
コンビニ決済できる路線　一覧
路線名 方面 運行会社

1 札幌－函館線（函館特急ニュースター号） 札幌⇒函館 北海道バス
2 札幌－釧路線（釧路特急ニュースター号） 釧路⇒札幌 北海道バス
3 東京・池袋－八戸・十和田・七戸線（シリウス号 )/新宿・大宮-八戸・三沢・むつ線（しもきた号） むつ･下北/八戸⇒東京 国際興業バス
4 東京・池袋－盛岡線（ドリーム盛岡（らくちん）号） 東京⇒盛岡 国際興業バス
5 渋谷・東京－鶴岡・酒田線（夕陽号） 渋谷・東京⇒鶴岡・酒田 国際興業バス
6 池袋・大宮－水沢・北上・花巻線（イーハトーブ号） 花巻・北上⇒大宮・池袋 岩手県交通
7 上野/池袋～一関･気仙沼・釜石線（けせんライナー/遠野釜石号） 池袋⇒気仙沼・釜石 岩手県交通
8 田沢湖-東京・横浜・鎌倉・藤沢(レイク＆ポート号) 神奈川⇒秋田 羽後交通
9 新宿－秋田線（フローラ号） 新宿⇒秋田 秋田中央交通
10 山形 - 新宿・東京（ドリームさくらんぼ号・山形東京臨時号） 山形⇒新宿 JRバス東北
11 仙台―東京 東京―仙台 JRバス東北
12 古川・泉中央・仙台－東京線（ドリームササニシキ号） 東京⇒仙台・泉・古川 JRバス東北
13 秋田－東京・横浜線（ドリーム秋田・横浜号） 横浜・東京⇒秋田 JRバス東北
14 青森－東京線（ラ・フォーレ号） 東京⇒青森 JRバス東北
15 仙台－新宿線（仙台・新宿号/ドリーム政宗号） 仙台⇒新宿 JRバス東北
16 福島・郡山－東京・横浜線（ドリームふくしま・横浜号） 横浜・東京⇒福島 JRバス東北
17 仙台－横浜・品川線（ドリーム横浜・仙台号） 横浜・品川⇒仙台 JRバス東北
18 水戸・ひたちなか・東海・日立～二本松・仙台線 宮城（仙台）→茨城 茨城交通
19 日立・水戸・つくば～名古屋線 愛知（名古屋）→茨城 茨城交通
20 上尾・川越－伊香保温泉・四万温泉（季節限定運行） 上尾⇒伊香保温泉・四万温泉 関越交通
21 新宿－大清水・戸倉線（尾瀬号） 新宿⇒大清水・戸倉 関越交通
22 太田駅 - 伊香保温泉・四万温泉（季節限定運行） 伊香保・四万温泉シャトル～太田駅 関越交通
23 東京－四万温泉線（四万温泉号） 東京⇒四万温泉 関越交通
24 前橋‐成田空港線（アザレア号） 前橋⇒成田空港 関越交通
25 新宿－みなかみ線（季節限定運行） 新宿⇒水上 関越交通
26 新宿～伊那・飯田線 長野（伊那・飯田）→東京（新宿） 京王電鉄バス
27 立川～飯田線 長野（飯田）→東京（立川） 京王電鉄バス
28 新宿～諏訪・岡谷・茅野線 長野（諏訪・岡谷・茅野）→東京（新宿） 京王電鉄バス
29 新宿～松本線 長野（松本）→東京（新宿） 京王電鉄バス
30 新宿～長野線 東京（新宿）→長野 京王電鉄バス
31 新宿～飛騨高山線 岐阜(飛騨高山)→東京 京王電鉄バス
32 新宿～名古屋線 愛知→東京（新宿） 京王電鉄バス
33 新宿～木曽福島線 長野（木曽福島）→東京（新宿） 京王電鉄バス
34 新宿・渋谷～神戸姫路線 東京（新宿）→兵庫（姫路） 京王電鉄バス
35 新宿～身延線 山梨（身延）→東京（新宿） 京王電鉄バス
36 新宿～白馬線 長野（白馬）→東京（新宿） 京王電鉄バス
37 富士宮・新富士・沼津・御殿場－成田空港線 富士宮⇒成田空港 京成バス
38 竜王・甲府－成田空港 成田空港⇒甲府 山梨交通

http://bus.nta.co.jp/route/hakodatetokkyunewstargou-sapporo-hakodate
http://bus.nta.co.jp/route/kushirotokkyunewstargou-kushiro-sapporo
http://bus.nta.co.jp/route/siriusgou-tokyo-ikebukuro-hachinohe-shichinohetowada
http://bus.nta.co.jp/route/dreammoriokagou-tokyo-ikebukuro-morioka
http://bus.nta.co.jp/route/yuhigou-tokyo-shibuya-omiya-tsuruoka-sakata
http://bus.nta.co.jp/route/ihatobugou-hanamaki-kitakami-omiya-ikebukuro
http://bus.nta.co.jp/route/kesenliner-ikebukuro-kesennuma-kamaishi
http://bus.nta.co.jp/route/lakeportgou-fujisawa-yokohama-tokyo-tazawako
http://bus.nta.co.jp/route/floragou-shinjuku-akita
http://bus.nta.co.jp/route/sakuranbogou-yamagata-shinjuku
http://bus.nta.co.jp/route/jrbustohokurinji-tokyo-sendai
http://bus.nta.co.jp/route/dreamsasanishikigou-tokyo-sendai-izumi-furukawa
http://bus.nta.co.jp/route/dreamakitayokohamagou-yokohama-tokyo-akita
http://bus.nta.co.jp/route/laforetgou-tokyo-aomori
http://bus.nta.co.jp/route/dreammasamunegou-sendai-shinjuku
http://bus.nta.co.jp/route/dreamfukushimayokohamagou-yokohama-tokyo-fukushima
http://bus.nta.co.jp/route/dreamyokohamasendaigou-yokohama-shinagawa-sendai
http://bus.nta.co.jp/routek/mitosendai-sendai-nihonmatsu-hitachi-toukai-hitachinaka-mito
http://bus.nta.co.jp/routek/hitachinagoya-nagoya-tsukuba-mito-hitachi
