
■日本旅行高速バスぷらざ　路線別サービス内容詳細 2017/4/10現在

No 路線名 運行系統 運行会社
予約受付期限
※1

座席指
定可否

コンビニ
決済可否

変更
回数

モバイル乗車票
提示可否

1
札幌－函館線
（函館特急ニュースター号）

函館⇔札幌 北海道バス 3日前の23：59 ○ 3回 ○

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日前の23：59 ○ 3回 ○

3
札幌－函館線
（高速はこだて号）

函館⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

4
札幌－北見・網走線
（ドリーミントオホーツク号）

北見・網走⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

5
札幌－釧路線
（スターライト釧路号）

釧路⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

6
札幌－紋別線
（流氷もんべつ号）

紋別⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

7
札幌－遠軽線
（高速えんがる線）

遠軽⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

8
札幌－帯広線
（ポテトライナー）

帯広⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

9
札幌－名寄線
（高速なよろ号）

名寄⇔札幌 北海道中央バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

10
札幌－知床線
（イーグルライナー）

知床⇔札幌 斜里バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

11
青森－上野線
（パンダ号）

青森⇔東京 弘南バス 1日前の23：59 3回 ○

12
新宿－秋田線
（フローラ号）

新宿⇔秋田 秋田中央交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

13
羽後本荘－東京
(ドリーム鳥海号）

秋田⇔東京 羽後交通 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

14
田沢湖－東京・横浜・鎌倉・藤沢
(レイク＆ポート号)

秋田⇔神奈川 羽後交通 1日前の23：59 ○ 3回 ○

15
横手・湯沢・大曲－仙台
(グリーンライナー号)

仙台⇔秋田 羽後交通 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

16
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

17
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

18
青森－東京線
（ラ・フォーレ号）

青森⇔東京 JRバス東北 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

19
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

20
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

21
秋田－東京・横浜線
（ドリーム秋田・横浜号）

秋田⇔東京・横浜 JRバス東北 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

22 いわき－仙台線 いわき⇔仙台 JRバス東北 当日予約可能 ○ 3回 ○

23 仙台－首都圏線 古川・泉・仙台⇔新宿・東京・品川 JRバス東北 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

