
2023.1.20　 12時現在

事業者_名称 事業者_正式名称 事業者_都道府県 事業者_市区町村

阿新クレーン アシンクレーン 岡山県 新見市

有本観光バス アリモトカンコウバス 岡山県 久米郡美咲町

井笠観光 イカサカンコウ 岡山県 笠岡市

一丸タクシー イチマルタクシー 岡山県 井原市

稲荷交通 イナリコウツウ 岡山県 岡山市北区

Ｈ・Ｓ エイチエス 岡山県 岡山市南区

エール観光 エールカンコウ 岡山県 岡山市北区

エールツアー エールツアー 岡山県 岡山市北区

SRインターナショナル エスアールインターナショナル 岡山県 倉敷市

nts エヌティエス 岡山県 倉敷市

エンゼルサービス エンゼルサービス 岡山県 真庭市

大原観光交通 オオハラカンコウコウツウ 岡山県 美作市

岡山交通 オカヤマコウツウ 岡山県 岡山市南区

岡山電気軌道 オカヤマデンキキドウ 岡山県 岡山市北区

奥出屋運送 オクデヤウンソウ 岡山県 久米郡美咲町

オフィスTTツアーズ オフィスティーティーツアーズ 岡山県 瀬戸内市

鏡野観光 カガミノカンコウ 岡山県 苫田郡鏡野町

勝田交通 カツタコウツウ 岡山県 津山市

賀陽交通 カヨウコウツウ 岡山県 加賀郡吉備中央町

カヨー中央観光サービス　鎌田健司 カヨーチュウオウカンコウサービス　カマダケンジ 岡山県 加賀郡吉備中央町

久米観光バス クメカンコウバス 岡山県 久米郡美咲町

倉敷観光 クラシキカンコウ 岡山県 倉敷市

豪渓交通 ゴウケイコウツウ 岡山県 総社市

コープピーアンドエス　コープツアーズ コープピーアンドエス　コープツアーズ 岡山県 岡山市北区

三愛旅行社 サンアイリョコウシャ 岡山県 倉敷市

三備観光 サンビカンコウ 岡山県 岡山市中区

山陽新聞事業社 サンヨウシンブンジギョウシャ 岡山県 岡山市北区

山陽レジャー開発 サンヨウレジャーカイハツ 岡山県 倉敷市

下電観光バス シモデンカンコウバス 岡山県 岡山市北区

ジョイトラベル ジョイトラベル 岡山県 真庭市

シンクトラベル シンクトラベル 岡山県 岡山市東区

スカイトラベル スカイトラベル 岡山県 岡山市北区

菅野梱包運輸・SK観光 スガノコンポウウンユエスケイカンコウ 岡山県 岡山市中区

すぎやまクリエイト スギヤマクリエイト 岡山県 岡山市中区

西部観光バス セイブカンコウバス 岡山県 井原市

全観国際ツーリスト ゼンカンコクサイツーリスト 岡山県 岡山市北区

全観トラベルネットワーク ゼンカントラベルネットワーク 岡山県 倉敷市

総合旅行サービス ソウゴウリョコウサービス 岡山県 岡山市北区

太陽トラベル タイヨウトラベル 岡山県 倉敷市

旅のたけだ屋 タビノタケダヤ 岡山県 玉野市

中国ツアーサービス チュウゴクツアーサービス 岡山県 倉敷市

中鉄観光 チュウテツカンコウ 岡山県 総社市

中鉄北部バス チュウテツホクブバス 岡山県 真庭市

ツーリスト清水 ツーリストシミズ 岡山県 浅口市

津山ツーリスト ツヤマツーリスト 岡山県 津山市

Tikiナビトラベル ティキナビトラベル 岡山県 岡山市南区

天満屋トラベル テンマヤトラベル 岡山県 岡山市北区

東洋実業 トウヨウジツギョウ 岡山県 倉敷市

トラベル翼 トラベルツバサ 岡山県 勝田郡勝央町

トラベルプランニング トラベルプランニング 岡山県 岡山市北区

ナカウン ナカウン 岡山県 岡山市中区

なんば ナンバ 岡山県 高梁市

西日本キャリアコール ニシニホンキャリアコール 岡山県 浅口市

のと香 ノトカ 岡山県 美作市

野村交通 ノムラコウツウ 岡山県 倉敷市

パルツアー パルツアー 岡山県 岡山市北区

ピオーネ交通 ピオーネコウツウ 岡山県 高梁市

光トラベルセンター ヒカリトラベルセンター 岡山県 美作市

日の丸旅行 ヒノマルリョコウ 岡山県 井原市
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備北タクシー ビホクタクシー 岡山県 高梁市

ビホクツーリスト ビホクツーリスト 岡山県 高梁市

備北バス ビホクバス 岡山県 高梁市

ファルト ファルト 岡山県 岡山市東区

フォーティートラベル フォーティートラベル 岡山県 津山市

二葉観光運輸 フタバカンコウウンユ 岡山県 小田郡矢掛町

北振バス ホクシンバス 岡山県 小田郡矢掛町

真賀観光 マガカンコウ 岡山県 真庭市

操観光社 ミサオカンコウシャ 岡山県 岡山市中区

三井造船 ミツイゾウセン 岡山県 玉野市

ＭＩＣツアーコーポレーション ミックツアーコーポレーション 岡山県 岡山市南区

美袋交通 ミナギコウツウ 岡山県 総社市

港交通 ミナトコウツウ 岡山県 倉敷市

ユイコーポレーション ユイコーポレーション 岡山県 玉野市

吉野自動車 ヨシノジドウシャ 岡山県 美作市

両備高速 リョウビコウソク 岡山県 浅口市

両備ホールディングス リョウビホールディングス 岡山県 岡山市東区

リョービツアーズ リョービツアーズ 岡山県 岡山市北区

ロウズ観光 ロウズカンコウ 岡山県 倉敷市


