精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
旭川電気起動
あつまバス
網走観光交通
くしろバス

下段モータース

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
旭川市内のみ50％割引
50％割引
50％割引
50%割引：一般路線バス
応援券(定期）50％割引
回数券実質50％割引
一般2000円12枚綴を
障害割引2000円24枚綴
一日乗車券500円を300円

連絡先
http://www.asahikawa-denkikidou.jp/
http://www.atsumabus.com/index.html
http://www.abashiri-kk.com/
http://www.kushirobus.jp
http://www.buschannel.com/buscompany/shimodan_bus.html

ふれあいバス、デマンドバス共

札幌ばんけい
士別軌道
新篠津交通
千歳相互観光バス
てんてつバス
道北バス
ニセコバス
1北海道 北海道

50％割引：回数券も対象
ただし、定期券は30％割引
一般：50％割引
学生：学割料金から30％割引
精神1・2級で本人・介助者50％
3級は本人のみ50％割引
定期は30％
50％割引：定期券含
50%割引：予約制デマンドバス
旭川市内のみ50％割引
ニセコ町デマンドバス50％割引

日交観光バス
（日交ハイヤー）

30%割引

東ハイヤー

北海道せたな町内に在住し、
通所施設へ通所する方を対象に50％割引

北海道北見バス

×

美唄自動車学校

50％割引：定期券含

名士バス

乗車・回数券50％割引、定期30％割引
1・2級札幌市民対象者：無料
南幌町：50％割引

夕張鉄道（夕鉄バス）

（前回割引有としていました、関係者の方にお詫び申し上げます）

http://www.bankei.co.jp/winter/bus/
http://www.s-kido.jp/index.htm
0126-57-2575
http://www.chitose-bus.co.jp/index.htm
http://tentetsu.sakura.ne.jp/
http://www.dohokubus.com/
http://www.nisekobus.co.jp/
0146-22-2135
〒057-0034
北海道浦河郡浦河町堺町西２丁目２
http://azumahire.ikidane.com/service-rosen.html
http://www.h-kitamibus.co.jp/
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2
015101300094/
http://meishibus.com/company
http://www.yutetsu.co.jp/

阿寒バス

50%割引：一般路線バス・定期観光バス

http://www.akanbus.co.jp

根室交通
宗谷バス
十勝バス
函館帝産バス
北海道バス
北海道拓殖バス
じょうてつ
ふらのバス
沿岸バス(一部)

50%割引：一般路線バス
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引（介助者1人まで）
50%割引：都市間高速バス（札幌～函館、札幌～釧路）
50%割引：一般路線バス
×

http://nemurokotsu.com
http://www.soyabus.co.jp
http://www.tokachibus.jp
http://www.hakotaxi.co.jp/shuttlebus
http://www.hokkaidoubus-newstar.jp
http://www.takubus.com
http://www.jotetsu.co.jp/bus/
http://www.furanobus.jp/
http://www.engan-

50％割引：路線バス定期便、定期と回数券を除く

×

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
JRバス東北

青森観光バス

十和田観光電鉄
（十鉄バス）

やしま交通
青森

脇野沢交通
下北交通
弘南バス
南部バス
つばめ交通
羽後交通
秋田中央トランスポート
秋田

２東北

秋田中央交通

秋北バス
岩手

はやちねバス
JRバス東北
JRバス関東
JRバス東北

福島

常磐東都バス
会津バス
（会津乗合自動車）
新常磐バス
(新常磐交通）
東北アクセス（南相馬～仙台・福
島）
福島交通
愛子観光バス

宮城

山形

宮城交通（ミヤコーバス含）
秋保･川崎 仙台西部ライナー
東北アクセス（仙台～南相馬）
おいしい山形空港観光ライナー
（蔵王温泉・尾花沢・大石田～山
形空港）
空港シャトル（山形市～山形空
港）
空港ライナー（東根・天童・村
山・寒河江・河北～山形空港）
山交バス
庄内交通バス

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版
掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
一般路線：50％割引実施
高速路線：割引なし
市内に居住する、手帳所持者に対して、福祉乗車証交付。市営
バス（雲谷地区に居住しているかたはJRバスとの選択となりま
す）に無料で乗車できる。
福祉乗車証は、青森市市民バス（民間に業務委託したバスの総
称）でも利用できます。
50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引
市内に居住する、手帳所持者に対して、福祉乗車証交付。市営
バス（雲谷地区に居住しているかたはJRバスとの選択となりま
す）に無料で乗車できる。
福祉乗車証は、青森市市民バス（民間に業務委託したバスの総
称）でも利用できます。

連絡先
http://www.jrbustohoku.co.jp/info/?ticket=disco
unt
http://www.aomori-kanko-bus.co.jp/index.html

http://www.toutetsu.co.jp/jikoku.htm
HP無し、青森市バスの委託営業
名称 有限会社八洲交通
よみがな やしまこうつう
電話番号 017-737-3810
住所 〒039-3524
青森県青森市大字滝沢字住吉２８−７

50%割引：一般路線バス
＊定期券は発行なし 介護者は規定なし 手帳等級と障害状況
に応じて柔軟に運用している
50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引
市営バス
手帳提示で50％割引。
（定期乗車券は30％割引）
手帳所持者の事前申請で特別乗車証交付（八戸市内のみ有効）
（世帯所得により、千円又は２千円の年間利用料あり）
×
50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス・高速バス（県内路線に限る）
・空港リムジンバス・定期観光バス
＊定期観光バスは2015年から運行休止中
＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス・高速バス（県内路線に限る）・リム
ジンバス
＊定期券は30%割引
50%割引：介助者は手帳に要介護の表示あれば半額
×
50%割引：一般路線バス
一般路線バス：50％割引実施（青森、福島で実施）岩手は検討
中
50％割引（介助者1人まで）
50%割引（介助者1人まで）
＊定期券は30%割引
一般路線バス：50％割引（介助者1人まで）
高速バス：割引なし