24
郡山－新越谷線
（あだたら号）

郡山⇔新越谷 福島交通 1日前の23：59 1回 ○

25 新潟－郡山線 新潟⇔郡山 福島交通 1日前の23：59 1回 ○

26
東京－福島・仙台線
（スイート号）

福島⇔仙台 東北急行バス 1日前の23：59 不可 ○

27
東京・上野・浅草－米沢・山形線
（レインボー号）

東京⇔山形 東北急行バス 1日前の23：59 不可 ○

28
東京－金沢線
（きまっし号）

東京⇔金沢 東北急行バス 1日前の23：59 不可 ○

29
浜松町・東京－山形・新庄線
（TOKYOサンライズ号）

東京⇔山形・新庄 東北急行バス 1日前の23：59 不可 ○

30
東京－仙台線
（ニュースター・ホリデースター号）

東京⇔仙台 東北急行バス 1日前の23：59 不可 ○

31
太田－成田空港
（メープル号）

太田⇒成田空港 関東自動車 1日前の23：59 不可

32
桐生－成田空港
（サルビア号）

桐生⇒成田空港 関東自動車 1日前の23：59 不可

33
宇都宮－羽田空港
（マロニエ号）

宇都宮⇒羽田空港 関東自動車 1日前の23：59 不可

34
宇都宮－成田空港線
(マロニエ号）

宇都宮⇒成田空港 関東自動車 1日前の23：59 不可

35
東京－四万温泉線
（四万温泉号）

四万温泉⇔東京 関越交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

36
新宿－大清水・戸倉線
（尾瀬号）

新宿⇔大清水・戸倉 関越交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

37
新宿－みなかみ線
(みなかみ温泉号)（季節限定運行）

新宿⇔水上 関越交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

38
上尾・川越－伊香保温泉・四万温泉
（伊香保四万温泉号）（季節限定運行）

上尾⇔伊香保温泉・四万温泉 関越交通 1日前の23：59 ○ 3回 ○

39
前橋－成田空港線
（アザレア号）

前橋⇒成田空港 関越交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

40 東京・さいたま・群馬－富山・金沢線 富山⇔群馬 日本中央バス 1日前の23：59 ○ 1回 ○

41
群馬－仙台線
（仙台ライナー）

仙台⇔群馬 日本中央バス 1日前の23：59 ○ 1回 ○

42 高崎－新潟線 高崎⇔新潟 日本中央バス 1日前の23：59 ○ 1回 ○

43
群馬・さいたま－名古屋・大阪線
（シルクライナー）

大阪⇔埼玉 日本中央バス 1日前の23：59 ○ 1回 ○

44 池袋－富山線 池袋⇔富山 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

45 池袋－長野線 長野⇔池袋 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○
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46 新宿・池袋－金沢線 金沢⇔池袋・新宿 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

47 池袋－高岡・氷見線 氷見・高岡⇔池袋 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

49 新宿・池袋－長岡・新潟線 新宿⇔新潟 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

50 池袋－新潟線 池袋⇔新潟 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

51 池袋－上越線 池袋⇔高田・直江津 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

52 大宮・池袋－伊勢・鳥羽線 大宮⇔伊勢・鳥羽　　 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

53 池袋－軽井沢・小諸・上田・臼田線 池袋⇔軽井沢・上田 西武バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

54 大宮・川越・池袋－河口湖線 河口湖⇔大宮・川越・池袋 西武バス 1日前の23：59 不可 ○

55
大宮－成田空港線
（ＯＮライナー）

大宮⇒成田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

56 所沢－成田空港線 所沢⇒成田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

57 大宮－羽田空港 大宮⇒羽田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

58 所沢－羽田空港線 所沢⇒羽田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

59 川越－羽田線 川越⇒羽田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

60 石神井公園－羽田空港 石神井公園⇒羽田空港 西武バス 1日前の23：59 不可

61 大宮・池袋・横浜－南紀勝浦線 大宮・池袋⇔南紀勝浦 西武観光バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

62
横浜・品川プリンスホテル・池袋－苗場プリンスホテル
（苗場ホワイトスノーシャトル）（冬季限定運行）

品川・池袋⇔苗場 西武観光バス 1日前の23：59 不可 ○

63 大宮・池袋・新宿・横浜－南紀白浜線 池袋・新宿⇔南紀白浜 西武観光バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

64 横浜・羽田空港－軽井沢線 軽井沢⇔羽田空港・横浜 西武観光バス 1日前の23：59 不可 ○

65
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 1日前の23：59 ○ 不可 ○

66
東京－北陸線
（VIPライナー）

東京⇔金沢 平成エンタープライズ 1日前の23：59 ○ 不可 ○

67
東京－関西線
（VIPライナー）

東京⇔大阪 平成エンタープライズ 1日前の23：59 ○ 不可 ○

68 練馬・中野・新宿－豊川・豊橋・三河田原線 三河田原⇔練馬 関東バス 1日前の23：59 不可 ○

69
中野・新宿－津山・岡山・倉敷線
（マスカット号）

新宿⇔岡山・倉敷 関東バス 1日前の23：59 不可 ○

70
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 当日予約可能 ○ ○ 不可 ○

71
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

72
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 当日予約可能 ○ ○ 3回 ○

73 浦和・武蔵浦和－羽田空港線 浦和・武蔵浦和⇒羽田空港 国際興業バス 1日前の23：59 不可

74 神戸三ノ宮・大阪梅田－横浜・東京・TDL・千葉線 神戸・大阪⇔TDL 京成バス 1日前の23：59 不可 ○

75 成田空港・秋葉原－富士山・河口湖 成田空港⇔山梨 京成バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

