
-------------------------------------------------------------------------- 

乗換案内 Ver.5.52(2019年 12月版) の変更点 

-------------------------------------------------------------------------- 

１．運賃・料金改定 

  1-1.運賃改定 

    宮島ロープウエー                  (19/11/01改定) 

  1-2.相鉄・ＪＲ直通線開業に伴う改定           (19/11/30改定) 

    相鉄・ＪＲ直通線開業に伴う加算運賃(相鉄側)、 

    運賃規則(ＪＲ側)に対応しました。 

 

２．路線情報 

  2-1.新線 

    相鉄・ＪＲ直通線                  (19/11/30開業) 

  2-2.新駅 

    羽沢横浜国大 

     (相鉄本線、相鉄・ＪＲ直通線)           (19/11/30実施) 

 

３．ダイヤ改正 

    2019/10/01  東武鉄道 

    2019/10/26  京急電鉄 

    2019/10/26  京成電鉄 

    2019/10/26  北総線 

    2019/10/26  芝山鉄道 

    2019/10/26  都営浅草線 

    2019/11/01  気仙沼線 

    2019/11/30  相模鉄道 

    2019/11/30  埼京線 

    2019/11/30  りんかい線 

    空路(国内線) 2019/10/27～2020/01/06のダイヤと運賃を収録 

 

４．空港連絡バス 

  4-1.新規開業 

    新潟空港線［長岡］                 (19/09/11開業) 

    伊丹空港線［津田］                 (19/10/01開業) 

    北九州空港線［下関］                (19/10/27開業) 

  4-2.新規サポート路線 



    熊本空港線［阿蘇］ 

  4-3.経路変更 

    仙台空港線［仙台・タケヤ交通］           (19/09/20改正) 

    中部国際空港線［栄・名鉄ＢＣ］           (19/09/20改正) 

    長崎空港線［島原］                 (19/10/01改正) 

    羽田空港線［君津］                 (19/10/01改正) 

    南紀白浜空港線［新宮］               (19/10/01改正) 

    成田空港線［新宿］                 (19/10/27改正) 

    羽田空港線［山下公園］               (19/11/01改正) 

    羽田空港線［白馬］                 (19/12/21改正) 

    女満別空港線［網走・ウトロ］            (20/01/18改正) 

  4-4.運賃改定 

    茨城空港線［つくばセンター］            (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［浦河］                (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［室蘭］                (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［白老］                (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［登別温泉］              (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［苫小牧］               (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［穂別］                (19/10/01改定) 

    長崎空港線［諫早・大村］              (19/10/01改定) 

    長崎空港線［長崎・昭和町］             (19/10/01改定) 

    旭川空港線［旭山動物園］              (19/10/01改定) 

    旭川空港線［富良野］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［裏磐梯］                (19/10/01改定) 

    関西空港線［泉佐野］                (19/10/01改定) 

    宮古空港線［新里・宮国］              (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［加世田・枕崎］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［山川・指宿］             (19/10/01改定) 

    女満別空港線［網走］                (19/10/01改定) 

    新潟空港線［長岡］                 (19/10/01改定) 

    新千歳空港線［支笏湖・千歳］            (19/10/01改定) 

    神戸空港線［新神戸・三宮］             (19/10/01改定) 

    神戸空港線［恵比須・緑が丘］            (19/10/01改定) 

    成田空港線［イオンモール成田］           (19/10/01改定) 

    石垣空港線［日航・ＡＮＡＩＣ］           (19/10/01改定) 

    石垣空港線［平得・大浜・白保］           (19/10/01改定) 



    仙台空港線［仙台・タケヤ交通］           (19/10/01改定) 

    大分空港線［佐伯・臼杵］              (19/10/01改定) 

    大分空港線［中津］                 (19/10/01改定) 

    大分空港線［別府］                 (19/10/01改定) 

    大分空港線［別府経由］               (19/10/01改定) 

    長崎空港線［佐世保］                (19/10/01改定) 

    成田空港線［白馬］                 (19/10/01改定) 

    広島空港線［三原］                 (19/10/01改定) 

    三沢空港線［八戸・三沢］              (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［鹿屋］                (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［ＵＳＪ］                (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［あべの橋］               (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［なんば］                (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［京都］                 (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［阪急西宮・甲子園］           (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［三宮］                 (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［上本町］                (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［新大阪］                (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［大阪］                 (19/10/01改定) 

    茨城空港線［常陸太田］               (19/10/01改定) 

    茨城空港線［水戸］                 (19/10/01改定) 

    茨城空港線［石岡］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［君津］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［水戸・日立］              (19/10/01改定) 

    釧路空港線［釧路］                 (19/10/01改定) 

    熊本空港線［熊本直行便］              (19/10/01改定) 

    五島福江空港線［福江］               (19/10/01改定) 

    広島空港線［福山］                 (19/10/01改定) 

    根室中標津空港線［根室］              (19/10/01改定) 

    山口宇部空港線［宇部新川］             (19/10/01改定) 

    山口宇部空港線［新山口］              (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［イオン・溝下］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［イオン・新生］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［加治木］               (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［加治木港］              (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［加治木港・溝下］           (19/10/01改定) 



    鹿児島空港線［溝下・姶良ＮＴ］           (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［新生・楠田］             (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［湯之元・伊集院］           (19/10/01改定) 

    出雲空港線［出雲市］                (19/10/01改定) 

    出雲空港線［出雲大社］               (19/10/01改定) 

    小松空港線［金沢］                 (19/10/01改定) 

    但馬空港線［城崎］                 (19/10/01改定) 

    中部国際空港線［刈谷］               (19/10/01改定) 

    鳥取空港線［倉吉］                 (19/10/01改定) 

    那覇空港線［うるま・読谷］             (19/10/01改定) 

    那覇空港線［恩納］                 (19/10/01改定) 

    那覇空港線［恩納・名護］              (19/10/01改定) 

    那覇空港線［宜野湾・北谷］             (19/10/01改定) 

    那覇空港線［名護・本部］              (19/10/01改定) 

    福岡空港線［大橋］                 (19/10/01改定) 

    福岡空港線［博多・天神］              (19/10/01改定) 

    福岡空港線［飯塚・後藤寺］             (19/10/01改定) 

    福島空港線［郡山］                 (19/10/01改定) 

    米子空港線［境港・七類港］             (19/10/01改定) 

    北九州空港線［朽網］                (19/10/01改定) 

    仙台空港線［仙台・仙台バス］            (19/10/01改定) 

    旭川空港線［旭川］                 (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［有馬温泉］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［海老名］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［蒲３０］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［蒲３１］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［蒲４０］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［蒲４１］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［蒲９５］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［空５１］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［港南台］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［志木］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［鹿島神宮］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［上尾・桶川］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［新越谷］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［新横浜］                (19/10/01改定) 



    羽田空港線［新百合ヶ丘］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［森１１］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［森２１］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［川口］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大井町］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大崎］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［町田］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［東京スカイツリー］           (19/10/01改定) 

    羽田空港線［東京ビッグサイト］           (19/10/01改定) 

    羽田空港線［藤沢］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［二俣川］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［日光・鬼怒川］             (19/10/01改定) 

    羽田空港線［箱根湯本］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［富士山］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［武蔵小杉］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［北千住］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［本厚木］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［立川］                 (19/10/01改定) 

    岡山空港線［岡山］                 (19/10/01改定) 

    岡山空港線［倉敷］                 (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［シーガイア］              (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［宮崎］                 (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［小林］                 (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［西都］                 (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［都城］                 (19/10/01改定) 

    宮崎空港線［日南］                 (19/10/01改定) 

    釧路空港線［阿寒］                 (19/10/01改定) 

    熊本空港線［熊本］                 (19/10/01改定) 

    広島空港線［呉・阿賀］               (19/10/01改定) 

    広島空港線［広島］                 (19/10/01改定) 

    広島空港線［三次］                 (19/10/01改定) 

    広島空港線［西条］                 (19/10/01改定) 

    広島空港線［白市］                 (19/10/01改定) 

    高知空港線［高知・高知駅前］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［出水・阿久根］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［水俣・大口］             (19/10/01改定) 



    鹿児島空港線［川内］                (19/10/01改定) 

    秋田空港線［秋田駅西口］              (19/10/01改定) 

    秋田空港線［秋田駅東口］              (19/10/01改定) 