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,20448,2
6,795,html

50%割引（介助者1人まで）

http://touhoku-access.com

50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港バ
ス（福島・郡山～成田空港、郡山～福島空港）
＊定期券は30%割引
50%割引
＊県内在住者に限る＊県内で乗降する場合に限る
50%割引
＊県内在住者に限る＊県内で乗降する場合に限る
50%割引（要介助認定者は介助者1人まで）
50%割引（介助者1人まで）
50%割引（介助者1人まで）
50%割引（介助者1人まで）
50%割引（介助者1人まで）
50%割引（1級は介助者1人も割引）
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港リ
ムジンバス
＊定期券は30%割引

http://www.0175.co.jp/s
http://konanbus.com
http://www.nanbubus.co.jp
0176-55-3161
http://ugokotsu.co.jp
http://www.bus-taxi.jp
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/12942
16641581/files/260520pdf.pdf
http://www.hayachinebus.co.jp/
http://www.jrbustohoku.co.jp/info/?ticket=disco
http://www.jrbuskanto.co.jp/
http://www.jrbustohoku.co.jp/info/?ticket=disco
unt
http://map.busoo.jp/busmap/fukushima.html
https://www.aizubus.com
http://www.joko.co.jp

http://www.fukushima-koutu.co.jp
http://www.ayashikanko.com
http://www.miyakou.co.jp
http://www.takeyakoutu.jp
http://touhoku-access.com
http://www.yamagataairport.co.jp/cms/obanazawa-access
http://www.yamagataairport.co.jp/access/liner_01.html
http://www.yamagataairport.co.jp/access/liner_02.html
http://www.yamakobus.co.jp
http://www.shonaikotsu.jp

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

連絡先
http://www.oshima-bus.com/
https://www.km-group.co.jp/bus/service.html

無料

http://www.km-group.co.jp/bus
http://www.keisei-

三宅村

50%割引（介助者も50％割引）
50%割引：一般路線バス都内路線に限る
＊都内在住者に限る
50%割引（介助者も50％割引）
50%割引（1級は介助者も1人まで）：コース料金のうち運賃
相当分について
＊コース番号A・B・Cで始まる定期観光
コースに限る
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス＊都県跨ぎ乗車も
可
本人のみ50%割引

羽田京急バス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.keikyu-bus.co.jp

関東バス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.kanto-bus.co.jp

シティバス立川
八丈町
はとバス
マイスカイ交通

http://www.8bus.jp/
http://www.hatobus.co.jp
http://www.mysky.co.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.miyakemura.com/kukurasikoubus.ht

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.keio-bus.com

京成タウンバス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.keisei-townbus.co.jp

京成バス

50%割引（介護者1人まで）：一般路線バス
（千葉県）にも適用

京浜急行バス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.keikyu-bus.co.jp

＊都県跨ぎ乗車

http://www.keiseibus.co.jp

朝日自動車

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都県跨ぎ乗車
（埼玉県）も適用
50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る
50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る
50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る
50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る
50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限
る・写真が貼付されていない手帳では割引を受けられません
50%割引 ＊定期券は30%割引 ＊都県跨ぎ乗車（埼玉県）も
適用
50%割引：一般路線バス

東急トランセ

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.transses.co.jp

東急バス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.tokyubus.co.jp

国際興業バス
小田急シティバス
小田急バス
新日本観光自動車
神奈川中央交通

西武バス

東京特急ニュースター号

東武バス
(東武バスセントラル）

50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（東京～京
都・大阪）
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス・スカイツリー
シャトル（上野・浅草線に限る）・深夜急行バス（東京～埼玉
県・千葉県各地）
＊定期券は30%割引
＊都県跨ぎ乗車（埼玉県・千葉県）も適用

http://5931bus.com
http://www.odakyu-citybus.jp
http://www.odakyubus.co.jp
http://www.shinnihon-inc.com
http://www.kanachu.co.jp
http://www.nisitokyobus.co.jp
http://www.seibubus.co.jp
http://www.asahibus.jp

http://www.osakabus.jp/route/tokyo.html

http://www.tobu-bus.com

日立自動車交通

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.hitachi-gr.com

平和交通バス・あすか交通バス

50%割引（要介助者は付き添い1人まで）：成田空港直行バス
（東京～成田）、深夜急行バス・日中高速バス（東京～千葉県
内各地）

立川バス

50%割引：一般路線バス＊都内在住者に限る ＊都内路線に限る http://www.tachikawabus.co.jp

イーグルバス
協同観光バス
グローバル交通
けんちゃんバス（丸建自動車）

50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス・空港連絡バス
（川越～羽田）
＊定期券は30%割引
埼玉県内各市の委託事業で市内循環ﾊﾞｽを運行
手帳所持者無料の運用、各市で異なる部分あり
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス ＊定期券は30%
割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス

ジャパンタローズ

50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引

マイスカイ交通

50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊都県跨ぎ乗車も可

メートー観光

50%割引：一般路線バス

ライフバス

埼玉

http://www.tachikawabus.co.jp

京王電鉄バス（東、中央、南、小
金井の４子会社含）

西東京バス

３関東

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50%割引(介助者１人まで）
無料、（介助者も50％割引）

都道府県 事業者名
大島旅客自動車
ケイエム観光バス
ケイエム観光バス（お台場レイン
ボーバス・kmフラワーバス）
京成タウンバス

東京
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茨城急行自動車（茨急バス）
京成バス
国際興業バス
国際十王交通
西武バス
西武観光バス
川越観光自動車
大和観光自動車
朝日自動車
東武バス
(ウエスト、セントラル）

秩父鉄道観光バス

50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引＊埼玉県庁が
精神手帳による割引を紹介（HPは「身体障害者手帳・療育手
帳」と記載）
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊都県跨ぎ乗車も可
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス ＊定期券は30%
割引＊県内路線に限る（都県跨ぎ乗車は都内在住者のみ割引）
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス・深夜急行バス
＊定期券は30%割引
×

http://heiwakotsu.com

http://www.new-wing.co.jp
http://www.kyodo-g.co.jp/
http://www.globalbhttp://www.pref.saitama.lg.jp/
a0604/seisinbus.html
http://maru-ken.co.jp/
http://www.taros-bus.co.jp
http://www.mysky.co.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.metobus.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.lifebus.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.ibakyu.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.keiseibus.co.jp
http://5931bus.com
http://www.juo.co.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.seibubus.co.jp
http://www.seibukankoubus.co.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.kawagoebus.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.daiwakankobus.co.jp
http://www.asahibus.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seisinbus.ht
ml
http://www.tobu-bus.com
http://www.ctb.co.jp/

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
しずてつジャストライン（横浜ラ
イナー）
神奈川 伊豆箱根バス
富士急山梨バス
JRバス関東
鴨川日東バス
九十九里鉄道
小湊鉄道
館山日東バス
千葉海浜交通
ちばグリーンバス
ちばシーサイドバス
ちばシティバス
千葉中央バス
千葉内陸バス
ちばフラワーバス
ちばレインボーバス
天羽日東バス
東洋バス
千葉

