
会　　社　　名 住　　　　　　所 電　　　話 ファックス 代表者 セーフティ

㈲アーバンロケサービス
〒193-0823
東京都八王子市横川町779

042-621-2580 042-621-2586 松尾  正尊

荒川交通㈱
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里2-29-6

03-3806-1231 03-3806-1250 宝地戸康弘

㈱アールブイジャパン
〒194-0038
東京都町田市根岸1-15-1

042-791-3354 042-791-3179 山本  郁雄 ☆

  ㈱アールブイジャパン 相模原(営)
〒252-0206
相模原市中央区淵野辺2-29-2

042-751-6363 042-751-6281 ☆

朝日運輸㈲
  朝日観光バス

〒198-0105
東京都西多摩郡奥多摩町小丹波555

0428-85-2126 0428-85-2962 柴田  安實

㈲アトムバス
〒184-0002
東京都小金井市梶尾町4-2-32

0422-37-2423 0422-54-8758 桃井　洋佑 ☆

㈱和泉観光自動車
〒121-0061
東京都足立区花畑6-13-13-201

03-5851-8381 03-5851-8382 井上　満夫 ☆

  ㈱和泉観光自動車 千葉(営）
〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台5-1-27-103

04-7103-5047 04-7115-0730 ☆

㈱泉観光バス
〒328-0033
栃木県栃木市城内町2-51-38

0282-20-7678 0282-20-7670 柴嵜　 勝 ☆

INNOVATION観光自動車㈱
〒192-0374
東京都八王子市中山419-2

042-689-5182 042-689-5183 中山喜代美 ☆

 INNOVATION観光自動車㈱
　新横浜観光バス(営)

〒223-0058
横浜市港北区新吉田東4-3-43

045-947-2350 045-947-2351 ☆

入間中央交通㈱
〒358-0015
埼玉県入間市二本木972-1

04-2934-1737 04-2934-2904 手塚　安夫 ☆☆

　入間中央交通㈱ 東京（営）
〒358-0015
東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山492-4

042-557-3470 04-2934-2904 ☆☆

㈱MGC
〒178-0065
東京都練馬区西大泉3－27－11－B102

03-5947-6661 03-5947-6662 竹島美香子 ☆

㈱MTO
〒182-0012
東京都調布市深大寺東町8－21－4

042-444-5285 042-482-0158 松尾　大輔

　㈱MTO
〒182-0012
東京都調布市深大寺元町4－30－4-101

042-490-8072 042-490-8073

青梅オートサービス興業㈱
  青梅オート観光

〒198-0022
東京都青梅市藤橋3-7-4

0428-31-6541 0428-32-0156 清水　京一

大谷商事㈲
  大谷観光

〒190-0200
東京都西多摩郡桧原村3414

042-598-0443 042-598-0215 大谷　純二

副理事長
㈲オノ  エンジニアリング
　オノエン観光バス

〒192-0352
東京都八王子市大塚649-7

042-677-7117 042-677-7008 小野　晃弘

㈲喜多見建材興業
　喜多見観光バス

〒197-0801
東京都あきる野市菅生626

042-550-3046　 042-558-7778　 喜多見慶子 ☆☆
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㈱グローバルジャパン
〒350-0807
埼玉県川越市吉田1047

