
>>別表１：共同運行路線および運行会社一覧 （夜行便）                                                    平成26年10月現在  

 

 
運行区間（愛称） 共同運行会社（本社所在地）  

大阪・京都発 
運行距離 

現地発 
運行距離 

安全性向上のための 
車両装備 

任意保険・ 
共済の限度額 

備 考 

大阪･京都～山形 
 （アルカディア号） 

山交バス （山形県山形市） 779km 780km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～郡山･福島 
 （ギャラクシー号） 

福島交通 （福島県福島市） 806ｋｍ 808ｋｍ 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～日立･いわき（・浪江※） 
 （シーガル号） 

新常磐交通 （福島県いわき市） 
732km 

※休止区間を除く 

733km 
※休止区間を除く 

デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 
※休止区間 
 広野インター～浪江駅 

大阪･京都～久喜･栃木･宇都宮 
 （とちの木号） 

関東自動車 （栃木県宇都宮市） 685km 687km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～つくば･土浦･水戸 
 （よかっぺ号） 

関東鉄道 （茨城県土浦市） 659km 660km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～横浜･東京･上野･浅草 
 （フライングライナー） 

東北急行バス （東京都墨田区） 566km 567km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～東京駅 ※格安便 
 （フライングスニーカー） 

東北急行バス （東京都墨田区） 524km 526km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中交替あり） 

大阪･茨木～八王子･新宿駅 
 （ツィンクル号） 

西東京バス （東京都八王子市） 569km 568km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪･京都～東静岡･富士宮･富士山駅 
 （フジヤマライナー） 

富士急山梨バス 
 （山梨県南都留郡富士河口湖町） 

470km 471km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中仮眠あり） 

大阪･京都～沼津･御殿場･新松田･小田原 
 （金太郎号） 

富士急湘南バス 
 （神奈川県足柄上郡松田町） 

488km 488km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中仮眠あり） 

大阪･京都～韮崎･甲府（夜行便） 
 （クリスタルライナー） 

山梨交通 （山梨県甲府市） 445km 462km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中仮眠あり） 

大阪･京都～上田･小諸･軽井沢 
 （千曲川ライナー） 

千曲バス （長野県佐久市） 525km 526km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中仮眠あり） 

京都･大阪･神戸～徳山･山口･萩 
 （カルスト号） 

防長交通 （山口県周南市） 600km 601km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中交替あり） 

京都･大阪･神戸～中村･宿毛 
 （しまんとブルーライナー） 

高知西南交通 （高知県四万十市） 500km 493km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

京都･大阪･神戸～長崎 
 （オランダ号） 

長崎自動車 （長崎県長崎市） 837km 833km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

京都･大阪･神戸～中津･別府･大分 
 （SORIN そうりん号） 

大分バス、大分交通（大分県大分市） 
亀の井バス（大分県別府市） 

751km 754km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

京都･大阪･神戸～熊 本 
 （サンライズ号） 

九州産交バス （熊本県熊本市） 808km 810km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

京都・大阪・神戸～熊 本 ※格安便 
 （あそ☆くま号） 

九州産交バス （熊本県熊本市） 792km 790km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 



◎ＰＣＳ（プリクラッシュセーフティ・衝突被害軽減ブレーキシステム） 

 走行中、ミリ波レーダーが常に前方を検知･分析。前を走る車との距離が近づくと、事故を防ぐために警報ブザーが鳴りブレーキをかけることで、衝突時の速度を抑え被害の 

 軽減に寄与するシステムです。 

◎デジタルタコグラフ 

 運行時刻だけでなく各路線で設定された制限速度内で運行していたか等、運行内容が一目で目でわかるようになっており、運行管理者による管理や指導に活用されています。 

運行区間（愛称） 共同運行会社（本社所在地）  
大阪・京都発 

運行距離 
現地発 

運行距離 
安全性向上のための 

車両装備 
任意保険・ 
共済の限度額 

備 考 

大阪･京都～韮崎･甲府（昼行便） 
 （クリスタルライナー） 

山梨交通 （山梨県甲府市） 445km 446km デジタルタコグラフ 対人無制限 １名乗務 

大阪･京都～郡上八幡･飛騨高山 濃飛乗合自動車（岐阜県高山市） 320km 315km デジタルタコグラフ、PCS 対人無制限 １名乗務 

大阪～小 浜 
 （わかさライナー） 

福井鉄道 （福井県越前市） 182km 182km 対人無制限 １名乗務 

京都～みなべ･田辺･白浜 
 （白浜ブルースカイ号） 

明光バス 
 （和歌山県西牟婁郡白浜町） 

206km 206km デジタルタコグラフ 対人無制限 １名乗務 

大阪～福山･尾道／大阪～福山･府中 
 （びんごライナー） 

中国バス （広島県福山市） 
（尾道便）271km 
（府中便）263km 

（尾道便）271km 
（府中便）263km 

デジタルタコグラフ、PCS 対人無制限 １名乗務 

>>別表１：共同運行路線および運行会社一覧 （昼行便）                                                    平成26年10月現在  

 

 

>>別表2：単独運行路線および運行協力会社一覧（夜行便および昼行便）                                                          平成26年10月現在  

 

 
運行区間（愛称） 運行協力会社（本社所在地）  

大阪・京都発 
運行距離 

現地発 
運行距離 

安全性向上のための 
車両装備 

任意保険・ 
共済の限度額 

備 考 

大阪･京都～仙台 
 （フォレスト号） 

宮城交通 （宮城県仙台市） 
（北陸）877km 
（東名）888km 

（北陸）877km 
（東名）888km 

デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 
4/1～11/30 北陸道経由 
12/1～3/31 東名経由 

大阪・京都～川越・熊谷・深谷 
 （ウイングライナー） 

国際十王交通 （埼玉県熊谷市） 618km 619km 
デジタルタコグラフ 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪・茨木～新宿駅 ※格安便 
 （カジュアル・ツィンクル号） 

西東京バス （東京都八王子市） 560km 561km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 １名乗務（途中交替あり） 

京都・大阪・神戸～宮 崎 
 （おひさま号） 

宮崎交通 （宮崎県宮崎市） 958km 963km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪・神戸～鹿児島 
 （トロピカル号） 

いわさきコーポレーション 
 （鹿児島県鹿児島市） 

909km 914km 
デジタルタコグラフ、PCS 
乗務員仮眠室 

対人無制限 

大阪～神戸三田プレミアム･アウトレット
（特急 神戸三田プレミアム･アウトレット号） 

57km  57km 対人無制限 
週特定日の運行 
１名乗務 

大阪～三井アウトレットパーク 滋賀竜王 
（大阪駅前発・三井アウトレットシャトル） 

87km  87km 対人無制限 
週特定日の運行 
１名乗務 

京都～三井アウトレットパーク 滋賀竜王 
（京都駅前発・三井アウトレットシャトル） 

49km  49km デジタルタコグラフ、PCS 対人無制限 
週特定日の運行 
１名乗務 

ミリ波 
レーダー 
受光部 