成田空港交通

日東交通
３関東

阪東自動車

京成トランジットバス
京成バス
京成バスシステム
新京成バス
大利根交通自動車
東京ベイシティ交通
東武バス
道の駅多古～成田空港第2ターミ
ナルビル間シャトルバス
福島交通
平和交通バス・あすか交通バス
(ビートランセグループ）

HMC東京
船橋新京成バス
松戸新京成バス
関鉄グリーンバス
茨城急行自動車（茨急バス）
茨城交通バス（茨交バス）
茨城

関東鉄道バス（関鉄バスグループ）
昭和観光自動車
大利根交通自動車
朝日自動車
椎名観光バス
日立電鉄交通サービス
JRバス関東

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版
掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（横浜～静
岡）
50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引
（THEアクセス成田のみ）50%割引（介護者1人まで）：成田
空港～東京駅・銀座駅
＊空港直行便以外の路線では割引がないため注意
一般路線バス：50％割引（介助者1名まで）
＊定期30％
一般路線・高速バス：50％割引（介助者1人まで、但し2人以
上必要な場合は手帳等に記載あれば対応）
＊定期券30％割引
50％割引（介助者１人まで）
＊定期30％割引
50％割引（介助者１人まで）
＊定期30％割引
高速バス：割引なし
50％割引（介助者１人まで、事業者が必要と認める方）
（現金・ICカードご利用のいずれも対象）
一般路線バス：50％割引（介助者１人まで）＊定期券30％割
引
高速バス：割引なし
50％割引（介助者１人まで）
50％割引（介助者１名まで）
50％割引（介助者１人まで、事業者が必要と認める方）
（現金・ICカードご利用のいずれも対象）
一般路線バス：50％割引（介助者１人まで）＊定期は30％割
引
＊四街道市循環バス（手帳所持者、介助者1名：無料）
高速バス：割引なし
高速バス・路線バス：50％割引(介助者人まで）
＊定期は30％割引
50%割引：一般路線バス
一般路線バス：50％割引（介助者１人まで）＊定期券30％割
引
高速バス：割引なし
一般路線バス：50％割引（介助者１人まで）
高速バス：割引なし
事業者単独運営路線の高速・一般路線で50％割引（介助者1人
まで）
定期は1路線のみで発行、特に規定が無い為申し出あれば対応
一般路線バス：50％割引（介助者１人まで）＊定期券30％割
引
高速バス：割引なし
割引適用者の運賃（普通旅客運賃）について
身体障害者・知的障害者・精神障害者及び、児童福祉法の適用
を受ける方が対象です。
（運賃お支払いの際に、手帳の写真が貼付されたページを開い
て、乗務員に提示してください。）
（なお、写真の無いものは適用できません。）
割引大人運賃・・・大人運賃の半額（現金の場合10円単位に切
り上げ、ＩＣ の場合 1円単位に切り上げ）
割引小児運賃・・・小児運賃の半額（現金の場合10円単位に切
り上げ、ＩＣ の場合 1円単位に切り上げ）
介護人・付添人の方の割引は、当社が必要と認めた場合に限り
ます。
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊都県跨ぎ乗車も可
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引（介護者1人まで）：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引（介護者1人まで）：一般路線バス・深夜急行バス
（流山・柏～東京）
＊定期券は30%割引
無料
50%割引（1級は介助者1人まで）
：空港バス（成田空港～福島・郡山）
50%割引（介助者1人まで）：成田空港直行バス（成田～東
京）、深夜急行バス・日中高速バス（県内各地～東京）
×
×
×
一般路線：５０％割引
＊定期券30％割引
高速バス：割引なし
50%割引
50%割引（要介助認定者は介助者1人も割引）
＊定期券は30%割引
一般路線：５０％割引＊定期券30％割引
高速バス：割引なし
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
×

連絡先
http://www.justline.co.jp
http://www.izuhakone.co.jp/bus
http://www.yamanashibus.com
http://accessnarita.jp
http://www.kamogawanitto.co.jp/
http://www.kujyukuri-tetsudo.co.jp/
043-261-5141
http://www.tateyamanitto.co.jp/
http://www.kaihin-bus.co.jp/
http://www.chibagreenbus.co.jp/index.php
http://www.toyo-bus.co.jp/
http://www.citybus.co.jp/pc/p010000.php
http://www.chibachuobus.co.jp/
http://www.chibanairikubus.co.jp/pc/p010000.php
http://www.flower-bus.co.jp/
http://www.chiba-rainbow-bus.jp
住所： 〒299-1607 千葉県富津市湊７２８
電話:0439-67-0562
http://www.toyo-bus.co.jp/
http://www.nariku.co.jp/
http://www.nitto-kotsu.co.jp/

http://www.bandobus.co.jp/

URL：http://www.transitbus.co.jp
http://www.keiseibus.co.jp
http://www.keisei-bus-system.co.jp
http://www.shinkeisei.co.jp/bus
http://yanakanagata.web.fc2.com
http://www.baycity-bus.co.jp
http://www.tobu-bus.com
http://www.town.tako.chiba.jp/topics/14091.html
http://www.fukushima-koutu.co.jp
http://heiwakotsu.com
http://www.hmc-tokyo.co.jp/
http://www.shinkeisei.co.jp/bus/
http://www.shinkeisei.co.jp/bus/search/
http://www.kantetsu.co.jp/greenbus/sitemap/sitemap.html
http://www.ibakyu.jp
http://www.ibako.co.jp
http://www.kantetsu.co.jp
http://www.iba-showa.com
http://yanakanagata.web.fc2.com
http://www.asahibus.jp
http://ja.wikipedia.org/wiki/椎名観光バス
http://www.hitachi-dentetsu.co.jp
http://www.jrbuskanto.co.jp/

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
国際十王交通
高山運輸倉庫
つゝじ観光バス
永井運輸（永井バス）
ボルテックスアーク
矢島タクシー
群馬
関越交通バス

３関東

館林観光バス
群馬バス
群馬中央バス
上信電鉄（鉄道・一般路線バス）
日本中央バス
JRバス関東
茨城交通バス
栃木

東武バス
（東部バス日光、日光交通）

JRバス関東

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版
掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
一般路線：50％割引
高速バス：割引なし
50％割引
＊定期は30％程度
50%割引：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊群馬県庁が精神手帳による減免を紹介（HPには記載なし）
50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50％割引、介助者は運転手の判断で割引
回数券:％割引、定期は30％程度
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引＊東吾妻町内路線は除く
50%割引：一般路線バス
＊群馬県庁が精神手帳による減免を紹介
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊群馬県庁が精神手帳による減免を紹介
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊定期券も50%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
×
50%割引（要介助認定者は付き添い1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介護者1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
×