049-232-5341 049-232-5400 川村 照夫

光輝観光バス㈱
〒352-0032
埼玉県新座市新堀2-3-15

042-494-7733 042-494-7734 東 　正博 ☆☆

  光輝観光バス㈱ 東京（営）
〒203-0004
東京都東久留米市氷川台2-5-17-103

042-472-4111 042-472-4110 ☆☆

  光輝観光バス㈱ 千葉（営）
〒270-1436
千葉県白井市七次台3-18-2

047-498-1011 047-497-1011 ☆☆

  光輝観光バス㈱ 大阪（営）
〒581-0822
大阪府八尾市高砂町1-87-12

072‐920‐7845 072‐920‐7854 ☆☆

菰野東部交通㈱
〒512-1214
三重県四日市市桜台1-33-3

059-396-2898 059-396-3823 岸　純人 ☆

  菰野東部交通㈱ 三重（営）
〒510-1323
三重県三重郡菰野小島4505

059-396-2898 059-396-3823 ☆

  菰野東部交通㈱ 名古屋（営）
〒455-0855
愛知県名古屋市港区藤前4-510

052-355-8417　 052-355-8418 ☆

  菰野東部交通㈱ 千葉（営）
〒279-0043
千葉県浦安市富士見3-10-1-303

047-374-3891　 047-374-3891 ☆

三陽自動車㈱
〒134－0083
東京都江戸川区中葛西4-9-18

03-5679-6234 03-6240-5452 寺田　 学

  三陽自動車㈱ 千葉(営）
〒284-0027
千葉県四街道市栗山925-2

043-304-8400 043-304-8401

㈲松竹観光
〒183-0055
東京都府中市府中町2-18-1-201

042-360-6405 042-360-6877 小園井明男

㈲新和観光
〒192-0004
東京都八王子市加住町1-235-2

042‐691-3128 042‐691-3274 宮下  哲夫 ☆

㈲ジェイネットエクスプレス
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5

092-474-3311 092-4097031 田上　 潮

　㈲ジェイネットエクスプレス福岡(営）
〒838-0804
福岡県朝倉郡筑前町森山279-5

0946-24-6116 0946-24-6119

　㈲ジェイネットエクスプレス指宿(営）
〒891-0311
鹿児島県指宿市西方1979-5

0993-22-5909 0993-22-5131

監　事 ㈱ジョイフル観光
〒181-0011
東京都三鷹市井口1-5-15 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ井野A-1Ｆ

0422-32-0043 0422-32-9356 井野  健一 ☆☆

㈱スター交通
〒370-0532
群馬県邑楽郡大泉町坂田256-2

0276-20-1075 0276-20-1076 碓氷  浩敬

  ㈱スター交通 羽生（営）
〒348-0053
埼玉県羽生市南3-204-1

048-501-5977 048-501-5972

盛安自動車㈱
〒332-0002
埼玉県川口市弥平1-6-7

048-228-5200 048-222-8322 小林  忠夫 ☆☆
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  盛安自動車㈱ 本社(営）
〒121-0836
東京都足立区入谷1-26-8-203

03-3898-2188 ☆☆

監　事 ㈱大成観光バス
〒202-0005
東京都西東京市住吉町1-13-7

042-423-1618 042-423-0418 成松  主悦 ☆

㈱高尾輸送サービス
〒193-0944
東京都八王子市館町1091-1

042-669-0960 042-666-7720 小松  政見

　㈱高尾輸送サービス 相模原（営）
〒252-0102
神奈川県相模原市緑区原宿1-1-11-102

042-669-0960 042-666-7720

㈱旅友
〒289-1104
千葉県八街市文違301-3032

0476-85-7010 0476-85-7011 中村  光枝 ☆

  ㈱旅友 東京（営）
〒125-0035
東京都葛飾区南水元2-21-15

03-5876-3560 03-5876-3240 ☆

  ㈱旅友 神奈川（営）
〒246-0036
神奈川県横浜市瀬谷区北町1-31

045-489-9152 045-489-9153 ☆

  ㈱旅友 千葉（営）
〒286-0222
千葉県富里市中沢1150-6

0476-33-4371 0476-33-4372 ☆

大亜自動車㈲
〒202-0014
東京都西東京市富士町2-11-9

0424-65-8451 0424-65-8463 脇田武二郎

大南観光㈱
〒208-0035
東京都武蔵村山市中原3-24-1

042-520-6371 042-520-6372 板倉  強志 ☆

㈱千葉北エンタープライズ
〒289-1608
千葉県山武郡芝山町岩山2377-1

0479-75-4018 0479-75-4019 篠原  禎和 ☆☆

  ㈱千葉北エンタープライズ札幌(営）
〒061-1364
北海道恵庭市下島松805-1

0123-25-6726 0123-25-6829 ☆☆

　㈱千葉北エンタープライズ函館(営)
〒041-1201
北海道北斗市本町816-1

0138-83-7332 0138-83-7382 ☆☆

㈱中央観光
〒409-0614
山梨県大月市猿橋町猿橋1210-2

0554-22-2222 0554-22-7257 和田  恵敬 ☆☆

  ㈱中央観光 八王子(営)
〒192-0001
東京都八王子市戸吹町1360-1

042-692-2255 042-692-2121 ☆☆

  ㈱中央観光 東京(営)
〒334-0074
埼玉県川口市江戸1-6-1

048-288-5588 048-288-5589 ☆☆

Ｄ・Ｙ　ＥＸＰＲＥＳＳ㈱
〒289-1608
千葉県山武郡芝山町岩山205‐2

0479-70-9755 0479-70-9911 山下  大介 ☆

  Ｄ・Ｙ　ＥＸＰＲＥＳＳ㈱　東京（営）
〒136-0082
東京都江東区新木場3-8-21

03-5534-6177 03-5534-6178 ☆

理事長 東新観光㈱
〒191-0014
東京都日野市上田388-1

042-582-3351 042-582-3395 生沼  建二 ☆☆

卑弥呼観光㈱
〒838-0065
福岡県朝倉市一木723-1

0946-22-6811 0946-22-6812 相庭　伸廣
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富士中央観光バス㈱
〒417-0831
静岡県富士市東柏原新田264-10