    出雲空港線［松江］                 (19/10/01改定) 

    小松空港線［小松］                 (19/10/01改定) 

    庄内空港線［酒田］                 (19/10/01改定) 

    庄内空港線［鶴岡］                 (19/10/01改定) 

    松山空港線［松山］                 (19/10/01改定) 

    新潟空港線［新潟駅南口］              (19/10/01改定) 

    成田空港線［酒々井］                (19/10/01改定) 

    成田空港線［日立］                 (19/10/01改定) 

    静岡空港線［静岡］                 (19/10/01改定) 

    静岡空港線［島田］                 (19/10/01改定) 

    石見空港線［益田］                 (19/10/01改定) 

    長崎空港線［島原］                 (19/10/01改定) 

    鳥取空港線［鳥取］                 (19/10/01改定) 

    鳥取空港線［鳥取砂丘］               (19/10/01改定) 

    徳島空港線［徳島］                 (19/10/01改定) 

    能登空港線［金沢］                 (19/10/01改定) 

    米子空港線［米子］                 (19/10/01改定) 

    北九州空港線［黒崎・折尾］             (19/10/01改定) 

    北九州空港線［小倉］                (19/10/01改定) 

    名古屋空港線［西春］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［横浜］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［横浜ＢＳホテル］            (19/10/01改定) 

    羽田空港線［山下公園］               (19/10/01改定) 

    花巻空港線［盛岡］                 (19/10/01改定) 

    新潟空港線［会津若松］               (19/10/01改定) 

    神戸空港線［徳島］                 (19/10/01改定) 

    天草空港線［本渡］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［若葉台・稲城］             (19/10/01改定) 

    伊丹空港線［東大阪］                (19/10/01改定) 

    羽田空港～浅草［深夜］               (19/10/01改定) 

    羽田空港～品川［深夜］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［ＴＣＡＴ］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［ＴＤＲ］                (19/10/01改定) 



    羽田空港線［センター南］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［つくばセンター］            (19/10/01改定) 

    羽田空港線［浦和・武蔵浦和］            (19/10/01改定) 

    羽田空港線［葛西・小岩］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［吉祥寺］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［銀座・汐留］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［五井］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［甲府］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［四街道・稲毛］             (19/10/01改定) 

    羽田空港線［市川・行徳］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［秋葉原］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［渋谷］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［所沢］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［新浦安］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［新宿］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［西船橋］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［石神井公園］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［赤坂］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［千葉中央］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［川越］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［多摩センター］             (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大宮］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大手町］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大多喜］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［大網］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［池袋］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［中野・練馬］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［調布］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［津田沼］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［東京八重洲北口］            (19/10/01改定) 

    羽田空港線［東陽町］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［二子玉川］               (19/10/01改定) 

    羽田空港線［柏］                  (19/10/01改定) 

    羽田空港線［八王子］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［品川］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［豊洲］                 (19/10/01改定) 



    羽田空港線［茂原］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港線［木更津］                (19/10/01改定) 

    羽田空港線［臨海副都心］              (19/10/01改定) 

    羽田空港線［籠原］                 (19/10/01改定) 

    高松空港線［高松］                 (19/10/01改定) 

    山口宇部空港線［下関］               (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［イオン・病院］            (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［鹿児島中央］             (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［谷山］                (19/10/01改定) 

    鹿児島空港線［病院・楠田］             (19/10/01改定) 

    松本空港線［松本］                 (19/10/01改定) 

    松本空港線［松本直行便］              (19/10/01改定) 

    神戸空港線［垂水］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［さいたま新都心］            (19/10/01改定) 

    成田空港線［熊谷］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［甲府］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［所沢］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［沼津］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［静岡］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［相模大野］               (19/10/01改定) 

    成田空港線［大崎］                 (19/10/01改定) 

    成田空港線［本厚木］                (19/10/01改定) 

    成田空港線［木更津］                (19/10/01改定) 

    青森空港線［青森］                 (19/10/01改定) 

    大館能代空港線［大館］               (19/10/01改定) 

    調布飛行場線［三鷹］                (19/10/01改定) 

    調布飛行場線［調布］                (19/10/01改定) 

    長崎空港線［住吉・長崎］              (19/10/01改定) 

    富山空港線［富山］                 (19/10/01改定) 

    米子空港線［松江］                 (19/10/01改定) 

    羽田空港～みなとみらい［深夜］           (19/10/01改定) 

    羽田空港～一之江［深夜］              (19/10/01改定) 

    羽田空港～川崎［深夜］               (19/10/01改定) 

    羽田空港～二子玉川［深夜］             (19/10/01改定) 

    羽田空港線［たまプラーザ］             (19/10/01改定) 

    茨城空港線［東京］                 (19/10/27改定) 



    羽田空港線［白馬］                 (19/12/21改定) 

  ダイヤを 2019年 11月１日現在のものに更新 

 

５．高速バス 

  5-1.新規開業 

    人吉～熊本                     (19/04/01開業) 

    関東～愛知：ＶＰルートＡ便             (19/09/05開業) 

    京都～高野山                    (19/09/20開業) 

    名古屋～馬籠・妻籠                 (19/10/01開業) 

    品川・浜松町・渋谷～徳島・川島           (19/10/01開業) 

    木曽福島～高山                   (19/10/12開業) 

    札幌～帯広：ニュースター              (19/10/29開業) 

    関東～関西：ＢＬＧ便                (19/11/01開業) 

    東京・川越～伊香保・四万温泉            (19/11/01開業) 

  5-2.新規サポート路線 

    東京～福島：桜３列 

    東京～富山・金沢：グランＤ 

    富山・金沢～東京：グランＤ 

  5-3.経路変更 

    広島～蒲刈・豊浜・豊                (19/08/01改正) 

    千葉・東京～大阪：ＴＢ               (19/09/02改正) 

    大阪・京都～静岡                  (19/09/14改正) 

    神戸～西脇                     (19/10/01改正) 

    白馬～扇沢                     (19/10/01改正) 

    長野～信濃大町                   (19/10/01改正) 

    新大阪・大阪～三田                 (19/10/01改正) 

    新宿～館山                     (19/10/01改正) 

    新宿～館山：深夜                  (19/10/01改正) 

    東京～館山・白浜                  (19/10/01改正) 

    千葉～館山                     (19/10/01改正) 

    角田～仙台                     (19/10/01改正) 

    東京～滋賀・京都・大阪：杉             (19/10/01改正) 

    南相馬～仙台                    (19/10/01改正) 

    神戸～南あわじ                   (19/10/01改正) 

    東京～長岡・新潟                  (19/10/01改正) 

    熊本～本渡                     (19/10/01改正) 



    水戸～つくばセンター                (19/10/01改正) 

    高松～松山                     (19/10/01改正) 

    福岡～宮崎：昼行                  (19/10/01改正) 

    松山～高知：ホエール                (19/10/01改正) 

    長崎～熊本                     (19/10/01改正) 

    渋谷～藤枝・相良                  (19/10/01改正) 

    名古屋～砺波・高岡                 (19/10/10改正) 

    三重～関東：リラックスＮ              (19/10/19改正) 

    関東～関西：ＢＬＢ便                (19/11/01改正) 

    関東～関西：ＢＬＡ便                (19/11/01改正) 

    関東～関西：ＢＬＣ便                (19/11/01改正) 

    関東～関西：ＢＬＥＸ                (19/11/01改正) 

    関東～関西：ＢＬＥ便                (19/11/01改正) 

    関東～関西：ＢＬＦ便                (19/11/01改正) 

    京都～ＴＤＲ                    (19/11/01改正) 

    東京～大阪：ドリーム                (19/11/01改正) 

    ＴＤＬ・東京～鶴岡・酒田              (19/11/01改正) 

    ＴＤＲ・千葉～長野・松本              (19/11/01改正) 

    仙台～ＴＤＬ・成田空港               (19/11/01改正) 

    名古屋～ＴＤＲ・西船橋               (19/11/01改正) 

    大阪～ＴＤＲ                    (19/11/01改正) 

    千葉・横浜～奈良                  (19/11/01改正) 

    幕張・横浜～堺・和歌山               (19/11/01改正) 

    東京～盛岡                     (19/11/01改正) 

    東京～静岡・浜松                  (19/11/01改正) 

    横浜～浜松：夜行                  (19/11/01改正) 