連絡先
http://www.juo.co.jp/guide.html
http://www.takayamaunyu-souko.jp/
http://homepage3.nifty.com/tutuji
http://www.nagai-unyu.net
http://www.pref.gunma.jp/07/p11700032.html
http://www.vortex.gr.jp/group/ark
http://www.yajimataxi.com/
http://www.kan-etsu.net
http://www.tatekan.co.jp
http://www.gunbus.co.jp
http://gunmachuobus.co.jphttp://www.pref.gunm
a.jp/07/p11700032.html
http://www.joshin-dentetsu.co.jp
http://www.ncbbus.co.jphttp://www.pref.gunma.j
http://www.jrbuskanto.co.jp/
http://www.ibako.co.jp
http://www.tobu-bus.com
http://www.jrbuskanto.co.jp/

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

都道府県 事業者名

静岡

山梨

内容
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・高速バ
秋葉バスサービス（静鉄交通ｸﾞﾙｰ
ス（静岡～横浜線に限る）・空港アクセスバス（静岡駅・島田
ﾌﾟ）
駅～富士山静岡空港）
＊定期券は30%割引
50％割引・手帳に介護マーク介助者１人まで割引、
伊豆箱根バス
＊定期券30％、介護者用定期も発行
（自治体の業務委託は除く）
50%割引（1級または12歳未満は介助者1人まで）：一般路線
遠州鉄道（遠鉄バス）
バス・空港直行バス（浜松・掛川ほか～セントレア） ＊定期
券は30%割引 ＊障がい者用ナイスパスの発行も可
50%割引（1級は介助者1人まで）：一般路線バス・高速バス
しずてつジャストライン
（静岡～横浜線に限る）・空港アクセスバス（静岡駅・島田駅
～富士山静岡空港） ＊定期券は30%割引
50％割引・介助者は介護者手帳を持つ県内在住者のみ１名まで
浜松バス
割引＊定期券は30％
（自治体の業務委託は除く）
山交タウンコーチ（山梨交通ｸﾞﾙｰ 50%割引：一般路線バス
ﾌﾟ）
＊定期券は30%割引
本人50％・手帳に介護マーク記載で介護者１名50％
大井川鐵道
＊定期券50％
50%割引：一般路線バス
東海バス（伊豆・南伊豆・西伊
＊定期券は30%割引＊静岡県バス協会が精神手帳による割引を
豆・新東海・沼津登山）
紹介（HPには記載なし）
50%割引：一般路線バス
富士急行バス(富士急シティ・富士
＊定期券は30%割引＊静岡県バス協会が精神手帳による割引を
急静岡）
紹介（HPには記載なし）
50%割引：一般路線バス
栄和交通バス
＊定期券は30%割引
山梨交通グループ（山梨交通・山
50%割引：一般路線バス
交タウンコーチ・山梨貸切自動
＊定期券は30%割引
車）
50%割引：一般路線バス
富士急山梨バス
＊定期券は30%割引
浦原鉄道
調査中
JRバス関東
×
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス ＊定
アルピコ交通バス
期券は30%割引
＊諏訪地区（旧諏訪バス）は1級に限る
上田バス
一般路線バス：50％割引・定期券30％割引
一般路線バス：コミュニティバスに移行、町村毎に一律料金
おんたけ交通
（各 町村役場にお問い合わせください）
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス ＊定
伊那バス
期券は30%割引
菜の花バス(飯山市バス）

４中部

信南交通
長野
西武高原
千曲バス
草軽交通
中央アルプス観光
長電バス
北アルプス交通（関電アメニック
ス）
JRバス関東
越後交通グループ（越後・越後柏
崎・南越後観光）

新潟

新潟交通グループ（新潟交通・新潟
交通観光・新潟交通佐渡）
頸城自動車グループ（頸城・糸魚
川・くびき野・東頸・頸北観光・頸
南）
あおい交通
遠州鉄道（遠鉄バス）
名古屋臨海高速鉄道株式会社（あ
おなみ線）
三重交通
加越能バス
岐阜バス

愛知

三重交通（三交バス）
名古屋空港直行バス
名古屋特急ニュースター号
名鉄バス（中部・東部含）
知多乗合
豊栄交通
豊鉄バス
名古屋ガイドウェイバス株式会社

http://www.akihabus.co.jp/
http://www.izuhakone.co.jp/bus/index.html/
http://bus.entetsu.co.jp
http://www.justline.co.jp
http://www.hamabus.co.jp/
http://yamanashikotsu.co.jp/
http://oigawa-railway.co.jp/
http://www.tokaibus.jp
http://www.shizuoka-buskyokai.or.jp/_pdf/doc006.pdf
http://bus.fujikyu.co.jp
http://www.shizuoka-buskyokai.or.jp/_pdf/doc006.pdf
http://eiwa-kotsu.com
http://yamanashikotsu.co.jp
http://www.yamanashibus.com
http://www.jrbuskanto.co.jp/
http://www.alpico.co.jp/traffic
http://www.uedabus.co.jp/
http://www.rosenzu.com/ontake/
http://www.ibgr.jp
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuz
aisei/kikakuchosei/public_traffic/bus-all.htm

50%割引
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス
期券は30%割引
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス
期券は30%割引
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス
期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）
＊定期券も50%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス
期券は30%割引

連絡先

＊定
＊定
＊定

http://www.shinnan.co.jp
http://www.seibubus.co.jp/kogen/
http://www.chikuma-bus.co.jp
http://www.kkkg.co.jp
http://www.chuo-alps.com

＊定

http://www.nagadenbus.co.jp

50%割引（1級は介助者1人も割引）

http://kitaalps-kotsu.k-amenix.co.jp

×

http://www.jrbuskanto.co.jp/
http://www.echigo-kotsu.co.jp
http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/36/seishi
nshogai-waribiki.html

50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引：一般路線バス ＊定期券は30%割引
＊障がい者用ICカード（りゅーと）発行可

http://www.niigata-kotsu.co.jp

50%割引：一般路線バス
＊定期券は30%割引

http://www.marukei-g.com

50％割引（介助者1人まで）：ピーチバス
http://www.aoi-komaki.co.jp/
＊定期券50％割引（業務委託ﾊﾞｽは除く）
50%割引（1級または12歳未満は介助者1人も割引）：空港直
http://bus.entetsu.co.jp
行バス（セントレア～浜松・掛川ほか）
福祉特別乗車券交付者

http://www.aonamiline.co.jp/cgi/index.asp

50%割引（介護者は運転手判断で認める）：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人まで）：高速バス（名古屋～城
端・砺波・高岡・氷見）
50%割引（介助者1人まで）：高速バス（名古屋～美濃・関）
＊定期券は30%割引
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
＊一部対象外の路線あり

http://www.sanco.co.jp/

50%割引（介助者1人まで）：名古屋駅～名古屋空港
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（名古屋～京
都・大阪）
50%割引（2級以上は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引（12歳以上に限る）
×
×
×
×

http://www.kaetsunou.co.jp
http://www.gifubus.co.jp
http://www.sanco.co.jp
http://www.town.toyoyama.lg.jp/1kurasi/18koutu
/aoi
http://www.osakabus.jp/route/nagoya.html
http://www.meitetsu-bus.co.jp
http://www.chitabus.co.jp/top-00.htm
http://www.hoei-group.co.jp/
http://www.toyotetsu.jp/
http://www.guideway.co.jp/