76 小岩－成田線 小岩⇒成田空港 京成バス 1日前の23：59 1回 ○

77 中山－成田空港線 中山⇒成田空港 京成バス 1日前の23：59 1回

78 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 1日前の23：59 ○ 1回 ○

79
東雲車庫・東京駅－成田空港線
（東京シャトル）

東京駅⇒成田空港 京成バス 1日前の23：59 1回 ○

80 新宿～木曽福島線 長野（木曽福島）→東京（新宿） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

81 新宿・渋谷～神戸姫路線 東京（新宿）→兵庫（姫路） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

82 新宿～身延線 山梨（身延）→東京（新宿） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

83 新宿～白馬線 長野（白馬）→東京（新宿） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

84 新宿～伊那・飯田線 東京（新宿）→長野（伊那・飯田） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

85 新宿～松本線 長野（松本）→東京（新宿） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

86 立川～飯田線 長野（飯田）→東京（立川） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

87 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 1日前の23：59 ○ 不可 ○

88 新宿～長野線 東京（新宿）→長野 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

89 新宿～飛騨高山線 岐阜(飛騨高山)→東京 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

90 新宿～名古屋線 愛知→東京（新宿） 京王電鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

91 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 1日前の23：59 ○ 不可 ○

92 日立・水戸・つくば～名古屋線 愛知（名古屋）→茨城 茨城交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○



No 路線名 運行系統 運行会社
予約受付期限
※1

座席指
定可否

コンビニ
決済可否

変更
回数

モバイル乗車票
提示可否

93 竜王・甲府－静岡線 静岡⇔甲府・竜王 山梨交通 2日前の23：59 3回 ○

94 甲府－名古屋線 名古屋⇔甲府・竜王 山梨交通 2日前の23：59 3回

95 竜王・甲府－横浜線 横浜⇔甲府・竜王 山梨交通 2日前の23：59 3回 ○

96 竜王・甲府－成田空港 甲府⇒成田空港 山梨交通 2日前の23：59 ○ 3回 ○

97
金沢・小松－富士五湖
（期間限定運行）

富士五湖⇔小松・金沢 富士急山梨バス 2日前の23：59 ○ 3回 ○

98 東京駅(鉄鋼ビル)－富士五湖線 富士五湖⇔東京 富士急山梨バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

99 長野－新潟線 長野⇔新潟 長電バス 1日前の23：59 不可 ○

100 立川－軽井沢・小諸線 小諸⇔立川 千曲バス 当日予約可能 ○ ○ 不可 ○

101 立川－佐久・小諸・上田線 上田⇔立川 千曲バス 当日予約可能 ○ ○ 不可 ○

102
飯田－横浜線
（ベイブリッジ号）

横浜⇔飯田 伊那バス 1日前の23：59 不可 ○

103 大阪・京都－長野線 大阪・京都⇔長野 アルピコ交通 1日前の23：59 不可 ○

104
長野・松本－飯田線
（みすずハイウェイバス）

長野・松本⇔飯田 アルピコ交通 1日前の23：59 不可 ○

105 大阪－諏訪・茅野線 茅野・諏訪⇔大阪　　 アルピコ交通 1日前の23：59 不可 ○

106
長野～上高地線
(せせらぎ号)

長野→長野（上高地） アルピコ交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

107
東京～上高地線
(さわやか信州号)

東京→長野（安曇野・大正池・上高地） アルピコ交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

108 新潟－山形線 新潟⇔山形 新潟交通 1日前の23：59 不可 ○

109
新潟－仙台線
(WEライナー)

新潟⇔仙台 新潟交通 1日前の23：59 ○ 不可 ○

110 富山－新潟線 新潟⇔富山 富山地方鉄道 1日前の23：59 3回 ○

111
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 2日前の23：59 ○ 3回 ○

112 沼津－東京線 東京⇔沼津 富士急シティバス 2日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