  5-4.運賃改定 

    盛岡～宮古：スタンダード              (19/10/01改定) 

    横浜～広島                     (19/10/01改定) 

    神戸～三田：フラワーＣ経由             (19/10/01改定) 

    横川～軽井沢                    (19/10/01改定) 

    軽井沢～横川：熊ノ平                (19/10/01改定) 

    神戸～山崎                     (19/10/01改定) 

    神戸～つつじが丘北口                (19/10/01改定) 

    神戸～学園７丁目                  (19/10/01改定) 

    神戸～三田：上津台経由               (19/10/01改定) 



    神戸～西脇                     (19/10/01改定) 

    神戸～青山５丁目                  (19/10/01改定) 

    大阪～関西池田記念墓地公園             (19/10/01改定) 

    札幌～伊達                     (19/10/01改定) 

    札幌～浦河                     (19/10/01改定) 

    札幌～登別温泉                   (19/10/01改定) 

    札幌～洞爺湖温泉                  (19/10/01改定) 

    札幌～苫小牧：道南                 (19/10/01改定) 

    札幌～日高                     (19/10/01改定) 

    登別温泉～洞爺湖温泉                (19/10/01改定) 

    苫小牧～静内                    (19/10/01改定) 

    苫小牧～日高                    (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～湯村温泉                (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～城崎温泉                (19/10/01改定) 

    伊勢・伊勢神宮～空港アクセス港           (19/10/01改定) 

    会津若松～野沢                   (19/10/01改定) 

    千葉～東金・成東                  (19/10/01改定) 

    千葉～東金・成東：深夜               (19/10/01改定) 

    海浜幕張～東金・山武                (19/10/01改定) 

    千葉～幕張                     (19/10/01改定) 

    横浜～御殿場ＰＯ                  (19/10/01改定) 

    御殿場～河口湖                   (19/10/01改定) 

    福岡～太宰府                    (19/10/01改定) 

    お台場～鹿島                    (19/10/01改定) 

    水戸・赤塚・石岡～ＴＤＲ              (19/10/01改定) 

    東京ＴＰ・ＴＤＲ～つくば・土浦           (19/10/01改定) 

    金沢～白山登山口                  (19/10/01改定) 

    釧路～根室                     (19/10/01改定) 

    鹿児島～串木野                   (19/10/01改定) 

    鹿児島～川内                    (19/10/01改定) 

    福山～因島                     (19/10/01改定) 

    名古屋～桑名・きぼうが丘              (19/10/01改定) 

    名古屋～桑名・ネオポリス              (19/10/01改定) 

    名古屋～桑名・赤尾台                (19/10/01改定) 

    名古屋～桑名・大山田団地              (19/10/01改定) 

    名古屋～桑名・陽だまりの丘             (19/10/01改定) 



    名古屋～四日市・桜台                (19/10/01改定) 

    名古屋～四日市・湯の山温泉             (19/10/01改定) 

    名鉄ＢＣ～イオンモール名古屋            (19/10/01改定) 

    新大阪・大阪～三田                 (19/10/01改定) 

    埼玉・東京～京都・大阪               (19/10/01改定) 

    静岡～相良                     (19/10/01改定) 

    幕張～渋谷                     (19/10/01改定) 

    新潟～十日町                    (19/10/01改定) 

    神戸～恵比須                    (19/10/01改定) 

    福岡～小石原                    (19/10/01改定) 

    広島～蒲刈・豊浜・豊                (19/10/01改定) 

    福岡～直方                     (19/10/01改定) 

    福岡～島原                     (19/10/01改定) 

    福岡～引野～小倉                  (19/10/01改定) 

    福岡～引野～中間・香月               (19/10/01改定) 

    福岡～中谷～小倉                  (19/10/01改定) 

    福岡～到津～小倉                  (19/10/01改定) 

    福岡～行橋                     (19/10/01改定) 

    福岡～佐賀                     (19/10/01改定) 

    福岡～下関                     (19/10/01改定) 

    大阪～阿波池田                   (19/10/01改定) 

    東京～袖ヶ浦                    (19/10/01改定) 

    新宿～修善寺                    (19/10/01改定) 

    新宿～館山：深夜                  (19/10/01改定) 

    三宮～垂水団地                   (19/10/01改定) 

    東京～鹿島                     (19/10/01改定) 

    新宿～佐久・小諸                  (19/10/01改定) 

    東京～吉川・松伏                  (19/10/01改定) 

    東京～吉川・松伏：深夜               (19/10/01改定) 

    東京～日立：深夜                  (19/10/01改定) 

    東京～水戸：県庁経由                (19/10/01改定) 

    東京～水戸：赤塚経由                (19/10/01改定) 

    東京～水戸：茨大経由                (19/10/01改定) 

    新宿～佐野：深夜                  (19/10/01改定) 

    新宿・東京～佐野                  (19/10/01改定) 

    東京・新宿～広島                  (19/10/01改定) 



    新宿～岡山・倉敷・児島               (19/10/01改定) 

    東京・横浜～岡山・倉敷               (19/10/01改定) 

    京都～松江・出雲                  (19/10/01改定) 

    福岡～山口                     (19/10/01改定) 

    長野～白馬                     (19/10/01改定) 

    新宿～三河田原                   (19/10/01改定) 

    仙台～登米                     (19/10/01改定) 

    横浜～新静岡                    (19/10/01改定) 

    福岡～伊万里                    (19/10/01改定) 

    福岡～志摩・前原                  (19/10/01改定) 

    福岡～唐津                     (19/10/01改定) 

    新宿～河口湖・山中湖                (19/10/01改定) 

    新宿～富士山五合目                 (19/10/01改定) 

    新宿～甲州                     (19/10/01改定) 

    仙台～石巻                     (19/10/01改定) 

    南砺～金沢                     (19/10/01改定) 

    東京～勝田・東海                  (19/10/01改定) 

    新宿～常陸太田                   (19/10/01改定) 

    仙台～とよま                    (19/10/01改定) 

    仙台～築館・一迫                  (19/10/01改定) 

    仙台～築館・金成                  (19/10/01改定) 

    仙台～平泉                     (19/10/01改定) 

    大阪～加西                     (19/10/01改定) 

    堺・なんば・京都～柏崎・長岡            (19/10/01改定) 

    新宿～館山                     (19/10/01改定) 

    東京・渋谷～松江・出雲市              (19/10/01改定) 

    大阪～松江・出雲市                 (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：ドリーム               (19/10/01改定) 

    名古屋～東京：青春ドリーム             (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：豊田経由               (19/10/01改定) 

    東京～静岡・浜松                  (19/10/01改定) 

    名古屋～大阪：青春                 (19/10/01改定) 

    神戸・大阪・京都～静岡               (19/10/01改定) 

    仙台～金沢                     (19/10/01改定) 

    東京・新宿～なんば・和歌山             (19/10/01改定) 

    名古屋～出雲                    (19/10/01改定) 



    福岡～鹿児島：夜行                 (19/10/01改定) 

    富山～神岡・平湯                  (19/10/01改定) 

    福岡～大分                     (19/10/01改定) 

    福岡～湯布院                    (19/10/01改定) 

    福岡～別府                     (19/10/01改定) 

    那覇～本部                     (19/10/01改定) 

    那覇～名護                     (19/10/01改定) 

    札幌～ニセコ                    (19/10/01改定) 

    札幌～岩見沢                    (19/10/01改定) 

    札幌～岩内                     (19/10/01改定) 

    札幌～釧路                     (19/10/01改定) 

    札幌～栗山                     (19/10/01改定) 

    札幌～三笠                     (19/10/01改定) 

    札幌～室蘭                     (19/10/01改定) 

    札幌～小樽：円山経由                (19/10/01改定) 

    札幌～小樽：望洋台経由               (19/10/01改定) 

    札幌～小樽：北大経由                (19/10/01改定) 

    札幌～新十津川                   (19/10/01改定) 

    札幌～滝川                     (19/10/01改定) 

    札幌～苫小牧：中央                 (19/10/01改定) 

    札幌～函館                     (19/10/01改定) 

    札幌～八丁平・室蘭                 (19/10/01改定) 

    札幌～富良野                    (19/10/01改定) 

    札幌～北見・網走                  (19/10/01改定) 

    札幌～夕張                     (19/10/01改定) 

    札幌～余市・積丹                  (19/10/01改定) 