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

388社・グループ）

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
三校伊勢志摩交通
八風バス
三重

三重急行自動車
三岐鉄道（三岐バス）
三重交通（三交バス）
北恵那交通
岐阜バスコミュニティ
東濃鉄道(東鉄バス)

岐阜

名阪近鉄バス
加越能バス
岐阜乗合自動車

４中部

濃飛乗合自動車
能登島交通
加越能バス
石川

地鉄バス（富山地方鉄道バス）

50%割引（介助者とも）：一般路線バス
あり
50％割引（介助者1人まで）
＊定期券30％割引

＊一部対象外の路線

小松バス
立山黒部観光(貫行)

調査中
50％割引（介助者も割引）
50%割引（1級は介助者も1人割引）：一般路線バス・高速バ
ス（高岡・砺波ほか～金沢・名古屋）
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者も1人割引）：一般路線バス・高速バ
ス（富山～金沢） ＊定期券は30%割引
＊障がい者用ecomyca（ICカード）発行可
調査中
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス ＊回数券も50%
割引、定期券は30%割引

地鉄バス（富山地方鉄道）
海王交通
京福バス
大和交通

福井鉄道

http://www.sanco.co.jp/
http://happubus.sanco.co.jp/
http://miekyuko.sanco.co.jp/

http://www.sanco.co.jp
http://www.kitaena.co.jp/route/

50％割引（介助者1人まで）
（自治体の業務委託は除く）
一般路線バス：50%割引
＊定期券は30%割引
高速バス：割引なし
一般路線バス：50%割引（介助者1人まで） ＊定期券は30%
割引
高速バス：割引なし
50%割引（1級は介助者1人まで）：高速バス（各務原・美濃
～城端・砺波・高岡・氷見）
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス・高速バス（美
濃・関～名古屋）
＊定期券30%割引
50%割引（介助者1人まで）
＊定期券30%割引
50％割引（介助者も割引）
＊定期は対象外
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（金沢～高
岡・砺波）
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（金沢～富
山）

北陸鉄道バス（北鉄バス・能登・奥
能登・金沢・加賀温泉・加賀白山）

加越能バス

連絡先

http://www.sangirail.co.jp/contents/annai/bus/s
angibus.htm

50%割引：一般路線バス

50%割引：一般路線バス・能登特急
＊ICaにも適用

冨山

福井

内容
50%割引（介助者も割引）
＊事業者が別に指定する路線を除きます。また、介護人又は付
添人の割引は、事業者において介護又は付添いの必要を認めた
場合に限る。
50%割引（介助者は介護者の証明が必要）：一般路線バスのみ
50%割引（介助者は介護者の証明が必要）：一般路線バスのみ
＊共同運航の高速バスは対象外
＊定期券30％割引 回数券・パス50％割引

http://www.gifubus-com.co.jp/
http://www.tohtetsu.co.jp/
https://www.mkb.co.jp/
http://www.kaetsunou.co.jp
http://www.gifubus.co.jp
http://www.nouhibus.co.jp
住所： 〒926-0213 石川県七尾市能登島須曽町
４０−７６ 電話:0767-85-2130
http://www.kaetsunou.co.jp
http://www.chitetsu.co.jp
http://www.hokutetsu.co.jp
http://komatsubus.jp/
https://tkk.alpen-route.co.jp/company/business
http://www.kaetsunou.co.jp
http://www.chitetsu.co.jp
http://www.meiho-group.jp/kaio_kotsu/
http://bus.keifuku.co.jp

http://www.daiwaobama.co.jp
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/shougais
ien/waribiki-bus.html
http://www.fukutetsu.jp
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス ＊回数券も50%
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/shougais
割引、定期券は30%割引
ien/waribiki-bus.html
50%割引（介助者1人まで）：一般路線バス
割引、定期券は30%割引

＊回数券も50%

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
北港観光バス
水間鉄道

大阪

大阪シティバス（堺～USJ、
IKEA鶴浜～大正）
大阪バス
奈良交通バス
日本城タクシー（路線バス：大阪
～松原）
京都京阪バス
京都バス
プリンセスラインバス株式会社
（旧京都急行バス）

京都

ヤサカバス
大阪バス
丹後海陸交通（丹海バス）
奈良交通バス
京阪京都交通
江若交通

滋賀

近江鉄道バス・湖国バス
滋賀バス
帝産湖南交通
エヌシーバス
吉野代峯ケーブル自動車

5近畿
奈良

三重交通（三交バス）

奈良交通バス

尼崎交通事業振興
神戸フェリーバス

兵庫

ゆめぐりエクスプレスバス（湯村
温泉～鳥取）
全但バス
神戸交通振興
みなと観光バス(東灘区）
すさみ交通
龍神自動車（龍神バス）
熊野交通
御坊南海バス

和歌山 三重交通（三交バス）
大十バス
中紀バス
奈良交通バス
南海りんかんバス
明光バス
有田鉄道バス

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版
掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50％割引（介助者も割引）
コスモスライナー：50％割引、定期は30％
貝塚市はーもにーばす：手帳の提示、福祉課の乗車証で無料
（介護人は福祉課証明書で無料）