113 東京－富士宮線 富士宮⇔東京 富士急静岡バス 1日前の23：59 3回 ○

114
新静岡・静岡－横浜線
（横浜ライナー）

横浜駅⇔静岡・新静岡 しずてつジャストライン 2日前の23：59 3回 ○

115
静岡駅前－畑薙第一ダム線
（夏季期限定運行）

南アルプス登山線 しずてつジャストライン 1日前の23：59 不可 ○

116 相良・静岡－成田空港線 相良・静岡⇒成田空港 しずてつジャストライン 2日前の23：59 3回 ○

117 大阪・京都－静岡線 大阪・京都⇔静岡 しずてつジャストライン 1日前の23：59 不可 ○

118 豊橋－京都線（ほの国号） 豊橋⇔京都 豊鉄バス 1日前の23：59 不可 ○

119 新城－名古屋藤が丘 名古屋藤が丘⇔新城 豊鉄バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

120
名古屋－京都・大阪・神戸
（名神ハイウェイバス）

神戸⇔名古屋 JR東海バス 1日前の23：59 3回

121
新大阪・大阪－土山・四日市線
(四日市大阪高速線)

新大阪⇔四日市 三重交通 1日前の23：59 3回 ○

122 津・京都線 津⇔京都 三重交通 1日前の23：59 不可

123 四日市・京都線 四日市⇔京都 三重交通 1日前の23：59 不可

124
伊賀－京都線
(伊賀京都高速線)

京都⇔伊賀 三重交通 1日前の23：59 1回

125 名張－横浜・品川線 品川・横浜⇔名張 三重交通 1日前の23：59 不可 ○

126
新宿・渋谷－京都・枚方線
（東京ミッドナイトエクスプレス京都号）

新宿⇔京都・枚方　　 京阪バス 1日前の23：59 不可

127 京都－米子線 米子⇔京都 京阪バス 1日前の23：59 不可

128 京都－松山線 京都⇔松山 京阪バス 1日前の23：59 不可

129 京都－鳥取線 京都⇔鳥取 京阪バス 1日前の23：59 不可

130
京都・大阪・神戸－徳山・山口・萩線
（カルスト号）

京都⇔山口 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

131 間人・天橋立・宮津－京都線 京都⇔間人・天橋立・宮津 丹後海陸交通 1日前の23：59 不可 ○

132 大阪・京都－鶴岡・酒田線 大阪・京都⇔山形 南海バス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

133 神戸・京都・大阪－立川・昭島線 立川⇔大阪・神戸 南海バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

134 大阪・京都－秋葉原・成田・銚子線 銚子⇔京都・大阪 南海バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

135 大阪（堺・なんば）・京都－鎌倉・藤沢線 堺⇔鎌倉・藤沢　　　 南海バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

136 神戸・大阪・京都－長野線 大阪⇔長野 南海バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

137 大阪・京都－柏崎・長岡線 長岡⇔京都・大阪 南海バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

138
京都・大阪・三宮－延岡・宮崎
（ひなたライナー）

大阪・京都・神戸(三宮)⇔宮崎 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○
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139
大阪・京都－東静岡・富士宮・富士山
（フジヤマライナー）