    札幌～留萌：深川経由                (19/10/01改定) 

    札幌～留萌：滝川経由                (19/10/01改定) 

    札幌～和寒・士別・名寄               (19/10/01改定) 

    札幌・旭川～遠軽                  (19/10/01改定) 

    札幌～旭川                     (19/10/01改定) 

    札幌～帯広                     (19/10/01改定) 

    札幌・旭川～紋別                  (19/10/01改定) 

    福岡～小倉                     (19/10/01改定) 

    福岡～鳥栖ＰＯ                   (19/10/01改定) 

    広島～竹原・忠海                  (19/10/01改定) 



    扇沢～黒部ダム                   (19/10/01改定) 

    室堂～美女平                    (19/10/01改定) 

    熊本～高森                     (19/10/01改定) 

    新潟～富山                     (19/10/01改定) 

    大阪～宇和島・城辺                 (19/10/01改定) 

    大阪～今治                     (19/10/01改定) 

    大阪～津和野                    (19/10/01改定) 

    調布～ＴＤＲ                    (19/10/01改定) 

    神戸～南あわじ                   (19/10/01改定) 

    三次線：急行                    (19/10/01改定) 

    三次線：庄原                    (19/10/01改定) 

    三次線：大塚                    (19/10/01改定) 

    三次線：中筋                    (19/10/01改定) 

    広島～呉                      (19/10/01改定) 

    広島～呉：深夜                   (19/10/01改定) 

    広島～浜田                     (19/10/01改定) 

    県大高速：備北交通                 (19/10/01改定) 

    広島～三次：大塚                  (19/10/01改定) 

    広島～三次：中筋                  (19/10/01改定) 

    広島～庄原：三次                  (19/10/01改定) 

    広島～東城：三次・庄原               (19/10/01改定) 

    新宿～三島                     (19/10/01改定) 

    神戸～五色                     (19/10/01改定) 

    神戸～洲本                     (19/10/01改定) 

    神戸～福良                     (19/10/01改定) 

    舞子～福良                     (19/10/01改定) 

    東京～安房鴨川                   (19/10/01改定) 

    二子玉川・渋谷～安房鴨川              (19/10/01改定) 

    長崎～大村：黒丸入口                (19/10/01改定) 

    長崎～大村：郡橋                  (19/10/01改定) 

    長崎～大村：消防学校前               (19/10/01改定) 

    長崎～諫早                     (19/10/01改定) 

    諫早～長崎：夢彩都                 (19/10/01改定) 

    札幌～羽幌・豊富                  (19/10/01改定) 

    札幌～羽幌：増毛経由                (19/10/01改定) 

    神戸～阿波池田                   (19/10/01改定) 



    新宿～箱根桃源台                  (19/10/01改定) 

    川越～ＴＤＲ・新浦安                (19/10/01改定) 

    東京～いわき                    (19/10/01改定) 

    東京～小名浜                    (19/10/01改定) 

    新宿～いわき                    (19/10/01改定) 

    東京～知多半田                   (19/10/01改定) 

    東京～つくばセンター                (19/10/01改定) 

    新宿～本庄・伊勢崎                 (19/10/01改定) 

    東京～日立                     (19/10/01改定) 

    東京～神栖・波崎                  (19/10/01改定) 

    新宿～岐阜                     (19/10/01改定) 

    広島～広島大学                   (19/10/01改定) 

    新山口～萩                     (19/10/01改定) 

    新宿～福山・尾道・三原               (19/10/01改定) 

    仙台～蔵王                     (19/10/01改定) 

    町田・橋本～河口湖                 (19/10/01改定) 

    藤沢・辻堂・本厚木～河口湖             (19/10/01改定) 

    藤沢・辻堂・本厚木～川越              (19/10/01改定) 

    京都～豊橋                     (19/10/01改定) 

    仙台～いわき                    (19/10/01改定) 

    品川～宮古・山田                  (19/10/01改定) 

    東京～盛岡・久慈                  (19/10/01改定) 

    仙台～古川：ＪＲ                  (19/10/01改定) 

    岡山～勝山                     (19/10/01改定) 

    和光・志木～スカイツリータウン           (19/10/01改定) 

    東京～千城台・八街・成東              (19/10/01改定) 

    東京～千城台：深夜                 (19/10/01改定) 

    東京～千葉北                    (19/10/01改定) 

    東京～ユーカリが丘：四街道             (19/10/01改定) 

    渋谷～今治                     (19/10/01改定) 

    たまプラーザ～ＴＤＲ                (19/10/01改定) 

    虹が丘～渋谷                    (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～津名・洲本               (19/10/01改定) 

    神戸～ＵＳＪ：ＪＲ                 (19/10/01改定) 

    大阪～三田ＰＯ                   (19/10/01改定) 

    大阪～有馬温泉：ＪＲ                (19/10/01改定) 



    大阪・神戸～有馬温泉                (19/10/01改定) 

    神戸～大磯・東浦                  (19/10/01改定) 

    渋谷～藤枝・相良                  (19/10/01改定) 

    東京～幕張                     (19/10/01改定) 

    東京～銚子：佐原                  (19/10/01改定) 

    東京～銚子：小見川                 (19/10/01改定) 

    東京～銚子：小見川佐原               (19/10/01改定) 

    東京～銚子：旭                   (19/10/01改定) 

    千葉～白子                     (19/10/01改定) 

    名古屋～西可児                   (19/10/01改定) 

    神戸～洲本・西淡                  (19/10/01改定) 

    東京～国立歴史民俗博物館              (19/10/01改定) 

    広島～福山                     (19/10/01改定) 

    広島～尾道・因島                  (19/10/01改定) 

    広島～府中・平成大学                (19/10/01改定) 

    広島～上下・甲奴                  (19/10/01改定) 

    広島～徳山・山口大学                (19/10/01改定) 

    広島～柳井・田布施                 (19/10/01改定) 

    福山～今治                     (19/10/01改定) 

    松山～今治・大三島                 (19/10/01改定) 

    今治～大三島                    (19/10/01改定) 

    大阪～阿南・生見・室戸               (19/10/01改定) 

    京都～有馬温泉                   (19/10/01改定) 

    神戸～有馬温泉                   (19/10/01改定) 

    吉祥寺～お台場                   (19/10/01改定) 

    名古屋～高針                    (19/10/01改定) 

    名古屋～高針：深夜                 (19/10/01改定) 

    名古屋～豊田                    (19/10/01改定) 

    名古屋～桜ヶ丘                   (19/10/01改定) 

    名古屋～美濃市                   (19/10/01改定) 

    名古屋～桃花台                   (19/10/01改定) 

    名古屋～白川郷                   (19/10/01改定) 

    名古屋～美濃                    (19/10/01改定) 

    名古屋～郡上八幡                  (19/10/01改定) 

    長崎～ハウステンボス                (19/10/01改定) 

    旭川～北見                     (19/10/01改定) 



    釧路～北見                     (19/10/01改定) 

    広島～益田：六日市経由               (19/10/01改定) 

    広島～益田                     (19/10/01改定) 

    広島～大田市                    (19/10/01改定) 

    別府～湯布院                    (19/10/01改定) 

    旭川～三国峠～帯広                 (19/10/01改定) 

    旭川～狩勝峠～帯広                 (19/10/01改定) 

    新宿～河口湖                    (19/10/01改定) 

    新宿～河口湖・本栖湖                (19/10/01改定) 

    河口湖・富士山駅～富士山五合目           (19/10/01改定) 

    京成成田～ＴＤＲ                  (19/10/01改定) 

    盛岡～大船渡                    (19/10/01改定) 

    盛岡～大船渡：荷沢峠経由              (19/10/01改定) 

    秋田～横手・湯沢                  (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～丸亀                  (19/10/01改定) 

    ひたちなか・水戸～宇都宮              (19/10/01改定) 

    東京スカイツリータウン～お台場           (19/10/01改定) 

    新潟～村松                     (19/10/01改定) 

    新潟～糸魚川                    (19/10/01改定) 

    新潟～長岡                     (19/10/01改定) 

    新潟～柏崎                     (19/10/01改定) 

    新潟～高田                     (19/10/01改定) 

    新宿～常陸大宮                   (19/10/01改定) 

    仙台～水戸                     (19/10/01改定) 

    秋葉原～笠間・益子                 (19/10/01改定) 