http://bus.nta.co.jp/route/ageoikahoonsenshimaonsen-ageo-kawagoe-ikahoonsen-shimaonsen
http://bus.nta.co.jp/route/ozegou-shinjuku-togura-daishimizu
http://bus.nta.co.jp/route/ohtaekiikahoshimaonsenshuttle-shimaonsen-ikahoonsen-ota
http://bus.nta.co.jp/route/shimaonsengou-tokyo-shimaonsen
http://bus.nta.co.jp/route/azareagou-maebashi-naritaairport
http://bus.nta.co.jp/route/shinjukuminakami-shinjuku-kawagoe-minakami
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukuinashiiida-inashi-iida-shinjyku
http://bus.nta.co.jp/routek/tachikawaiida-iida-tachikawa
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukusuwaokayachino-suwa-okaya-chino-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukumatsumoto-matsumoto-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukunagano-shinjyuku-nagano
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukuhidatakayama-hidatakayama-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukunagoya-nagoya-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukukisofukushima-kisofukushima-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukushibuyakoubehimeji-shinjyuku-shibuya-koube-himeji
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukuminobu-minobu-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/routek/shinjyukuhakuba-hakuba-shinjyuku
http://bus.nta.co.jp/route/fujinomiyanaritaairport-fujinomiya-numadu-narita
http://bus.nta.co.jp/route/kofunaritaairport-ryuoh-kofu-narita
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39 群馬－仙台線（仙台ライナー） 仙台⇒群馬 日本中央バス
40 群馬・さいたま－名古屋・大阪線（シルクライナー） 奈良⇒栃木 日本中央バス
41 東京・さいたま－富山・金沢線 金沢⇒東京 日本中央バス
42 高崎－新潟線 高崎⇒新潟 日本中央バス
43 立川－軽井沢・小諸線 小諸⇒立川 千曲バス
44 立川－佐久・小諸・上田線 立川⇒上田 千曲バス
45 沼津－東京線 東京⇒沼津 富士急シティバス
46 三島駅－富士急ハイランド・河口湖線（三島・河口湖ライナー） 三島⇒河口湖 富士急シティバス
47 東京駅(鉄鋼ビル)－富士五湖線 東京⇒富士五湖 富士急山梨バス
48 金沢・小松 - 富士五湖（期間限定運行） 金沢・小松⇒富士五湖 富士急山梨バス
49 大阪－東京線（東京特急ニュースター号） 東京⇒大阪 大阪バス
50 大阪－名古屋線（名古屋特急ニュースター号） 名古屋⇒大阪 大阪バス
51 名古屋－中部国際空港 名古屋⇒中部国際空港 大阪バス
52 福知山特急ニュースター号 大阪⇒兵庫 大阪バス
53 神戸・京都・大阪－立川・昭島線 立川⇒大阪・神戸 南海バス
54 大阪・京都－秋葉原・成田・銚子線 大阪・京都⇒銚子 南海バス
55 大阪（堺・なんば）・京都－鎌倉・藤沢線 堺⇒鎌倉・藤沢　　　 南海バス
56 神戸・大阪・京都-長野線 長野⇒京都 南海バス
57 大阪・京都－柏崎・長岡線 長岡⇒京都・大阪線 南海バス
58 東京－関西線（VIPライナー） 東京⇒大阪 平成エンタープライズ
59 東京－北陸線（VIPライナー） 東京⇒金沢 平成エンタープライズ
60 東京－名古屋線（VIPライナー） 東京⇒名古屋 平成エンタープライズ
61 神戸三ノ宮－高知線 神戸三ノ宮⇒高知 神姫バス
62 姫路・神戸－渋谷・新宿線 新宿・渋谷⇒神戸・姫路 神姫バス
63 なんば－高松線 なんば⇒高松 高松エクスプレス
64 城崎温泉－神戸 城崎温泉⇒神戸 全但バス
65 城崎温泉－大阪 大阪⇒城崎温泉 全但バス
66 湯村温泉－神戸 湯村温泉⇒神戸 全但バス
67 尾道・福山－神戸線（神戸ライナー） 尾道・福山⇒神戸 中国バス
68 広島－横浜線(メープルハーバー) 広島⇒横浜 中国バス
69 神辺・井原－大阪線（カブトガニ号） 大阪⇒井原・神辺 中国バス
70 平成車庫・福山－米子・松江線（フライングフィッシュ号） 福山⇒米子・松江 中国バス
71 尾道・福山－京都線（みやこライナー） 京都⇒福山・尾道 中国バス
72 新宿－三原線（エトワールセト号） 新宿⇒三原 中国バス
73 福山・尾道－松江・米子 福山・尾道⇒松江・米子 中国バス
74 広島－横浜線(ドリームスリーパー) 広島⇒町田・横浜 中国バス
75 福岡・小倉－防府・徳山・光線（福岡周南ライナー） 徳山⇒福岡 防長交通
76 萩－東京線（萩エクスプレス） 萩⇒東京 防長交通