大阪・京都⇔富士山駅 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

140
京都－白浜線
（白浜ブルースカイ号）

京都⇔白浜 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

141
大阪・京都－沼津・御殿場・新松田・小田原線
（金太郎号）

大阪・京都⇔小田原 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

142
京都・大阪・神戸－中津・別府・大分線
（SORIN号）

大分⇔大阪・京都 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

143
大阪・京都－上田・小諸・軽井沢線
（千曲川ライナー）

大阪・京都⇔軽井沢 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

144
京都・大阪・神戸－中村・宿毛線
（しまんとブルーライナー）

宿毛⇔大阪・京都　　 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

145
大阪－福山・尾道/福山・府中
（びんごライナー）

大阪⇔福山・尾道・府中 近鉄バス 2日前の23：59 3回 ○

146
大阪・京都－郡山・福島線
（ギャラクシー号）

福島･郡山⇔京都・大阪 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

147 大阪・京都－郡上八幡・飛騨高山線 大阪・京都⇔高山 近鉄バス 2日前の23：59 3回 ○

148
大阪－小浜線
（わかさライナー）

大阪⇔小浜 近鉄バス 2日前の23：59 3回 ○

149
大阪・京都－山形線
（アルカディア号）

山形⇔京都・大阪 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

150
大阪－八王子・新宿線
（ツィンクル号）

大阪⇔八王子/新宿 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

151
京都・大阪・神戸－熊本線
（サンライズ号）

熊本⇔大阪・京都・神戸 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

152
大阪・京都－韮崎・甲府線
（クリスタルライナー）

甲府⇔大阪 近鉄バス 2日前の23：59 3回 ○

153
大阪－新宿線
（カジュアル・ツィンクル号）

大阪⇔新宿 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

154
京都・大阪－熊本線
（あそ☆くま号）

熊本⇔大阪・京都 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

155
大阪・京都－横浜・東京線
（フライングライナー）

大阪⇔横浜・東京 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

156
大阪－宇都宮線
（とちの木号）

大阪⇔宇都宮 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

157
大阪・京都－東京線
（フライングスニーカー）

京都⇔東京 近鉄バス 1日前の23：59 3回 ○

158 大阪－金沢線 大阪梅田⇔金沢 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

159 大阪－天橋立・宮津線 宮津・天橋立⇔大阪 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

160 大阪－松本線 大阪梅田⇔松本 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

161 大阪－高知線 大阪梅田⇔高知 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

162 大阪－阿波池田線 阿波池田⇔大阪　　 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

163 大阪・京都－新潟線 大阪・京都⇔新潟　　 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

164 大阪－松山線 兵庫⇔松山  　　　 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

165 大阪－松江・出雲線 出雲・松江⇔大阪　　 阪急バス 1日前の23：59 不可

166 大阪・京都－富山線 大阪・京都⇔富山　　 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

167 大阪－有馬温泉線 大阪⇔有馬温泉 　　 阪急バス 1日前の23：59 不可 ○

168 大阪－伊那・箕輪線 大阪⇔伊那・箕輪　　 阪急観光バス 1日前の23：59 不可 ○

169 大阪－洲本線 大阪⇔洲本 阪急観光バス 1日前の23：59 不可 ○

170 京都・大阪－北九州・福岡線 博多⇔大阪・京都 阪急観光バス 1日前の23：59 不可 ○

171 大阪－新宿・渋谷線 渋谷・新宿⇔大阪 阪急観光バス 1日前の23：59 不可 ○

172 大阪・京都－福井線 福井⇔京都・大阪 阪急観光バス 1日前の23：59 不可 ○

173 大阪・神戸－浜田・益田・津和野線 津和野⇔神戸・大阪 阪神バス 1日前の23：59 不可 ○

174
津山－京都線
（津山エクスプレス京都号）

津山⇔京都 西日本JRバス 1日前の23：59 3回 ○

175
大宮・横浜・池袋－大津線
（びわこドリーム号）

大宮⇔京都 西日本JRバス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

176
大阪－白浜線
（白浜エクスプレス大阪号）

大阪⇔白浜 西日本JRバス 1日前の23：59 3回 ○

177
大宮・所沢－京都・大阪・USJ
（ドリームさいたま号）

大宮・所沢⇔京阪 西日本JRバス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

178 名古屋－中部国際空港 名古屋⇒中部国際空港 大阪バス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

179
京都－名古屋線
(京名特急ニュースター号)

名古屋⇔京都 大阪バス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

180
大阪－東京線
（東京特急ニュースター号）

東京⇔大阪 大阪バス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

181
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 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

182
大阪－福知山線
(福知山特急ニュースター号)

兵庫⇔大阪 大阪バス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

183 神戸三ノ宮－高知線 高知⇔神戸三ノ宮 神姫バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

184 神戸三ノ宮－松山線 神戸三ノ宮⇔松山 神姫バス 1日前の23：59 不可 ○
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185 湯村温泉－神戸 湯村温泉⇔神戸 全但バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