    三宮～有馬温泉                   (19/10/01改定) 

    新潟～三条                     (19/10/01改定) 

    新潟～燕                      (19/10/01改定) 

    旭川～釧路                     (19/10/01改定) 

    京都～津                      (19/10/01改定) 

    京都～四日市                    (19/10/01改定) 

    高山～白川郷・金沢                 (19/10/01改定) 

    仙台～一ノ関                    (19/10/01改定) 

    札幌～様似・襟裳                  (19/10/01改定) 

    札幌～広尾                     (19/10/01改定) 

    別府・大分～延岡・宮崎               (19/10/01改定) 



    戸塚・鎌倉～なんば・堺               (19/10/01改定) 

    大阪・京都～新潟                  (19/10/01改定) 

    大阪～江津・浜田                  (19/10/01改定) 

    福岡～出雲市・松江                 (19/10/01改定) 

    新宿～伊香保・草津                 (19/10/01改定) 

    東京～館山・白浜                  (19/10/01改定) 

    新宿～会津若松                   (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：青春ドリーム             (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：Ｄプライベート            (19/10/01改定) 

    ＴＤＲ・東京～刈谷・太田川             (19/10/01改定) 

    大阪～富山                     (19/10/01改定) 

    大阪～富山：夜行                  (19/10/01改定) 

    名古屋～つくば・水戸・日立             (19/10/01改定) 

    東京・新宿～京都・枚方               (19/10/01改定) 

    大阪～新見・三次                  (19/10/01改定) 

    大阪・京都～静岡                  (19/10/01改定) 

    上野～弘前・青森：昼行               (19/10/01改定) 

    上野～弘前・青森：夜行               (19/10/01改定) 

    東京・新宿～弘前・五所川原             (19/10/01改定) 

    横浜～浮島                     (19/10/01改定) 

    横浜～お台場                    (19/10/01改定) 

    横浜～幕張                     (19/10/01改定) 

    横浜～横須賀西地区                 (19/10/01改定) 

    横浜～葉山                     (19/10/01改定) 

    福岡～広島・福山                  (19/10/01改定) 

    福岡～米子・倉吉・鳥取               (19/10/01改定) 

    神戸～舞鶴                     (19/10/01改定) 

    京都～鳥取                     (19/10/01改定) 

    福岡～岡山                     (19/10/01改定) 

    新宿～岡山・倉敷                  (19/10/01改定) 

    福岡～日田                     (19/10/01改定) 

    新宿～秋田                     (19/10/01改定) 

    新宿～五井                     (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：中央ライナー             (19/10/01改定) 

    新宿～可児：中央ライナー              (19/10/01改定) 

    有楽町・東京～新浦安：深夜             (19/10/01改定) 



    東京～君津：深夜                  (19/10/01改定) 

    新宿～君津                     (19/10/01改定) 

    新宿～福岡                     (19/10/01改定) 

    東京～福井：ドリーム                (19/10/01改定) 

    名古屋～徳島・松山                 (19/10/01改定) 

    熊本～本渡                     (19/10/01改定) 

    ＴＤＲ～日立・いわき                (19/10/01改定) 

    横浜～東扇島                    (19/10/01改定) 

    川崎～木更津                    (19/10/01改定) 

    川崎～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    品川・浜松町～鳥取・倉吉              (19/10/01改定) 

    品川・浜松町～米子                 (19/10/01改定) 

    横浜～ＴＤＲ                    (19/10/01改定) 

    川崎・蒲田～ＴＤＲ                 (19/10/01改定) 

    横浜～木更津                    (19/10/01改定) 

    横浜～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    横浜～五井                     (19/10/01改定) 

    品川～木更津                    (19/10/01改定) 

    品川～木更津：深夜                 (19/10/01改定) 

    品川～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    品川～御殿場ＰＯ                  (19/10/01改定) 

    羽田空港・横浜～箱根                (19/10/01改定) 

    横浜～甲府・竜王                  (19/10/01改定) 

    横浜・浜松町～弘前・五所川原            (19/10/01改定) 

    広島～岡山                     (19/10/01改定) 

    なんば～舞鶴                    (19/10/01改定) 

    なんば・神戸～鳥取                 (19/10/01改定) 

    なんば・神戸～米子                 (19/10/01改定) 

    大阪～鳥取                     (19/10/01改定) 

    大阪～米子                     (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～倉吉                  (19/10/01改定) 

    大阪・神戸～鳥取・倉吉               (19/10/01改定) 

    大阪梅田～舞鶴                   (19/10/01改定) 

    京都～米子                     (19/10/01改定) 

    神戸～福知山                    (19/10/01改定) 

    神戸～米子                     (19/10/01改定) 



    広島～倉吉・鳥取                  (19/10/01改定) 

    京都～岡山・倉敷                  (19/10/01改定) 

    岡山～倉吉                     (19/10/01改定) 

    広島～高知                     (19/10/01改定) 

    広島～今治                     (19/10/01改定) 

    広島～徳島                     (19/10/01改定) 

    大阪～駒ヶ根・箕輪                 (19/10/01改定) 

    京都～舞鶴                     (19/10/01改定) 

    新宿～甲府                     (19/10/01改定) 

    静岡～甲府                     (19/10/01改定) 

    松本～高山                     (19/10/01改定) 

    大阪～洲本                     (19/10/01改定) 

    京都・高槻～有馬温泉                (19/10/01改定) 

    大阪～有馬温泉：阪急                (19/10/01改定) 

    新大阪～高知                    (19/10/01改定) 

    大阪～高知                     (19/10/01改定) 

    神戸～高知                     (19/10/01改定) 

    東京～富士宮                    (19/10/01改定) 

    東京～富士                     (19/10/01改定) 

    東京～富士：深夜                  (19/10/01改定) 

    静岡～河口湖                    (19/10/01改定) 

    名古屋～飯田                    (19/10/01改定) 

    名古屋～伊那・箕輪                 (19/10/01改定) 

    名古屋・京都～高知                 (19/10/01改定) 

    渋谷～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    木更津～渋谷                    (19/10/01改定) 

    千葉～大宮                     (19/10/01改定) 

    たまプラーザ～ＭＯＰ木更津             (19/10/01改定) 

    浜松町・東京～勝浦・御宿              (19/10/01改定) 

    東京～茂原                     (19/10/01改定) 

    東京～大網・白子                  (19/10/01改定) 

    新宿～木更津                    (19/10/01改定) 

    町田～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    池袋～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    名古屋～ＴＤＲ・西船橋               (19/10/01改定) 

    秋葉原・東京～ＴＤＲ・新浦安            (19/10/01改定) 



    東京～木更津                    (19/10/01改定) 

    千葉～館山                     (19/10/01改定) 

    千葉～安房鴨川                   (19/10/01改定) 

    浜松町・東京～君津                 (19/10/01改定) 

    東京～三井アウトレット木更津            (19/10/01改定) 

    東京～福井：青春ドリーム              (19/10/01改定) 

    名古屋～富山・金沢                 (19/10/01改定) 

    富山・金沢～名古屋                 (19/10/01改定) 

    仙台～上山                     (19/10/01改定) 

    仙台～新庄                     (19/10/01改定) 

    大阪・京都～鶴岡・酒田               (19/10/01改定) 

    長崎～宮崎                     (19/10/01改定) 

    福岡～長崎：大波止経由               (19/10/01改定) 

    名古屋～京都                    (19/10/01改定) 

    名古屋～神戸                    (19/10/01改定) 

    神戸～徳島：阿波ＥＸＰ               (19/10/01改定) 

    静岡～名古屋：東名                 (19/10/01改定) 

    浜松～名古屋                    (19/10/01改定) 

    大阪～静岡                     (19/10/01改定) 

    名古屋～大阪：名神                 (19/10/01改定) 

    名古屋～甲府                    (19/10/01改定) 

    神戸～徳島                     (19/10/01改定) 

    小倉～長崎                     (19/10/01改定) 

    長崎～鹿児島                    (19/10/01改定) 

    大阪～松本                     (19/10/01改定) 

    関東～岡山：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関東～出雲：コモド                 (19/10/01改定) 

    関東～出雲：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    東京～豊岡：コモド                 (19/10/01改定) 

    東京～豊岡：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    豊岡～東京：コモド                 (19/10/01改定) 

    豊岡～東京：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    大阪～名古屋：ＮｅｗＰ               (19/10/01改定) 

