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❶ 貸切バスの用途

観光・旅行

・ご友人、ご家族、町内会などの日帰りや宿泊旅行に。
・少人数の旅行、ご近所の旅行（マイクロツーリズム）にもご利用いただけます。

ビジネス

・会社の現地視察や社員研修、社員旅行等に。
・移動中も、打ち合わせや社員同士の交流等にご活用いただけます。

学校行事

・遠足や社会科見学、修学旅行のほか、部活・ゼミ・サークルの合宿等に。
・大人数の移動も貸切バスなら安心です。
・移動中は車内レクリエーションなどでお楽しみいただけます。

通勤、通学

・お客様のご指定の場所を経由して、会社や学校まで送迎が可能です。
・通勤、通学などの長期的なご利用の場合、年間契約による割引も可能です。

各種送迎

・結婚式などの冠婚葬祭にも便利です。
・遠方からのお客様も、会場まで迷わずにゆったりと座って移動でき、負担を軽減できます。
・その他、コンサートやスポーツ大会など、イベント時のシャトルバス送迎等にもご活用いただけます。

貸切バスの利用は、大人数での団体旅行だけだと思っていませんか？
実は、様々な用途にご利用いただけます。



❸ 貸切バスの種類

・旅行行程は、お客様のご要望次第です。お客様だけの旅の形を実現できます。
  ※但し、法令により1日の運転時間や走行距離に限度があります。（P.9～12参照）　
・出発地から目的地までドアtoドアでお送りします。
  乗継ぎ・乗換えがないので移動がスムーズです。高齢者や小さなお子様も安心快適です。
・荷物の持ち運びが不要です。大きな荷物があっても安心です。
・バス車内はお客様だけのプライベート空間。気兼ねなく存分にお楽しみいただけます。
・プロドライバーによる運行で安全・安心です。

❹ 貸切バスの主な装備
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大型バス

車両の長さが9ｍ以上、または旅客席数50人以上（補助席を含む）の車両。

乗車人数の目安　41～60人（補助席を含む）

中型バス

車両の長さが7mを超え9ｍ未満、または旅客席数49人以下の車両。
定員25人前後のサロンタイプの車両もあります。

乗車人数の目安　27～40人

小型バス

車両の長さが7ｍ以下で、かつ旅客席数が29人以下の車両。
定員16人前後のサロンタイプの車両もあります。

乗車人数の目安　21～29人
※乗車人数はあくまで目安であり、車種によって異なります。 詳しくは、バス会社へお問い合わせください。

※車両によって異なります。 詳しくは、バス会社へお問い合わせください。

❷ 貸切バスのメリット

・テレビ　・カラオケ　・CD/DVDプレーヤー　・冷蔵庫
・湯沸し器　・トイレ　・Free Wi-Fi　・USBポート
・コンセント　・プラズマクラスターイオン発生機
・車いす対応リフト　・床下貫通トランク
・回転サロンシート
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❺ 運賃・料金制度

❻ 北海道内における運賃・料金額（平成26年3月27日付北海道運輸局公示額）

安全コストを反映した合理的でわかりやすい
「時間・キロ併用制運賃方式」

平成26年4月1日より、運行の安全性を確保するため、
安全コストを反映した新たな運賃・料金制度がスタートしました。
バス会社は、運賃・料金の上限額・下限額を定めて運輸局長に届け出ており、
お客様からはこの範囲内で運賃・料金を頂きます。
バス会社は、上限運賃を上回った場合や下限運賃を下回った場合は、
届出運賃違反として行政処分されます。

運賃・料金は、需要の季節変動を踏まえて、上限額・下限額の幅の中で決定されます。

割引制度があります。

※道路運送法第9条の2第1項　　旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
　 　　　　　　　　　　　　　 【行政処分】　運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反　　初違反60日車、再違反120日車
    同法第10条　　　　　　　　  旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
　 　　　　　　　　　　　　　 【行政処分】　運賃又は料金の割戻しの禁止違反　　初違反60日車、再違反120日車

※但し、下限額を下回ることはできません。 
　また、当該施設（又は学校）の責任者の引率、当該施設長（又は学校長）の発行する証明書の提出が必要です。

上限額

キロ制運賃（1kmあたり）

対象団体 割引率

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の適用を受ける者の団体 3割引

学校教育法による学校(大学、高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体 2割引

大型車

中型車

小型車

大型車

中型車

小型車

キロ制料金（1kmあたり）

時間制料金（1hあたり）

170

150

120

6,130

5,180

4,450

20

2,730

120

100

90

4,250

3,580

3,080

10

1,890

時間制運賃（1hあたり）

交替運転者配置料金

深夜早朝運行料金

特殊車両割増料金

時間制運賃及び交替運転者
配置料金（時間制料金）の2割増以内

運賃の5割増以内

運
　
賃

料
　
金

下限額



❼ 運賃・料金の計算方法

時間制運賃

・（出庫前点呼・点検時間（1時間）＋走行時間＋帰庫後点呼・点検時間（1時間））×1時間あたりの運賃額
・走行時間が3時間未満の場合は、3時間として計算します。
・走行時間の端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。
・時間制運賃の最短は5時間となります。