186 城崎温泉－大阪 城崎温泉⇔大阪 全但バス 1日前の23：59 ○ 不可 ○

187 城崎温泉－神戸 城崎温泉⇔神戸 全但バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

188 湯村温泉－大阪 湯村温泉⇔大阪 全但バス 1日前の23：59 不可

189 奈良－名古屋線 名古屋⇔奈良 奈良交通
1日前の23：59
※4

1回 ○

190
新宿－奈良・五條線
(やまと号)

奈良・五条⇔新宿　 奈良交通 1日前の23：59 1回 ○

191 TDR・上野・横浜－奈良線 TDR・上野・横浜⇔奈良 奈良交通 1日前の23：59 1回 ○

192
津山・岡山・倉敷・児島－新宿
(ルミナス号)

岡山⇔東京 下津井電鉄 当日予約可能 ○ 3回 ○

193
新宿－三原線
（エトワールセト号）

三原⇔新宿 中国バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

194
松山－福山線
（キララエクスプレス）

福山⇔松山 中国バス 1日前の23：59 3回 ○

195
広島－横浜線
(メープルハーバー)

横浜⇔広島 中国バス 当日予約可能 ○ 3回 ○

196
福山－京都線
（みやこライナー）

京都⇔福山 中国バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

197
神辺・井原－大阪線
（カブトガニ号）

神辺・井原⇔大阪 中国バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

198
尾道・福山－神戸線
（神戸ライナー）

尾道・福山⇔神戸 中国バス 1日前の23：59 ○ 3回 ○

199
広島－出雲線
（みこと号）

出雲⇔広島 中国JRバス 1日前の23：59 不可

200
名古屋－松江・出雲線
（出雲・松江・米子ドリーム名古屋号）

出雲・松江⇔名古屋 中国JRバス 1日前の23：59 不可

201
広島・福山－福岡・小倉線
（広福ライナー）

広島⇔福岡 中国JRバス 1日前の23：59 不可

202
神戸－松江・出雲線
（ポートレイク号）

出雲⇔神戸 中国JRバス 1日前の23：59 不可

203
山口・宇部－福岡線
（福岡山口ライナー）

山口⇔福岡 中国JRバス 1日前の23：59 不可

204
東京－松江・出雲線
（スサノオ号）

新木場⇔出雲・松江 中国JRバス 1日前の23：59 不可

205
広島－神戸線
(神戸エクスプレス)

広島⇔神戸 広交観光 1日前の23：59 3回 ○

206
萩－東京線
（萩エクスプレス）

東京⇔萩 防長交通 3日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

207
福岡・小倉－防府・徳山・光線
（福岡周南ライナー）

福岡⇔徳山 防長交通 3日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

208 徳島－神戸線 神戸⇔徳島 徳島バス 1日前の23：59 不可 ○

209 徳島－松山線 松山⇔徳島 徳島バス 1日前の23：59 不可 ○

210 徳島－大阪線 大阪⇔徳島 徳島バス 1日前の23：59 不可 ○

211 室戸・生見・橘－大阪線 大阪⇔橘・生見・室戸 徳島バス 1日前の23：59 不可 ○

212 神戸三ノ宮－阿波池田線 三ノ宮⇔阿波池田　　 四国交通 1日前の23：59 3回 ○

213 神戸－高松線 神戸⇔高松 高松エクスプレス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

214 なんば－高松線 高松⇔なんば 高松エクスプレス 1日前の23：59 ○ ○ 3回 ○

215
高知－新宿線
（ブルーメッツ号）

高知⇔新宿 とさでん交通 1日前の23：59 不可 ○

216
宿毛・中村－新宿線
(しまんとエクスプレス)（お盆・年末年始限定運行）

宿毛・中村⇔新宿 高知西南交通 1日前の23：59 ○ 3回 ○

※1 予約受付期限はバス会社都合により早まる場合があります。
　　 予約受付期限と変更受付期限は異なります。変更受付期限はマイページ(予約内容詳細画面)または予約完了メールの「ネット取消期限」となります。
※2 コンビニ決済は出発日前日（始発バス停基準）20：59までとなります。
※3 コンビニ決済・早割・出発日当日（始発バス停基準）以降は変更できません。
※4 早朝便は2日前の23：59までとなります。