    大阪～名古屋：ＮｅｗＰ独立             (19/10/01改定) 

    大阪～名古屋：ＮｅｗＰ独立エコ           (19/10/01改定) 

    大阪～名古屋：リラックスＮ昼行           (19/10/01改定) 



    大阪～名古屋：リラックスＮ夜行           (19/10/01改定) 

    名古屋～大阪：リラックスＮ昼行           (19/10/01改定) 

    名古屋～大阪：リラックスＮ夜行           (19/10/01改定) 

    関西～静岡：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    静岡～関西：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関西～新潟：コモド                 (19/10/01改定) 

    関西～新潟：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    新潟～関西：コモド                 (19/10/01改定) 

    新潟～関西：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関西～松山：コモド                 (19/10/01改定) 

    関西～松山：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    松山～関西：コモド                 (19/10/01改定) 

    松山～関西：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関東～三重：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    名古屋～福岡                    (19/10/01改定) 

    横浜～浜松：夜行                  (19/10/01改定) 

    大阪～福井                     (19/10/01改定) 

    大阪～天橋立                    (19/10/01改定) 

    京都～天橋立・間人                 (19/10/01改定) 

    水戸～つくばセンター                (19/10/01改定) 

    仙台～山形                     (19/10/01改定) 

    仙台～米沢                     (19/10/01改定) 

    仙台～天童・寒河江                 (19/10/01改定) 

    山形～新潟                     (19/10/01改定) 

    山形～鶴岡・酒田                  (19/10/01改定) 

    仙台～千葉・成田空港                (19/10/01改定) 

    高山～白川郷・富山                 (19/10/01改定) 

    高松～松山                     (19/10/01改定) 

    福岡～宮崎：昼行                  (19/10/01改定) 

    大阪～徳島                     (19/10/01改定) 

    岡山～松山                     (19/10/01改定) 

    大阪～松山・八幡浜                 (19/10/01改定) 

    神戸～松山                     (19/10/01改定) 

    京都～松山                     (19/10/01改定) 

    松山～高知：ホエール                (19/10/01改定) 

    松山～徳島                     (19/10/01改定) 



    福山～松山                     (19/10/01改定) 

    長崎～熊本                     (19/10/01改定) 

    延岡～宮崎                     (19/10/01改定) 

    宮崎～高千穂                    (19/10/01改定) 

    宮崎～鹿児島                    (19/10/01改定) 

    熊本～宮崎                     (19/10/01改定) 

    熊本～宮崎：ノンストップ              (19/10/01改定) 

    新八代～宮崎                    (19/10/01改定) 

    福岡～延岡・宮崎                  (19/10/01改定) 

    福岡～高千穂・延岡                 (19/10/01改定) 

    神戸・大阪・京都～立川               (19/10/01改定) 

    なんば・京都～銚子                 (19/10/01改定) 

    福岡～長崎：嬉野温泉経由              (19/10/01改定) 

    福岡～長崎：昭和町経由               (19/10/01改定) 

    福岡～佐世保：空港国内Ｔ経由            (19/10/01改定) 

    福岡～ハウステンボス                (19/10/01改定) 

    福岡～佐世保                    (19/10/01改定) 

    横浜～飯田                     (19/10/01改定) 

    熊本～大分                     (19/10/01改定) 

    福岡～熊本：ＳＮ                  (19/10/01改定) 

    福岡～熊本                     (19/10/01改定) 

    福岡～黒川温泉                   (19/10/01改定) 

    長崎～佐世保：昭和町経由              (19/10/01改定) 

    長崎～佐世保：ＳＮ                 (19/10/01改定) 

    熊本～鹿児島                    (19/10/01改定) 

    大阪～白浜                     (19/10/01改定) 

    京都・大阪・神戸～高知・須崎            (19/10/01改定) 

    京都・大阪・神戸～松山・八幡浜           (19/10/01改定) 

    大阪～徳島：阿波ＥＸＰ               (19/10/01改定) 

    京都～高松                     (19/10/01改定) 

    京都～徳島                     (19/10/01改定) 

    徳島～高知                     (19/10/01改定) 

    松山～高知：なんごく                (19/10/01改定) 

    高松～高知                     (19/10/01改定) 

    岡山～高知                     (19/10/01改定) 

    東京～名古屋：東名                 (19/10/01改定) 



    東京～静岡：東名                  (19/10/01改定) 

    東京～浜松：東名                  (19/10/01改定) 

    名古屋～金沢：北陸道昼               (19/10/01改定) 

    学園都市～津名・洲本                (19/10/01改定) 

    広島～出雲市                    (19/10/01改定) 

    岡山～出雲                     (19/10/01改定) 

    広島～松江                     (19/10/01改定) 

    長崎～別府・大分                  (19/10/01改定) 

    広島～米子                     (19/10/01改定) 

    大阪～松本：夜行                  (19/10/01改定) 

    なんば～福知山                   (19/10/01改定) 

    なんば～米子                    (19/10/01改定) 

    なんば～鳥取                    (19/10/01改定) 

    東京～四万温泉                   (19/10/01改定) 

    岡山～関東：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関東～広島：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    広島～関東：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    出雲～関東：コモド                 (19/10/01改定) 

    出雲～関東：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    関西～広島：リラックスＮ昼行            (19/10/01改定) 

    関西～広島：リラックスＮ夜行            (19/10/01改定) 

    関西～広島：リラックス               (19/10/01改定) 

    広島～関西：リラックスＮ昼行            (19/10/01改定) 

    広島～関西：リラックスＮ夜行            (19/10/01改定) 

    広島～関西：リラックス               (19/10/01改定) 

    関西～博多：コモド                 (19/10/01改定) 

    関西～博多：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    博多～関西：コモド                 (19/10/01改定) 

    博多～関西：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    横浜～浜松                     (19/10/01改定) 

    人吉～熊本                     (19/10/01改定) 

    三重～関東：リラックスＮ              (19/10/01改定) 

    名古屋～砺波・高岡                 (19/10/10改定) 

    幕張・横浜～堺・和歌山               (19/11/01改定) 

    大阪・京都～山形                  (19/12/01改定) 

  5-5.廃止路線 



    東京・神奈川～愛知：杉               (19/09/01廃線) 

    高岡～高山                     (19/09/30廃線) 

    大分～湯布院                    (19/10/01廃線) 

    佐伯～大分                     (19/10/01廃線) 

    日田～湯布院                    (19/10/01廃線) 

    舞子～大磯・津名                  (19/10/01廃線) 

    広島～高美が丘・豊栄                (19/10/01廃線) 

    東京～仙台：ホリデースター             (19/10/01廃線) 

    品川・浜松町～徳島・阿南・川島           (19/10/01廃線) 

    関東～関西：ＢＬＪ便                (19/11/01廃線) 

    越谷・川越～伊香保・四万温泉            (19/11/01廃線) 

    大阪～鳥取：杉                   (廃線日不明) 

    東京～富山・金沢：グランＤ             (廃線日不明) 

    東京～福島：桜４Ｓ                 (廃線日不明) 

  ダイヤを 2019年 11月１日現在のものに更新 

 

６．フェリー 

  6-1.新規サポート路線 

    マリーナホップ～宮島 

    阿賀～情島 

  6-2.運賃改定 

    笠岡～白石島～北木島［Ｆ］             (19/10/01改定) 

    呼子～加唐島                    (19/10/01改定) 

    呼子～小川島                    (19/10/01改定) 

    呼子～名護屋～馬渡島                (19/10/01改定) 

    広島～似島［旅客］                 (19/10/01改定) 

    津久見～保戸島                   (19/10/01改定) 

    唐津～高島                     (19/10/01改定) 

    福江島～奈留島～若松島               (19/10/01改定) 

    福江島～奈留島・中通島・若松島           (19/10/01改定) 

    諸浦～中田                     (19/10/01改定) 

    秋月～呉中央                    (19/10/01改定) 

    壱岐島～原島～長島～大島              (19/10/01改定) 

    因島～生口島                    (19/10/01改定) 

    羽幌～焼尻島～天売島［Ｆ］             (19/10/01改定) 

    羽幌～焼尻島～天売島［高］             (19/10/01改定) 



    浦崎～向島［歌］                  (19/10/01改定) 

    浦城～島浦島［Ｆ］                 (19/10/01改定) 