連絡先
http://hokkohbus.co.jp/

50%割引

http://citybus-osaka.co.jp

50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（大阪～東
京・名古屋・福知山・高知、東大阪～京都）
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（介助人1人まで）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50％割引（介助者は介護の印鑑で割引）
＊定期は30％
岩倉方面１路線のみで京都市福祉乗車証があれば無料
50％割引（介助者1人まで）
＊定期券50％
50％割引（介助者は介護の印鑑で割引）
＊定期は30％
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（京都～東
京・東大阪、京田辺～名古屋、福知山～大阪）
50%割引：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
×
× 前回割引制度有りとしていましたが誤りでした。
関係者の皆様にお詫びいたします。
50%割引（要介助認定者は介助者1人も割引）
＊定期券は30%割引
50%割引
50%割引：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50％割引（介助者1人まで）
50%割引（介助者も割引）：一般路線バス
＊一部対象外の路線あり
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・定期観
光バス
＊定期券は30%割引
＊奈良市在住者は市内路線に限り無料（事前に友愛バス優待乗
車証を発行する）
市バス特別乗車証を発行（市内手帳所持者）、市外在住者は
50％割引定期は30％割引
50%割引（介助者とも）：一般路線バス（駅-港）
50%割引（要介助認定者は介助者1人まで）
50%割引：一般路線バス・天空バス（竹田城シャトル）
＊天空バス：1日券50%割引
×
×
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス・特急バス（勝浦～本宮大社）・フ
リーきっぷ（悠遊フリー／3日間有効）
定期観光バス（熊野三山巡りコース割引あり、熊野古道那智山
めぐりコース割引あり）
50%割引：一般路線バス
50%割引（介護者とも）：一般路線バス
＊一部対象外の路線あり
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス ＊定期
券は30%割引
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス

http://www.suitetsu.com/

http://www.osakabus.jp
http://www.narakotsu.co.jp
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpcxp600/page00
5.html
http://www.kyotokeihanbus.jp/
http://www.kyotobus.jp/
http://www.css-c.com/
http://www.yasakabus.com/
http://www.osakabus.jp
http://www.tankai.jp
http://www.narakotsu.co.jp
http://www.keihankyotokotsu.jp/
http://www.kojak.co.jp/
http://www.ohmitetudo.co.jp/bus
http://www.ii7.jp/bus
http://www.teisan-konan-kotsu.co.jp
http://ja.wikipedia.org/wiki/エヌシーバス
http://www.yokb315.co.jp/top.htm
http://www.sanco.co.jp

http://www.narakotsu.co.jp

http://atskk.jp/
http://www.kobe-ferrybus.co.jp/
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1320
200067267
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view
=12086
http://www.zentanbus.co.jp
http://www.kctp.co.jp/
http://www.kobe-minato.co.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/すさみ交通
http://www.ryujinbus.com
http://www.kumakou.co.jp
http://www.g-nankai.co.jp
http://www.sanco.co.jp
http://www.daijyu-bus.co.jp
http://www.chukibus-group.co.jp
http://www.narakotsu.co.jp
http://www.rinkan.co.jp
http://meikobus.jp
http://www.aritetsu.com

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
因の島運輸
エイチ・ディー西広島
江田島バス
エンゼルキャブ
おのみちバス
さんようバス
瀬戸内産交
第一タクシー
豊平交通
広島電鉄
広島

一畑バス
芸陽バス
広交観光
広島バス

広島交通
石見交通バス
中国ジェイアールバス

中国バス
日ノ丸バス

６中国

備北交通
本四バス
鞆鉄道（路線バス）
宇野自動車（宇野バス）
岡山電気軌道
北振バス
中鉄北部バス
井笠バスカンパニー
岡山

下津井電鉄（下電バス）
中国ジェイアールバス
中鉄バス
備北バス
両備バス
八晃運輸めぐりんバス
一畑バス
隠岐海士バス

島根

出雲一畑交通
松江一畑交通
石見交通バス
日ノ丸自動車

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
広島県・市の発行する手帳のみ50％割引（介助者とも）
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は手帳に介護印を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は2人まで）
＊定期券30％
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス ＊定期券は30%割引
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50％割引（介助者は介護認定を受けておくことで割引）
＊定期券30％
50%割引：県内高速バス（広島～三次）
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス ＊定期券は30%割引
50%割引：高速バス（広島～徳山）
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス ＊定期券は30%割引
50%割引（要介助認定者は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス・県内高速バス（広島～福山・尾道・因島・府中・甲山・甲
奴）・広島空港リムジンバス（広島～広島空港）
＊定期券は30%割引
50%割引：高速バス（広島～浜田・益田・大田）
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス・空港連絡バス（広島～広島空港）
＊定期券は30%割引
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス
＊定期券は30%割引
50%割引：高速バス（広島～鳥取）
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス・県内高速バス（広島～三次・庄原） ＊定期券は30%割引
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス ＊定期券は30%割引
50%割引（1級と12歳未満は介助者1人も割引）：一般路線バ
ス ＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港リ
ムジンバス（岡山空港～倉敷） ＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・高速バ
ス（岡山～倉吉） ＊定期券は30%割引
×
50%割引：路線バス・隠岐汽船接続バス・松江境港シャトルバ
ス
50%割引
＊島根県庁が精神手帳による割引を紹介（公式サイトは存在し
ない模様）
空港連絡バス：50%割引（出雲空港～出雲市駅・出雲大社・玉
造温泉）、タクシー：10%割引
50%割引（介助者1人まで）：空港連絡バス（松江～出雲空
港・米子空港）
50%割引：一般路線バス・高速バス（浜田・益田・大田～広
島）
50%割引

連絡先
住所： 〒722-2323 島県尾道市因島土生町荒神
区2201
http://www.bonbus.co.jp/
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/article
s/show/491
住所： 〒731-0142 広島県広島市安佐南区高取
南２丁目29-22 電話:082-872-5799
http://onomichibus.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/さんようバス
住所： 〒737-0403 広島県呉市蒲刈町田戸２１３
３−１
電話:0823-70-7051
http://daiichi-taxi.com/
http://toyohira.sakura.ne.jp/
http://www.hiroden.co.jp/discount/handicap.html
http://www.ichibata.co.jp/bus
http://www.geiyo.co.jp
http://www.hirobus.co.jp
http://www.hirobus.co.jp
http://www.hiroko-group.co.jp/kotsu
http://iwamigroup.jp
http://www.chugoku-jrbus.co.jp
http://www.chugokubus.jp
http://www.hinomarubus.co.jp
http://www.bihoku.co.jp
http://www.honshi-bus-kaihatsu.com
http://www.tomotetsu.co.jp
http://www.unobus.co.jp
http://www.pref.okayama.jp/page/detailhttp://www.okayama-kido.co.jp/
http://www.hokushin-bus.com/index.shtml
http://www.chutetsu-bus.co.jp/
http://www.ikasabusco.jp
http://www.pref.okayama.jp/page/detailhttp://www.shimoden.co.jp
http://www.chugoku-jrbus.co.jp
http://www.chutetsu-bus.co.jp
http://www.bihokubus.com
http://www.pref.okayama.jp/page/detail29612.html
http://www.ryobi-holdings.jp/bus
http://megurin-okayama.com/
http://www.ichibata.co.jp/bus
http://www.town.ama.shimane.jp/kankoh/shop/0
410/post-6.html
http://www.ichibata.co.jp/t-izumo
http://www.ichibata.co.jp/taxi-matsue
http://iwamigroup.jp
http://www.h-buscenter.com/waribiki
http://www.hinomarubus.co.jp