キロ制運賃

・走行距離（出庫から帰庫までの距離で、回送距離を含む）×1キロあたりの運賃額
・距離の端数は、10キロ未満は10キロに切り上げます

5

①運賃　（時間制運賃+キロ制運賃）

②料金（交替運転者配置料金＋深夜早朝運行料金＋特殊車両割増料金）

③実費

貸切バスの運賃・料金＝①運賃＋②料金＋③実費
※別途消費税がかかります。

交替運転者配置料金
法令により、実車距離（乗車地点から降車地点までの距離）が原則500km（午前2時から午前4時にかかる夜間運行の場
合は原則400km）を超える場合又は運転時間が原則9時間を超える場合は、交替運転者の配置が必要となります。交替運
転者の配置が義務付けられる場合、及び交替運転者の配置についてお客様と合意した場合には、交替運転者配置料金の
上限額及び下限額の範囲内で計算した額が適用されます。

深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間（回送時間を含む）が含まれた場合、含まれた時間に係る「1時間あ
たりの運賃」及び「交替運転者配置料金の1時間あたりの料金」については、2割以内の割増料金となります。

特殊車両割増料金
以下の車両については、運賃の5割以内の割増料金を適用することがあります。
・標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両
・「当該車両購入価格を座席定員で除した単価」が「標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価」より70％   
  以上高額である車両

お客様の求めにより運送以外の経費が発生した場合は、お客様の実費負担となります。
例）ガイド料、有料道路利用料、駐車料、乗務員宿泊料等

出 庫 帰 庫

営業所 営業所

時間制運賃

3時間～（3時間未満は3時間として計算）1時間
出庫前点検等

1時間
帰庫後点検等

キロ制運賃

走行時間

走行距離

配車場所
お客様乗車

到着場所
お客様下車
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❽ 運賃・料金の計算例

〈初日〉

7：00　  A市内営業所（出庫）～北地区周遊～
18：00　B市内ホテル着
★走行時間11時間＋2時間（出庫前、ホテル着後点検等それぞれ1時間）
⇒走行時間13時間、距離425km

〈2日目〉

8：00　  B市内ホテル発～南地区周遊～
19：00　A市内営業所着 （帰庫）
★走行時間11時間＋2時間（ホテル発前、帰庫後の点検等それぞれ1時間）
⇒走行時間13時間、距離450km

A市～北・南方面周遊～A市
（1泊2日、大型バス1台チャーター）

ケース① 《①運賃》

時間制　6,130円×26時間＝159,380円
キロ制　170円×880km＝149,600円
⇒308,980円－㋐

《②料金》

交替運転者の配置料金、深夜早朝運行料金ともに
該当しないため、料金なし
⇒0円－㋑

（北海道運輸局公示額の上限額で計算）

＝308,980円＋消費税

運賃・料金合計（㋐＋㋑）

7：30　  A市内営業所（出庫）～
8：30　  X空港発（乗車）～西方面周遊～
19：00　Y空港着（降車）～
19：30　Y空港発～
翌1：30   A市内営業所（帰庫）
★走行時間18時間＋2時間（出庫前、帰庫後点検等それぞれ1時間）
⇒走行時間20時間、距離954km（うち実車キロ530km）
★深夜運行22：00～翌1：30（3時間30分）＋
　帰庫後の1時間＝5時間

A市～X空港～西方面周遊～
Y空港～A市
（1日、中型バス1台チャーター）

ケース② 《①運賃》

時間制　3,580円×20時間＝71,600円
キロ制　100円×960km＝96,000円
⇒167,600円－㋐

《②料金》

●交替運転者の配置料金
実車距離が原則500km超の場合、適用される。
時間制：1,890円×20時間＝37,800円
キロ制：10円×960km＝9,600円
⇒47,400円－㋑
●深夜早朝運行料金
22：00～翌5：00の間に運行する場合、適用される。
時間制運賃の2割以内：
3,580円×5時間×20％＝3,580円
交替運転者の配置料金の
時間あたり料金の2割以内：
1,890円×5時間×20％＝1,890円
⇒5,470円－㋒

（北海道運輸局公示額の下限額で計算）

＝220,470円＋消費税

運賃・料金合計（㋐＋㋑＋㋒）



・貸切バスには年間契約制度があります。
・通勤（社員送迎）、通学（スクールバス）などの長期的なご利用の場合、運行日数等にもよりますが、
  年間契約による割引も可能です。

※1 バス会社の実績実働率（当該バス会社にご確認ください）と
　   北海道ブロック の平均実働率（71.43%）の間の率で、バス会社とお客様で協議して決定。
※2 原則170日から365日の間の日数

