
■北海道内の高速バス

札幌―函館 北海道中央バス・北都交通・道南バス

札幌－北見・網走 北海道中央バス・北海道北見バス・網走バス

札幌―紋別 北海道中央バス・ジェイアールバス北海道・道北バス・北紋バス

旭川―紋別 北海道中央バス・ジェイアールバス北海道・道北バス・北紋バス

札幌―釧路 北海道中央バス・くしろバス・阿寒バス

札幌－帯広 北海道中央バス・北都交通・ジェイアールバス北海道・十勝バス・北海道拓殖バス

札幌―名寄 北海道中央バス・道北バス

札幌―知床 斜里バス

札幌―遠軽 北海道中央バス・道北バス・北海道北見バス

旭川―遠軽 北海道中央バス・道北バス・北海道北見バス

札幌－定山渓 じょうてつ

旭川－帯広／ノースライナー 道北バス・十勝バス・北海道拓殖バス

旭川－北見／石北号 道北バス・北海道北見バス

旭川－釧路／サンライズ 道北バス・阿寒バス

北見－釧路／釧北号 阿寒バス・北海道北見バス

■東北域内の高速バス

仙台－いわき 新常磐交通・JRバス東北

■東北－北陸／甲信越の高速バス

百万石ドリーム政宗号 JRバス東北・西日本JRバス

山形－新潟線 山交バス・新潟交通

■関東－東北／北陸の高速バス

弘前・五所川原－横浜・品川・浜松町／ノクターン 弘南バス

山田・宮古・盛岡⇔浜松町・品川・横浜／BEAM－１ 岩手県北自動車

久慈・盛岡－東京線／岩手きずな号 岩手県北自動車・フジエクスプレス

成田空港ー仙台松島 宮城交通・成田空港交通・京成バス

成田空港⇔仙台線 JRバス東北・成田空港交通

新宿⇔秋田 小田急シティバス・秋田中央交通

いわき－日立－東京ディズニー 新常磐交通・茨城交通

いわき・北茨城⇔東京線 新常磐交通・JRバス関東・東武バスセントラル

裏磐梯－東京（羽田空港） 会津乗合自動車

福井ー東京線（夜行） JRバス関東・京福バス・福井鉄道・JRバス関東

■関東圏域内の高速バス・定期観光

東京－富士・富士宮 富士急行・富士急バス・JRバス関東・富士急静岡バス

土浦・つくばセンター－TDR 関東鉄道

水戸駅－TDR 関東鉄道

鹿島神宮駅－TDR 関東鉄道

日光定期観光バス 東武バス日光

東京⇔四万温泉 関越交通

成田空港行きアザレア号 関越交通

川越－羽田空港 西武バス・イーグルバス・東京空港交通

大宮－成田空港（ONライナー） 西武バス・千葉交通・国際興業・京成バス・東武バスウエスト

スカイツリーシャトル和光・志木線 東武バスウエスト

上尾駅・桶川駅－羽田空港線 東武バスウエスト・京急バス

新島車庫・熊谷・鴻巣・久喜菖蒲－成田空港 国際十王交通・千葉交通

所沢・和光市－成田空港 西武バス・京成バス

所沢－羽田空港 西武バス・東京空港交通

石神井公園・和光市－羽田空港 西武バス・東京空港交通

東京君津線／深夜高速バス・アクアスター号 京成バス・日東交通

池袋駅－三井ｱｳﾄﾚｯﾄ木更津 小湊鐵道

横浜ＹＣＡＴ幕張メッセ線 京成バス・京浜急行バス

津田沼羽田線 京成バス・東京空港交通

吉祥寺⇒成田空港 小田急バス・東京空港交通・京成バス・関東バス

新百合ヶ丘・たまプラーザ⇒成田空港 東急バス・小田急バス・京成バス

大宮－羽田空港 西武バス・国際興業・京浜急行バス・東京空港交通

中山駅－成田空港 東急バス・京成バス

箱根桃源台・御殿場⇔横浜駅・羽田空港 小田急箱根高速バス

羽田・横浜－箱根湯本 小田急箱根高速バス

東京シャトル 京成バス・成田空港交通

浦和・武蔵浦和－羽田空港 国際興業・東京空港交通

東京・有楽町シャトル 京成バス

橋本駅・相模大野・町田・南町田→成田空港 神奈川中央交通西・神奈川中央交通東・京成バス

田村車庫・本厚木駅・東名大和⇒羽田空港 神奈川中央交通西・京浜急行バス

相模大野・町田・南町田⇔三井ｱｳﾄﾚｯﾄ木更津 小湊鐵道・神奈川中央交通東

鎌倉－羽田空港線 京急バス・江ノ電バス

田村車庫・本厚木駅→成田空港 神奈川中央交通西・京成バス

相模大野・町田・南町田⇒羽田空港 京急バス・神奈川中央交通東

藤沢・辻堂・本厚木－川越線／圏央ライナー 神奈川中央交通西・東武バスウエスト

消費税引き上げに伴う運賃改正予定路線（および運行バス事業者）