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
日本交通（日交バス）
ゆめぐりエクスプレスバス（鳥取
～湯村温泉）
鳥取

松江一畑交通
日ノ丸バス
両備バス
いわくにバス
サンデン交通

６中国

船木鉄道
ブルーライン交通
山口

坊長交通（防長バス）
広交観光
船鉄バス
中国ジェイアールバス

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50%割引（要介助者は介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引（要介助認定者は介助者1人まで）
50%割引（介助者１人まで）：空港連絡バス（米子空港～松
江）
50%割引：一般路線バス・高速バス（鳥取～広島）・空港連絡
バス（鳥取空港・米子鬼太郎空港）
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（倉吉～岡
山）
50%割引（介助者1人まで）、一般路線バス・高速バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
50%割引（介助者は手帳に介護印あれば1人まで割引）、一般
路線バス
50%割引（1級は介助者１人も割引）：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス ＊県内
在住者に限る
50%割引：高速バス（徳山～広島）
50%割引（1級は介助者１人も割引）：一般路線バス
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港連
絡バス（山口市～山口宇部空港）

連絡先
http://www.nihonkotsu.co.jp
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?vie
w=12086
http://www.ichibata.co.jp/taxi-matsue
http://www.hinomarubus.co.jp
http://www.ryobi-holdings.jp/bus
http://www.iwakuni-bus.com/
http://www.sandenkotsu.co.jp
http://www.sentetsu.biz-web.jp/
http://www.sandenkotsu.co.jp/group/blk
http://www.bochobus.co.jp
http://www.hirobus.co.jp
http://www.sentetsu.biz-web.jp
http://www.chugoku-jrbus.co.jp

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
大川自動車
琴参バス
香川

ことでんバス
小豆島オリーブバス

高知

徳島

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50％割引 ＊定期券30％割引
さぬき市内ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ：減額（平日100円、休日200円）とな
ります。
50％割引 ＊定期券30％割引
さぬき市内ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ：減額（平日100円、休日200円）とな
ります。
50％割引
＊定期券30％割引
50％割引
＊定期券30％割引

連絡先
http://www.okawabus.com/
http://www.kotosan.co.jp/
http://www.kotoden.co.jp/publichtm/bus/fare/in
dex.html
http://www.shodoshima-olive-bus.com/

http://tour.tabitama.co.jp/special/oneday/bus_c
ompany_dt_2048.html
50%割引（1級は介助者1人も割引）：路面電車・一般路線バ http://www.tosaden.co.jp
とさでん交通
ス・空港連絡バス
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/37/tosade
＊高知市役所が精神手帳による割引を紹介（HPには記載なし） n.html
県交北部交通
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
http://ja.wikipedia.org/wiki/県交北部交通
高知駅前観光
50%割引（介助者1人まで）：空港連絡バス
http://kochiekimaekanko.jp
高知西南交通
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
http://www.kochi-seinan.co.jp
高知東部交通
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
http://www.tobukoutsu.net
50%割引（1級は介助者1人も割引）：高速バス（高知～大
高知特急ニュースター号
http://www.osakabus.jp/route/kochi.html
阪）
黒岩観光
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
http://kurokan.net
四万十交通
50%割引：一般路線バス
http://ja.wikipedia.org/wiki/四万十交通
四万十交通（旧高南観光自動車） 50％割引（介助者とも）
http://konankanko.jp/
嶺北観光自動車
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
http://ja.wikipedia.org/wiki/嶺北観光自動車
四国交通
50%割引
http://yonkoh.co.jp
徳島バス
50%割引（1級は介助者１人も割引）
http://www.tokubus.co.jp
鬼ヶ島観光自動車

７四国

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

調査中

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名

50％割引（介助者は必要に応じて割引）

いわさきバスネットワーク

50%割引（1級のみ介助者1人も割引）、
＊3級は割引なし：一般路線バス・空港連絡バス
＊1級のみ定期券30%割引

http://ja.wikipedia.org/wiki/いわさきバスネット
ワーク

沖永良部バス企業団

50％割引（介助者とも）

http://okinoerabu.info/tabi/index/detail/k/00008
1/

しまバス（奄美大島）
徳之島総合陸運
道の島交通
南陸運
鹿児島
三州自動車バス

長崎

福岡

宮崎

大分

http://kakeroma-bus.com/
http://shimabus.jp
http://www.sogorikuun.com/
http://shimabus.jp/index.html
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M12014/46
535/24630238489/
http://ja.wikipedia.org/wiki/三州自動車

50%割引（1級は介助者1人も割引）、
＊3級は割引なし：一般路線バス・空港連絡バス
＊1級のみ定期券30%割引

http://ja.wikipedia.org/wiki/鹿児島交通
URL：
http://www.town.china.lg.jp/modules/topics/inde
x.php?page=article&storyid=319

種子島・屋久島交通

50%割引（1級は介助者1人も割引）、
＊3級は割引なし：一般路線バス・空港連絡バス
＊1級のみ定期券30%割引

http://ja.wikipedia.org/wiki/種子島・屋久島交通

大和観光バス

50％割引（介助者とも）

http://town.nakatane.kagoshima.jp/nakatane01/
daiwa-bus.html

熊本電気鉄道
産交バス

50%割引（要介助者は介助者1人も割引）：一般路線バス
定期券は30%割引
50％割引、熊本県内路線
50％割引、熊本県内路線

九州産交バス

50%割引

熊本バス
熊本都市バス

８九州

50％割引
貸し切り部門は対象外
50%割引：一般路線バス
50％割引（介助者とも）
50％割引
50％割引
タクシーは10％割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）、
＊3級は割引なし：一般路線バス・空港連絡バス
＊1級のみ定期券30%割引