0545‐32‐2233 0545‐32‐2249 中島  忠一 ☆

  富士中央観光バス㈱ 西（営）
〒417-0816
静岡県富士市増川新町106-2

☆

フタバ観光㈱
〒208-0011
東京都武蔵村山市学園3-39-2

042-566-8731 042-564-6568 新井   淳 ☆

㈱松島観光バス
〒204-0011
東京都清瀬市下清戸5-797-5

042-491-2415 042-492-8890 小島  秋男 ☆

㈱みずほ観光
〒190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-2-6

042-557-4807 042-556-1089 滝島  由樹

三玉運送㈲
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町1-19-1

042-622-2026 042-623-2253 馬場  義和

南観光交通㈱
〒206-0001
東京都多摩市和田571-1

042-374-7220 042-374-7221 中澤   洋 ☆

  南観光交通㈱　相模原（営）
〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台2-10-12

042-703-0707 042-703-3030 ☆

雅観光バス㈱
〒350-1206
埼玉県日高市南平沢1777-3

042-985-1386 042-985-1216 梶田  雅彦 ☆

村山自動車バス㈱
〒181-0014
東京都三鷹市野崎3-28-1

0422-31-3061 0422-33-2826 村山  政雄

副理事長 メモリー観光バス㈱
〒189-0003
東京都東村山市久米川町5-1-1

042-395-0232 042-395-5502 井瀧  隆太 ☆☆

  メモリー観光バス㈱ 埼玉(営）
〒359-1153
埼玉県所沢市上山口1271-1

042-903-1351 042-903-1347 ☆☆

㈱四葉観光バス
〒121-0836
東京都足立区入谷1-9-1

03-3898-0428 03-3854-0428 宮原  伸之 ☆

㈲坂本観光バス
〒121-0057
東京都足立区神明南2-17-20-201

03-5682-5255 03-6802-5277 坂本　 績

㈱ラッキーバス
〒132－0035
東京都江戸川区平井7-17-27

03-3614-2277 03-3614-4570 秋野森貞雄 ☆

㈲関口商店
　小鹿野観光バス

〒368－0105
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1806-2

0494-75-4120 0494-75-0783 関口  正明

富士観光バス㈱
〒838－0804
福岡県朝倉郡筑前町依井342

0946-22-5002 0946-22-5009 石丸　勝之 ☆

（合資）広田タクシー
〒969－3471
福島県会津若松市河東町広田字広田113

0242-75-2321 0242-75-5221 遠藤　誠人 ☆

  （合資）広田タクシー 東京（営）
〒136-0082
東京都江東区新木場3-9-7

03-6457-0195 03-6457-0195 ☆

㈱スマイルコーポレーション
〒270-0233
千葉県野田市船形1551-1

04-7189-8702 04-7189-8703 馬場由美子 ☆
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　㈱スマイルコーポレーション茨城（営）
〒306-0635
茨城県坂東市小泉982-1

0297-30-2810 0297-38-1450 ☆

　㈱スマイルコーポレーション東京（営）
〒198-0064
青梅市柚木町3-642-2-102

0428-85-8658 0428-85-8659 ☆

㈱進和
　進和観光バス

〒270－1443
千葉県柏市鷲野谷906-5

04-7192-1511 04-7193-1027 松丸　 進 ☆

㈲会津北都観光
〒966-0911
福島県喜多方市豊川町高堂太字堂畑1264－4

0241-24-2014 0241-23-7030 田場川孝男 ☆

波那道観光㈱
〒287-0222
千葉県成田市前林801-1

0476-33-6320 0476-73-8150 阿波連　誠 ☆

  波那道観光㈱　大阪（営）
〒590-0457
大阪府泉南郡熊取町朝代東4-6-25

072-447-8283 072-447-8284 ☆

【賛助会員】

東京日野自動車㈱
〒174-8521
東京都板橋区坂下1-32-17

03-3966-8177 03-3966-8178 関口　英人

いすゞ自動車首都圏㈱バス部
〒244-0811
神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町1番地

045-810-3583 045-810-3587 小河原靖夫

㈱オービーエス
〒171-0014
東京都豊島区池袋4-2-11　OAビル８階

03-3988-1540 03-3988-1542 小澤　 誠

損保ジャパン日本興亜㈱ 西東京支店八王子
支社

〒192-0046
東京都八王子明神町1‐25‐6

042-646-0775 042-648-5865

㈱テレコム
〒140-0013
東京都品川区南大井6-24-10

03-3762-5091 03-3762-5093 堀越寛生

ジャパン・トゥエンティワン㈱
〒440-0028
愛知県豊橋市多米東町2-5-12

0532-66-0021 0532-66-0621 加藤　 充

事務局
一般社団法人
バス ユナイテッド セーフティ（ＢＵＳ）

〒191-0024
東京都日野市万願寺4-4-10 メゾンKEN 301

042-514-9777 042-514-9766 田山正弥

　　　正会員数56社　　　８１営業所　　　賛助会員7社　　（大型381両　　中型119両　　小型262両　　合計 762両）　　　セーフティ取得会社35社　会員比率62.5％