http://bus.nta.co.jp/route/sendailiner-sendai-ota-maebashi-takasaki
http://bus.nta.co.jp/route/silkliner-osaka-nagoya-saitama-maebashi
http://bus.nta.co.jp/route/kanazawatokyo-kanazawa-toyama-saitama-shinjuku
http://bus.nta.co.jp/route/takasakinigata-nigata-maebashi-takasaki
http://bus.nta.co.jp/route/tachikawakomoro-tachikawa-karuizawa-komoro
http://bus.nta.co.jp/route/uedatachikawa-ueda-usuda-tachikawa
http://bus.nta.co.jp/route/tokyonumadu-tokyo-numadu
http://bus.nta.co.jp/route/kawaguchikomishima-kawaguchiko-fujiqHighland-mishima
http://bus.nta.co.jp/route/tokyofujigoko-tokyo-yamanashi-fuji-yamanakako
http://bus.nta.co.jp/route/kanazawakomatsufujigoko-kanazawa-komatsu-fujigoko
http://bus.nta.co.jp/route/nagoyatokkyunewstargou-usj-osaka-nagoya-aichi
http://bus.nta.co.jp/route/tokyotokkyunewstargou-fuse-usj-osaka-kyoto-tokyo
http://bus.nta.co.jp/route/nagoyachubuInternationalAirport-nagoya-chubuInternationalAirport
http://bus.nta.co.jp/route/fukuchiyamatokkyunewstargou-fukuchiyama-osaka-usj
http://bus.nta.co.jp/route/tachikawaosakakobe-tachikawa-akishima-kyoto-nanba-sannomiya
http://bus.nta.co.jp/route/osakakyotochoshi-nanba-kyoto-akihabara-narita-choshi
http://bus.nta.co.jp/route/sakaikamakurafujisawa-sakai-nanba-kyoto-fujisawa-kamakura
http://bus.nta.co.jp/route/naganokyoto-nagano-kyoto-osaka-sannomiya
http://bus.nta.co.jp/route/nagaokakyotoosaka-nagaoka-kashiwazaki-kyoto-osaka
http://bus.nta.co.jp/route/vipliner-tokyo-osaka-tennoji
http://bus.nta.co.jp/route/vipliner-tokyo-omiya-kanazawa-toyama
http://bus.nta.co.jp/route/vipliner-chiba-tokyo-yokohama-nagoya
http://bus.nta.co.jp/route/kobesannomiyakochi-sannomiya-harimayabashi-kochi
http://bus.nta.co.jp/route/sibuyakobe-shinjuku-shibuya-sannomiya
http://bus.nta.co.jp/route/nanbatakamatsu-usj-nanba-takamatsu-kokubunji
http://bus.nta.co.jp/route/yumuraonsenkobe-yumuraonsen-sannomiya-kobe
http://bus.nta.co.jp/route/kinosakionsenosaka-kinosakionsen-shinosaka-umeda
http://bus.nta.co.jp/route/yumuraonsenkobe-kobe-sannomiya-yumuraonsen
http://bus.nta.co.jp/route/kobeliner-fuchu-fukuyama-sannomiya-omichi
http://bus.nta.co.jp/route/mapleharbor-hiroshima-fukuyama-machida-yokohama
http://bus.nta.co.jp/route/kabutoganigou-usj-nanba-ihara-kannabe
http://bus.nta.co.jp/route/flyingfishgou-heiseishako-hukushima-yoneko-matue
http://bus.nta.co.jp/route/miyakoliner-nishihonganji-kyoto-fukuyama-omichi
http://bus.nta.co.jp/route/etoileseto-shinjuku-omichi-mihara
http://bus.nta.co.jp/route/fukuyamayonago-fukuyama-onomichi-matsue-yonago
http://bus.nta.co.jp/route/dreamsleeper-hiroshima-fukuyama-machida-yokohama
http://bus.nta.co.jp/route/fukuokashunanliner-tokuyama-houfu-hakata
http://bus.nta.co.jp/route/hagiexpress-houfu-tokuyama-kasumigaseki-tokyo

