス／ウエルネス都城観光バス／鹿児島交通観光バス／鹿児島中央観光バス／熊本バス／三和交通／大清観光バス／高崎観光バス／永峰観光バス／東九州交通／福留交通観光／美登観光バス／宮交タクシー／宮崎観光バス／宮崎交通／みやざき高山観光バス

沖縄

沖縄

あづま交通／入来観光交通／いわさきコーポレーション鹿児島交通／ウエルネス都城観光バス／大島タクシー／鹿児島交通観光バス／鹿児島中央観光バス／霧島観光交通／こうやま霧島バス／高山三幸観光／さつま観光バス／さつま交通観光／ＪＲ九州バス／しまバス／川内観光交通／大和観光バス／高崎観光バス／
種子島・屋久島交通／種子島井元観光／堂山観光バス／徳之島総合陸運／南国交通観光／南薩観光／南州交通／福留交通観光／ほたる観光／まつばんだ交通バス／南九州観光バス／宮交タクシー／宮崎交通／みやざき高山観光バス／屋久島道の駅観光バス／／南陸運／種子島井元観光／アーベル交通
アイビーエス／東運輸／いりおもて観光／西表島交通／沖一ハイヤー／沖東交通事業協同組合／沖縄バス／おろくバス／カリー観光バス／久米島交通／サクシードバス／シラハマアイランド観光バス／新報トラスト／中部観光バス／美ら島観光バス／東陽バス／豊見観光バス／
那覇バス／北部観光バス／美杉観光バス／宮古協栄バス／八千代バス／琉球バス交通／／中部観光サービス／大東観光商事／ハマユウ荘うふあがり島（黄金山）／フロンティアプラネット／コハマ交通／はてるま交通／最西端観光
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国内旅行「ご案内とご注意」訂正・追加のご案内

◇国内旅行保険（２ページ）
・2022年８月1日以降、国内旅行保険の加入方法が、インターネットでのオンライン契約に
変更となりました。こちらよりご加入手続きをお願いいたします。
・国内旅行保険加入依頼書（ハガキ）はお送りしておりません。
・インターネットでのオンライン契約は、出発当日までご加入いただけるプランがございます。

◇お支払い方法（２ページ）
◆当社提携のクレジットカードのお支払い
【変更前】クレジットカードのご利用は、ホームページでのお申し込みに限らせていただきます。
保険に加入されるお客様へは、別途代表者様宛に加入依頼書をお送りいたします。
【変更後】クレジットカードのご利用は、インターネットもしくはお電話にて承ります。
保険に加入をご希望のお客様は、こちらよりご加入手続きをお願いいたします。

〔ご注意〕

●払い戻しはお支払いと同じ方法となります。お振込の場合は払込人氏名と同じ氏名（名義）の
口座へのご返金に限りますので、予めご了承ください。