    浦城～島浦島［高］                 (19/10/01改定) 

    運天～伊是名島                   (19/10/01改定) 

    運天～伊平屋島                   (19/10/01改定) 

    塩竈～浦戸諸島                   (19/10/01改定) 

    笠岡～高島～白石～北木～真鍋            (19/10/01改定) 

    笠岡～白石島［Ｆ］                 (19/10/01改定) 

    笠岡～白石島～北木島～真鍋島            (19/10/01改定) 

    笠岡～飛島～六島                  (19/10/01改定) 

    吉見～蓋井島                    (19/10/01改定) 

    高松～直島～豊島                  (19/10/01改定) 

    高松～豊島                     (19/10/01改定) 

    今福～飛島～鷹島                  (19/10/01改定) 

    佐世保～大島・池島・神浦［高］           (19/10/01改定) 

    佐伯～大島                     (19/10/01改定) 

    三原～小佐木島～佐木島～生口島           (19/10/01改定) 

    三田尻～野島                    (19/10/01改定) 

    宿毛～沖の島～鵜来島                (19/10/01改定) 

    小値賀島～大島・六島・野崎島            (19/10/01改定) 

    小値賀島～納島                   (19/10/01改定) 

    真鍋島～佐柳島                   (19/10/01改定) 

    神浦～池島～瀬戸～松島［Ｆ］            (19/10/01改定) 

    瀬戸～松島［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    青森～脇野沢～牛滝～福浦～佐井           (19/10/01改定) 

    石巻～田代島～網地島～鮎川             (19/10/01改定) 

    相浦～高島～黒島                  (19/10/01改定) 

    多度津～高見島～佐柳島               (19/10/01改定) 

    鷹島～黒島～飛島～青島～御厨            (19/10/01改定) 

    長島～室津～八島                  (19/10/01改定) 

    渡久地～水納島                   (19/10/01改定) 

    徳山～大津島                    (19/10/01改定) 

    那覇～粟国島                    (19/10/01改定) 

    那覇～北大東島～南大東島～那覇           (19/10/01改定) 

    博多～海の中道                   (19/10/01改定) 

    平戸島～度島                    (19/10/01改定) 



    平敷屋～津堅島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    平敷屋～津堅島［高］                (19/10/01改定) 

    本部～伊江島                    (19/10/01改定) 

    茂木～天草下島                   (19/10/01改定) 

    柳井～祝島                     (19/10/01改定) 

    鞆の浦～走島                    (19/10/01改定) 

    伊良湖～神島                    (19/10/01改定) 

    宇和島～嘉島・戸島・蒋淵              (19/10/01改定) 

    宇和島～嘉島・戸島・日振島             (19/10/01改定) 

    宇和島～日振島                   (19/10/01改定) 

    宇和島～日振島・遊子                (19/10/01改定) 

    宇和島～遊子・蒋渕・戸島・嘉島           (19/10/01改定) 

    今治～土生                     (19/10/01改定) 

    ももち～海の中道                  (19/10/01改定) 

    安座真～久高島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    安座真～久高島［高］                (19/10/01改定) 

    伊美～姫島                     (19/10/01改定) 

    宇野～直島［宮浦・Ｆ］               (19/10/01改定) 

    宇野～直島［宮浦・旅客］              (19/10/01改定) 

    宇野～直島［本村・旅客］              (19/10/01改定) 

    宇野～豊島～小豆島［土庄・Ｆ］           (19/10/01改定) 

    宇野～豊島～小豆島［土庄・旅］           (19/10/01改定) 

    屋代島～笠佐島                   (19/10/01改定) 

    下関～巌流島                    (19/10/01改定) 

    河和～日間賀島～篠島～伊良湖            (19/10/01改定) 

    蒲江～屋形島～深島                 (19/10/01改定) 

    観音寺～伊吹島                   (19/10/01改定) 

    丸亀～牛島～本島                  (19/10/01改定) 

    丸亀～広島～小手島～手島              (19/10/01改定) 

    岩国～黒島～端島～柱島               (19/10/01改定) 

    岩船～粟島［高］                  (19/10/01改定) 

    岩船～粟島［旅客］                 (19/10/01改定) 

    宮古島～多良間島                  (19/10/01改定) 

    広島～似島［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    高松～小豆島［草壁・Ｆ］              (19/10/01改定) 

    高松～小豆島［池田］                (19/10/01改定) 



    高松～小豆島［土庄・Ｆ］              (19/10/01改定) 

    高松～小豆島［土庄・高］              (19/10/01改定) 

    佐世保～横瀬西～川内                (19/10/01改定) 

    三原～佐木島～因島                 (19/10/01改定) 

    三原～佐木島～因島～生名島             (19/10/01改定) 

    三原～須波～大久野島                (19/10/01改定) 

    三原～生口島                    (19/10/01改定) 

    師崎～篠島［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    師崎～篠島・日間賀島［高］             (19/10/01改定) 

    師崎～日間賀島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    児島～本島                     (19/10/01改定) 

    時津～長崎空港                   (19/10/01改定) 

    酒田～飛島                     (19/10/01改定) 

    女川～江島・出島                  (19/10/01改定) 

    小浜島～竹富島                   (19/10/01改定) 

    小方～阿多田島                   (19/10/01改定) 

    新岡山～小豆島［土庄］               (19/10/01改定) 

    神湊～大島                     (19/10/01改定) 

    神湊～地島                     (19/10/01改定) 

    須田～粟島～志々島～宮の下             (19/10/01改定) 

    須波～生口島                    (19/10/01改定) 

    西表島～小浜島                   (19/10/01改定) 

    西表島～竹富島                   (19/10/01改定) 

    西表島～波照間島                  (19/10/01改定) 

    多比良～長洲                    (19/10/01改定) 

    大崎下島～斎島                   (19/10/01改定) 

    大崎上島～大崎下島［小長］             (19/10/01改定) 

    淡路島～沼島                    (19/10/01改定) 

    長浜～青島                     (19/10/01改定) 

    直島～豊島～犬島                  (19/10/01改定) 

    唐津～壱岐島                    (19/10/01改定) 

    那覇～阿嘉島～座間味島［Ｆ］            (19/10/01改定) 

    那覇～阿嘉島～座間味島［高］            (19/10/01改定) 

    那覇～渡嘉敷島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    那覇～渡嘉敷島［高］                (19/10/01改定) 

    那覇～渡名喜島～久米島               (19/10/01改定) 



    日生～小豆島［大部］                (19/10/01改定) 

    熱海～初島                     (19/10/01改定) 

    萩～見島                      (19/10/01改定) 

    萩～相島                      (19/10/01改定) 

    萩～大島                      (19/10/01改定) 

    博多～壱岐～対馬［厳原・Ｆ］            (19/10/01改定) 

    博多～壱岐～対馬［厳原・Ｊ］            (19/10/01改定) 

    博多～玄界島                    (19/10/01改定) 

    博多～西戸崎～志賀島                (19/10/01改定) 

    博多～対馬島［比田勝・Ｆ］             (19/10/01改定) 

    博多～対馬島［比田勝・Ｊ］             (19/10/01改定) 

    八丈島～青ヶ島                   (19/10/01改定) 

    尾道～因島～佐木島～生口島             (19/10/01改定) 

    尾道～向島～百島～常石               (19/10/01改定) 

    姫路～小豆島［福田］                (19/10/01改定) 

    福江島～椛島                    (19/10/01改定) 

    福江島～久賀島                   (19/10/01改定) 

    姪浜～小呂島                    (19/10/01改定) 

    門司～巌流島                    (19/10/01改定) 

    輪島～舳倉島                    (19/10/01改定) 

    鴨池～垂水                     (19/10/01改定) 

    串木野～長浜                    (19/10/01改定) 

    口永良部～島間                   (19/10/01改定) 

    鹿児島～三島                    (19/10/01改定) 

    鹿児島～西之表                   (19/10/01改定) 

    鹿児島～知名                    (19/10/01改定) 

    鹿児島～那覇                    (19/10/01改定) 

    川内～長浜［高速船］                (19/10/01改定) 

    蔵之元～牛深                    (19/10/01改定) 

    谷山～西之表～宮之浦                (19/10/01改定) 

    境～隠岐［Ｆ］                   (19/10/01改定) 

    境・七類～隠岐［高］                (19/10/01改定) 

    七類～隠岐［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    今津～竹生島                    (19/10/01改定) 