鹿児島交通

南国交通

佐賀

連絡先
http://kikaijimanavi.com/shukutawn/rentacar/si
mabasu.shtml

内容

奄美航空（喜界バス）

加計呂麻バス

熊本

掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

＊

＊県内で乗降する場合に限る

50%割引
50%割引
50%割引（介助者とも）＊定期券30%割引
昭和自動車
＊県内で乗降する場合に限る
西肥自動車
50%割引 ＊定期券30%割引
50%割引（介助者1人まで）
祐徳バス
＊定期券は30%割引
50％割引（介護者は運転手の判断で運用）
壱岐交通
＊定期券は30％割引
さいかい交通
50%割引（1級は介助者１人も割引）：一般路線バス
50％割引
させぼバス
＊定期券30％割引
生月自動車
50%割引（要介助認定者は介助者1人まで）：一般路線バス
50%割引、（１級は介助者も割引）回数券も対象。＊定期とフ
対馬交通
リーパスは割引なし
50%割引：一般路線バス・空港リムジン等 ＊定期券30%割引
長崎県央バス（全線県営バス事業）
＊高速バスは対象外
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・県内高
速バス（長崎～佐世保）・空港バス（長崎空港～佐世保・ハウ
西肥バス
ステンボス）
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港リ
長崎バス
ムジン
50%割引：一般路線バス・空港リムジン等 ＊定期券30%割引
長崎県営バス(長崎県交通局）
＊高速バスは対象外
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス
島原鉄道(島鉄バス）
＊回数券も50%割引 ＊定期券は30%割引
50％割引＊循環バス：精神障害者手帳（1 級のみ）及びその介
甘木観光
護者
高崎観光バス
50％割引
50%割引（要介助認定者は介助者1人まで）：一般路線バス・
宮崎交通バス
宮崎空港リムジンバス
＊定期券は30%割引
50%割引（1級は介助者1人も割引）：一般路線バス・空港連
三州バス
絡バス
＊1級のみ定期券30%割引
大分バスグループ：
50％割引（1級は介助者1名も割引）一般路線バス
大分バス、大野竹田バス、臼津交 30％割引：定期券
通
精神障害者保健福祉手帳（１～３級）所持者本人
大分交通グループ：
精神障害者保健福祉手帳（１級）所持者の介護人
大分交通、国東観光バス、大交北 ※本人確認のため、精神障害者保健福祉手帳に写真の貼付が必
部バス、玖珠観光バス
要です。
※割引の詳細については、各バス会社にお問い合わせくださ
亀の井バス株式会社
い。
大分バスグループ 電話 097-532-7000
その他：
大分交通グループ 電話 097-534-7455
日田バスの運行する一般路線バ
亀の井バス株式会社 電話 0977-25-1668
ス、空港バス、一部の高速バス
日田バス株式会社 電話 0973-22-7105
（日田～福岡線）

http://nangoku-kotsu.com
http://www.kumamotodentetsu.co.jp/
http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/
http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/ticket/inde
x.html
http://www.kuma-bus.co.jp
http://www.kumamoto-toshibus.co.jp
http://www.showa-bus.jp
http://www.bus.saihigroup.co.jp
http://www.yutoku.jp
http://iki-kotsu.com/bus/noriai.htm
http://www.saikai-kotsu.com
http://www.city.sasebo.lg.jp/benrimap/shisetsu/
chosha/028.html
http://ikitsuki-bus.co.jp/rosen.html
http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/cat1
07/post_103.html
電話番号 0957-26-6836（車庫）ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ221374
http://www.bus.saihigroup.co.jp
http://www.nagasaki-bus.co.jp/bus
http://www.keneibus.jp/
http://www.shimatetsu.co.jp
http://www.city.asakura.lg.jp/www/genre/00000
00000000/1348448785440/
http://navimiyazaki.com/0986-62-5630/
http://www.miyakoh.co.jp
http://ja.wikipedia.org/wiki/三州自動車

http://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/seishinbasuwaribiki.html

精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（バス編

388社・グループ）

＊自治体補助の割引を含みますが、自治体直営のバスは除いております。

地区

都道府県 事業者名
伊江島観光バス
西表島交通
東運輸
宮古協栄バス

９沖縄

沖縄

八千代バス
やんばる急行バス（那覇～美ら海
水族館・今帰仁ほか）
沖縄バス
東陽バス
那覇バス
琉球バス交通
共和バス

東京
秋田
岩手
宮城
山形
神奈川
千葉
愛知
石川
岐阜
冨山
福井
大阪
京都
10全国 滋賀
展開高速 兵庫
バス 岡山
広島
山口
高知
福岡

大阪
東京
愛知
京都
兵庫
広島
福岡
熊本

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年8月版
掲載の無い事業者や内容がございましたらお知らせください。

内容
50%割引、予約制、介助者は要介護認定が記載ありで50％割
引
50％割引（介助者とも）
＊ﾌﾘｰﾊﾟｽ券は対象外
50％割引（介助者とも）
＊ﾌﾘｰﾊﾟｽ券は対象外
50％割引（介助者とも）
＊回数券は対象外
50％割引（介助者とも）
＊回数券は対象外

連絡先

50%割引（介助者1人まで）

https://www.ok-connection.net

50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
50%割引：一般路線バス
調査中

http://okinawabus.com
http://www.toyobus.jp
http://okinawa.0152.jp
http://www.ryukyubuskotsu.jp
http://miyakojima.net/irabu/koutu/kyouwa-

http://www.iekanko.jp/
http://www.iriomote.com/web/access/bus/
http://www.cosmos.ne.jp/~bus/
http://www.miyako-net.ne.jp/~kyoeibus/top.html
http://yachiyo-bus-taxi.jp/

50%割引＊電話予約に限る
（東京～全国各地）
（秋田・大曲・横手～東京）
（盛岡ほか～東京・TDL・仙台・青森）
（仙台・古川～東京・TDL・一関）
（山形・天童・米沢～東京・TDL）
（横浜～愛知・岐阜・京都・大阪・神戸・広島）
（TDL～全国各地）
（名古屋・岡崎・豊田～東京・TDL・横浜）
（金沢・小松～東京・TDL）
（岐阜～東京・TDL・横浜）
オリオンツアー（OTBライナー）
http://www.orion-bus.jp
（富山・高岡～東京・TDL）
（福井～東京・TDL）
（大阪～東京・TDL・横浜・福岡）
（京都～東京・TDL・横浜・福岡）
（草津～東京・TDL）
（神戸～東京・TDL・横浜・福岡）
（岡山～東京・高知）
（広島～東京）
（山口～東京）
（高知～東京・岡山）
（博多・小倉～東京・京都・大阪・神戸）
50%割引（付き添い1人まで）＊電話予約に限る
＊ロイヤルバスの運行便に限る（WILLERグループ等の運行便
は対象外なので注意）
（大阪～福岡・熊本）
（東京～福岡）
（名古屋～広島・福岡）
ロイヤルエクスプレス
http://www.royalbus.jp
（京都～福岡・熊本）
（神戸～福岡・熊本）
（広島～名古屋）
（福岡～東京・大阪・名古屋）
（熊本～神戸・大阪・京都）