■関東－東海／甲信越／中部の高速バス・定期観光

竜王・甲府－羽田空港線 山梨交通・京浜急行バス

竜王・甲府－成田空港線 山梨交通・千葉交通

羽田空港―富士山線 富士急行・富士急バス・京浜急行バス

竜王・甲府－横浜線 山梨交通・京浜急行バス

藤沢・町田－富士五湖線 神奈川中央交通・富士急湘南バス・富士急行

伊豆長岡・修善寺温泉ライナー 新東海バス

渋谷・御殿場－藤枝・相良 東急トランセ・しずてつジャストライン

三島エクスプレス 新東海バス・東海バスオレンジ

富士－成田空港 富士急行・富士急静岡バス・京成バス

飯田－横浜線／ベイブリッジ号 信南交通・伊那バス・京浜急行バス

静岡横浜線／横浜ライナー しずてつジャストライン

浜松横浜線 遠州鉄道

新宿・豊橋エクスプレスほの国号 関東バス・豊鉄バス

■関東－関西の高速バス・定期観光

立川－京阪神線 南海バス・山陽バス

大阪・京都－成田・銚子線 千葉交通・南海バス

大阪・京都－藤沢・鎌倉線 江ノ電バス・南海バス

■関東－四国／中国の高速バス

徳島－東京線 徳島バス・京浜急行バス

PIRATES 今治－渋谷 東急トランセ・瀬戸内運輸

出雲・松江ー東京線（ｽｻﾉｵ） JRバス関東・一畑バス・中国ジェイアールバス

新宿⇔倉敷 小田急シティバス・小田急バス・下津井電鉄

新宿⇔三原 小田急シティバス・小田急バス・中国バス

東京⇔広島 小田急シティバス・小田急バス・中国JRバス

広島・福山・岡山－横浜　メープルハーバー 神奈川中央交通・中国バス

■関東－中部の高速バス

TDR横浜名古屋線 京成バス・ジェイアール東海バス

マスカット号 関東バス・両備バス

新宿⇔岐阜 小田急シティバス・小田急バス・岐阜乗合自動車

■中部・東海・甲信越・北陸域内の高速バス・定期観光

静岡－富士五湖 富士急行・富士急静岡バス

竜王・甲府－静岡線 山梨交通・しずてつジャストライン

特急　御殿場－河口湖線 富士急行

静岡（しぞ－か）満喫コース しずてつジャストライン

竜王・甲府－名古屋線 山梨交通・JR東海バス

松本ー高山・新穂高温泉線 濃飛乗合自動車・松本電気鉄道

富山・金沢ー白川郷・高山線 富山地方鉄道・北陸鉄道・濃飛乗合自動車

富山－新潟線 新潟交通・富山地方鉄道

富山ぶりかにバス 富山地方鉄道

■中部－中国／四国の高速バス

オリーブ松山 ジェイアール東海バス・ジェイアール四国バス

出雲・松江・米子ドリーム名古屋号 中国JRバス

■関西圏域内の高速バス・定期観光

大阪ー宮津・峰山線 丹後海陸交通・阪急バス

間人・天橋立・宮津－京都 丹後海陸交通

京都－関西国際空港線　 京阪バス・関西空港交通・大阪空港交通

枚方寝屋川ー関西国際空港線　 京阪バス・関西空港交通・大阪空港交通

津名・洲本－大阪 阪急観光バス・淡路交通

大阪－有馬温泉 阪急バス・阪急観光バス

湯村温泉－大阪 阪急観光バス・全但バス

城崎温泉－大阪 阪急観光バス・全但バス

城崎温泉－神戸 全但バス

湯村温泉－神戸 全但バス

姫路・加古川－関西国際空港線 神姫バス

京都有馬線 京阪バス・阪急バス

奈良－関西空港線 奈良交通・関西空港交通・大阪空港交通

天理・奈良－大阪（伊丹）空港線 奈良交通・関西空港交通・大阪空港交通

学研都市・学園前－関西空港線 奈良交通・関西空港交通・大阪空港交通

桜井・大和八木・高田市－関西空港線 関西空港交通・奈良交通

■関西－東北の高速バス・定期観光

大阪・京都－鶴岡・酒田線 庄内交通・南海バス

■関西－北陸の高速バス・定期観光

大阪・京都ー富山線 富山地方鉄道・阪急バス

大阪－福井 京福バス・福井鉄道・阪急観光バス

名古屋－京都線 ジェイアール東海バス・名鉄バス・西日本JRバス・名阪近鉄バス

名古屋－神戸線 ジェイアール東海バス・名鉄バス・西日本JRバス・名阪近鉄バス

豊橋京都線 豊鉄バス

四日市－京都 三重交通・京阪バス

津―京都 三重交通・京阪バス



■関西－東海／甲信越／中部／南紀の高速バス

松本－大阪線 アルピコ交通・阪急バス・アルピコ交通大阪

伊那・箕輪－大阪 信南交通・伊那バス・阪急観光バス

新潟－京都・大阪線 新潟交通・阪急バス

大阪・京都－柏崎・長岡・三条 越後交通・南海バス