    今津～竹生島～長浜                 (19/10/01改定) 

    長浜～竹生島                    (19/10/01改定) 



    広島～小用［高］                  (19/10/01改定) 

    広島～切串［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    小用～呉中央［Ｆ］                 (19/10/01改定) 

    小用～呉中央［高］                 (19/10/01改定) 

    安芸津港～大崎上島［大西］             (19/10/01改定) 

    今治港～大三島～大崎上島［Ｆ］           (19/10/01改定) 

    竹原港～大崎下島［大長］              (19/10/01改定) 

    竹原港～大崎上島［垂水・白水］           (19/10/01改定) 

    忠海港～大久野島～大三島［盛］           (19/10/01改定) 

    宇野～高松                     (19/10/01改定) 

    葛西臨海公園～お台場海浜公園            (19/10/01改定) 

    岩城島～土生                    (19/10/01改定) 

    賢島～間崎～和具                  (19/10/01改定) 

    賢島～御座～浜島                  (19/10/01改定) 

    古口～草薙                     (19/10/01改定) 

    広島～宮島［高］                  (19/10/01改定) 

    広島～高田・中町［高］               (19/10/01改定) 

    広島～三高［Ｆ］                  (19/10/01改定) 

    高浜～興居島［泊］                 (19/10/01改定) 

    高浜～興居島［由良］                (19/10/01改定) 

    高浜～忽那諸島［西線・高］             (19/10/01改定) 

    高浜～忽那諸島［東線・高］             (19/10/01改定) 

    今治～関前諸島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    今治～大三島～関前諸島［旅客］           (19/10/01改定) 

    佐世保～宇久島～小値賀島［Ｆ］           (19/10/01改定) 

    佐世保～五島列島［高］               (19/10/01改定) 

    佐世保～相浦～平戸島                (19/10/01改定) 

    三津浜～忽那諸島［西線・Ｆ］            (19/10/01改定) 

    三津浜～忽那諸島［東線・Ｆ］            (19/10/01改定) 

    神戸～小豆島～高松                 (19/10/01改定) 

    清水～土肥                     (19/10/01改定) 

    石垣島～黒島                    (19/10/01改定) 

    石垣島～小浜島                   (19/10/01改定) 

    石垣島～西表島［大原］               (19/10/01改定) 

    石垣島～西表島～鳩間島～石垣島           (19/10/01改定) 

    石垣島～竹富島                   (19/10/01改定) 



    石垣島～波照間島                  (19/10/01改定) 

    浅草・墨田区役所～お台場              (19/10/01改定) 

    浅草・墨田区役所～葛西               (19/10/01改定) 

    大三島～岡村島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    長崎～伊王島～高島                 (19/10/01改定) 

    長崎～五島列島［Ｆ］                (19/10/01改定) 

    長崎～五島列島［Ｊ］                (19/10/01改定) 

    長崎～中通島［有川・高］              (19/10/01改定) 

    長崎空港～ハウステンボス              (19/10/01改定) 

    土生～弓削～魚島                  (19/10/01改定) 

    徳山～竹田津                    (19/10/01改定) 

    博多～五島列島                   (19/10/01改定) 

    箱根町～元箱根～桃源台               (19/10/01改定) 

    八幡浜～大島                    (19/10/01改定) 

    父島～母島                     (19/10/01改定) 

    柳井～伊保田～三津浜                (19/10/01改定) 

    平戸島～田平～的山大島               (19/11/01改定) 

    下田～伊豆諸島～下田                (19/11/01改定) 

    長崎～中通島［鯛ノ浦・高］             (19/11/01改定) 

  6-3.廃止路線 

    佐伯～宿毛                     (廃線日不明) 

    朝潮運河～日本橋                  (廃線日不明) 

  ダイヤを 2019年 11月１日現在のものに更新 

 

７．路線バス 

  7-1.以下のバス会社において 2019 年 10 月１日の消費税率引き上げに伴う運賃改定に

対応しました。 

    網走バス 

    旭川電気軌道 

    宗谷バス 

    根室交通 

    三沢市コミュニティ 

    東日本交通 

    宮城交通 

    羽後交通 

    秋田中央トランスポート 



    秋田中央交通 

    秋田エアポートライナー 

    はながさバス 

    関東鉄道 

    関鉄グリーンバス 

    関鉄観光バス 

    日光市営バス 

    朝日自動車 

    マイスカイ交通 

    秩父市コミュニティ 

    ちばレインボーバス 

    ちばフラワーバス 

    あすか交通 

    東武バスセントラル 

    西東京バス 

    新日本観光自動車 

    八丈町営バス 

    荒川区コミュニティ 

    稲城市コミュニティ 

    越後交通 

    糸魚川バス 

    新潟市コミュニティ 

    富山地方鉄道 

    南砺市コミュニティ 

    東信観光バス 

    中央アルプス観光 

    小谷村コミュニティ 

    濃飛バス 

    富士急静岡バス 

    沼津市コミュニティ 

    名鉄バス 

    北港観光バス 

    大阪バス 

    神姫ゾーンバス 

    神姫グリーンバス 

    ウエスト神姫 



    石見交通 

    中国ジェイアールバス 

    広交観光 

    ボンバス 

    因の島運輸 

    鞆鉄道 

    ブルーライン交通 

    とさでん交通 

    祐徳自動車 

    島鉄バス 

    大分バス 

    南国交通 

     

    ※なお、以下のバス会社における 2019 年 10 月１日の運賃改定は今回版では未対

応となります。 

    阿寒バス 

    じょうてつ 

    道南バス 

    函館バス 

    空知中央バス 

    弘南バス 

    青森市民バス 

    青森市コミュニティ 

    ミヤコーバス 

    秋北バス 

    庄内交通 

    新常磐交通 

    日光交通 

    八潮市コミュニティ 

    富士見市コミュニティ 

    鴨川日東バス 

    館山日東バス 

    京成タクシー成田 

    日東交通 

    平和交通 

    いすみ市コミュニティ 



    市川市コミュニティ 

    習志野市コミュニティ 

    流山市コミュニティ 

    日立自動車交通 

    町田市コミュニティ 

    南越後観光バス 

    加越能バス 

    京福バス 

    福井鉄道 

    富士急行 

    富士急バス 

    茅野市コミュニティ 

    岐阜乗合自動車 

    高山市コミュニティ 

    大井川鐵道 

    伊豆東海バス 

    南伊豆東海バス 

    西伊豆東海バス 

    富士急シティバス 

    新東海バス 

    菊川市自主運行バス 

    御前崎市自主運行バス 

    静岡市自主運行バス 

    牧之原市自主運行バス 

    東海バスオレンジシャトル 

    知多乗合 

    日本交通 

    神姫バス 

    西脇市コミュニティ 

    加西市コミュニティ 

    多可町コミュニティ 

    宝塚市コミュニティ 

    熊野交通 

    龍神自動車 

    日ノ丸バス 

    一畑バス 



    松江市営バス 

    岡山電気軌道 

    下津井電鉄 

    中鉄バス 

    両備バス 

    備北バス 

    北振バス 

    広島交通 

    広島電鉄 

    芸陽バス 

    備北交通 

    瀬戸内産交 

    中国バス 

    江田島バス 

    大竹市コミュニティ 

    呉市コミュニティ 

    福山市コミュニティ 

    尾道市コミュニティ 

    安芸太田町コミュニティ 

    北広島町コミュニティ 

    安芸高田市コミュニティ 

    フォーブル 

    防長交通 

    宇部市営バス 

    船木鉄道 

    徳島バス 

    四国交通 

    徳島バス南部 

    徳島バス阿南 

    ことでんバス 

    宇和島自動車 

    伊予鉄道 

    中島汽船 

    瀬戸内海交通 

    せとうち周桑バス 

    黒岩観光 



    県交北部交通 

    北九州市営バス 

    昭和自動車 

    壱岐交通 

    長崎県営バス 

    五島自動車 

    九州産交バス 

    熊本バス 

    熊本電鉄バス 

    熊本都市バス 

    熊本市コミュニティ 

    上天草市コミュニティ 

    玖珠町コミュニティ 

    鹿児島交通 

    東運輸 

 

  ダイヤを 2019年 11月１日現在のものに更新 

 

８．深夜急行バス 

  ダイヤを 2019年 11月１日現在のものに更新 
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