静岡大阪線（京都大阪ライナー） しずてつジャストライン

白浜エクスプレス大阪 西日本JRバス・明光バス

■関西－四国の高速バス・定期観光

大阪－宇和島線 阪神バス・宇和島自動車

徳島－神戸線 阪神バス・神姫バス・山陽バス・徳島バス

高知－神戸線 神姫バス・とさでん交通

阿波池田ー神戸 四国交通

神戸－松山線 神姫バス・伊予鉄バス

阿波エクスプレス京都号 京阪バス・西日本JRバス・徳島バス・本四海峡バス・ジェイアール四国バス

高松エクスプレス京都号 京阪バス・西日本JRバス・四国高速バス・ジェイアール四国バス

松山－京都線 京阪バス・伊予鉄バス

高知ー大阪線 阪急バス・とさでん交通

松山・八幡浜ー大阪線 阪急バス・伊予鉄バス

橘・阿南－大阪線 徳島バス

丸亀－神戸・大阪 四国高速バス

鳴門　徳島－大阪線 南海バス・阪急バス・阪神バス・徳島バス

徳島－関空線リムジンﾊﾞｽ 徳島バス・本四海峡バス・関西空港交通・南海バス

徳島－神戸 西日本JRバス・本四海峡バス・ジェイアール四国バス

大阪－徳島線 西日本JRバス・本四海峡バス・ジェイアール四国バス

高松－関西空港線 関西空港交通・四国高速バス・ジェイアール四国バス・南海バス

いしづちライナー　今治－神戸・大阪線 阪神バス・瀬戸内運輸

松山エクスプレス号 西日本JRバス・ジェイアール四国バス

高知エクスプレス号 西日本JRバス・ジェイアール四国バス

高知ー京都・名古屋線 名鉄バス・とさでん交通

■関西－中国の高速バス・定期観光

京都－米子線 京阪バス・西日本JRバス・日本交通

大阪・神戸－津和野線 阪神バス・石見交通

府中・尾道・福山－神戸ライナー 中国バス

福山－京都　 中国バス

神辺・井原・笠岡－大阪　カブトガニ号 中国バス

三次・新見ー大阪線 阪急バス・備北バス・中国バス

出雲・松江ー大阪線 阪急バス・一畑バス・中国ジェイアールバス

出雲⇔京都 西日本JRバス・中国ジェイアールバス

京都－岡山・倉敷／京都エクスプレス 京阪京都交通・下津井電鉄・両備バス

■中国－四国の高速バス

松山－岡山線 下津井電鉄・ジェイアール四国バス・伊予鉄バス・両備バス

広島－今治 広交観光・瀬戸内しまなみリーディング・瀬戸内運輸

広島－高知 広交観光・とさでん交通

松山－福山線 中国バス・伊予鉄バス・瀬戸内しまなみリーディング・本四バス

高知⇔岡山線 両備バス・下津井電鉄・ジェイアール四国バス・とさでん交通

広島⇔徳島線 広交観光・徳島バス

阿波池田ー大阪線 阪急バス・四国交通

■中国域内の高速バス

出雲－広島 一畑バス・中国ジェイアールバス

松江－－広島線 一畑バス・広島電鉄

広島⇔米子 広島電鉄・日ノ丸自動車・日本交通

広島⇔鳥取 広島電鉄・日ノ丸自動車・日本交通

出雲・松江・米子－岡山線 日ノ丸自動車・一畑バス・中鉄バス・中国ジェイアールバス・両備バス

広島－岡山線 中国ジェイアールバス・広交観光・両備バス

■四国域内の高速バス

徳島－松山線 徳島バス・ジェイアール四国バス・伊予鉄バス

高知徳島エクスプレス 徳島バス・ジェイアール四国バス・とさでん交通

高松－松山 四国高速バス・ジェイアール四国バス・伊予鉄バス

高知－松山／なんごくエクスプレス号 ジェイアール四国バス

高松－高知 四国高速バス・ジェイアール四国バス・とさでん交通

高知－松山線 伊予鉄バス・とさでん交通

■中国－九州の高速バス

福岡・山口ライナー 中国ジェイアールバス・JR九州バス

広福ライナー 中国バス・中国ジェイアールバス・広交観光・JR九州バス

出雲ドリーム博多号 中国ジェイアールバス・JR九州バス

岡山倉敷⇔小倉博多ペガサス号 下津井電鉄・西鉄高速バス・両備バス 



■九州域内の高速バス・定期観光バス

桜島定期観光バス＜一周コース＞ JR九州バス

桜島定期観光バス＜早回りコース午前＞ JR九州バス

桜島定期観光バス＜早回りコース午後＞ JR九州バス

串木野定期観光バス＜さつま特産ぐるめぐりコース＞ JR九州バス

九州横断バス 九州産交バス
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