【通勤（社員送迎）の場合】

◎前提条件
・大型バスで、職場と最寄駅間の送迎を朝と夕方に運行
・職場と最寄駅間の距離は往復20km、時間は往復2時間（どちらも回送分を含む）
・想定運行日数は260日

◎バス会社における運賃計算条件
・大型バスの運賃単価：キロ単価170円、時間単価6,130円（一例として上限額で計算）
・運行開始前及び運行終了後に、点呼点検時間として1時間ずつ時間制運賃を適用
・実績実働率：50%

❾ 年間契約制度

10 年間契約の計算方法

11 年間契約制度の計算例
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【通勤（社員送迎）等】
1日当たりの貸切バス運賃・料金×365日×実働率（※1） 

【スクールバスの場合】
1日当たりの貸切バス運賃・料金×契約上の年間運行日数（※2） ×実働率（※1）

（ⅰ）1日あたりの貸切バス運賃・料金を計算

＜キロ制運賃＞往復20km×2回（朝・夕）×170円＝6,800円
＜時間制運賃＞往復2時間×2回（朝・夕）×6,130円＝24,520円・・・①
　　　　　　  点呼点検時間 1時間×2回×6,130円＝12,260円・・・②
時間制運賃計 ①＋②＝36,780円
★1日あたりの貸切バス運賃・料金＝6,800円＋36,780円＝43,580円

（ⅱ）年間契約額を計算

43,580円×182日（＝365日×実績実働率50%）＝7,931,560円
→182日分の運賃・料金で254日（182日×1.4倍）までの運行が可能
残りの稼働日数6日（想定稼働日数260日-254日）は、通常計算をするので、
43,580円×6日＝261,480円
年間契約額は、7,931,560円（254日分）＋261,480円（6日分）＝8,193,040円（260日分）

◎計算方法



8

12 バス会社へ直接お申込みいただく場合の流れ

お問合せ
お見積り依頼

電話、FAX、メール、WEBフォーム等により、お問い合わせください。ご
利用日、人数、出発地、経由地、到着地等がわかれば、おおよそのお見
積りが可能です。

バス会社からの回答
空き状況等を確認し、お見積り金額をお知らせいたします。

ご予約
お見積り内容をご検討の上、お客様からバス会社へお申込みください。そ
の際、「運送申込書」に必要事項（申込者名、連絡先、乗車人数、日程等）
をご記入の上、FAXまたはメール等によりご提出頂きます。

詳細な打合せ
「運送申込書」に基づき、配車場所や行程の確認など、
詳細な打合せをします。
※運送申込書記載例は、下記リンク先をご覧ください。

運送引受書の交付
（運送契約成立）

「運送申込書」に、バス会社が走行距離や
走行時間、運賃・料金等を記入した「運送
引受書」を交付し、契約が成立します。

運賃・料金のお支払
運送引受書に記載された方法により、期日
までにお支払いください。

運行当日
ご指定の配車場所に、バスを配車いたしま
す。快適なバスの旅をお楽しみください。

ご精算
運行日に発生した実費分（有料道路利用料、駐車料、宿泊時の乗務員
宿泊費等）、運行行程の変更により運賃・料金に変更を生じたとき等
は、ご利用後にご精算となります。

http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/reserved/pdf/hikiukesho.pdf

●上記の流れは一例であり、お申込み頂くバス会社によって異なる
　場合があります。詳しくは、バス会社へお問い合わせください。

●安全・安心な北海道バス協会加盟会社をご利用ください。
　バス会社一覧は下記リンク先をご覧ください。

http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/bus-list/pdf/kankou.pdf

運送申込書／運送引受書・乗車券
※申込者は、太線内をご記入願います。 申込日：令和 １年 ８月 １日 

申込者 

氏名 
・名称 

木村 次郎 
（担当者名） 

電話： 042－3333－2222 
FAX： 042－3333－2223 

住所 東京都○○市△△△三丁目２番１号 
E-mail：kimura@sample.samp 
緊急連絡先：090－7777－8888 

契約 
責任 
者 

氏名 
・名称 

同 上 
旅客の団体の名称：○○フットボールクラブ（担当者名）        

電話：   －   －  
FAX：   －   － 

住所 同 上 
E-mail： 
緊急連絡先：  －   － 

運送を 
引受け
る者 

氏名 
・名称 

有限会社練馬バス観光 電話：03－2222－6666  
FAX：03－2222－6667 

住所 
東京都練馬区○○－×× E-mail：eeee@ddd.co.jp 

緊急連絡先：090－4444－1111 
事業 
許可 

昭和 45年 12月 1 日   □□□ 第 ××× 号  
営業区域：東京都 

任意保険・共済 
対人       無制限 
対物     200万円 
         万円 
        無制限 
※該当するものに◯

を記入 

申込乗車人員 
１９人 

乗車定員別又は
車種別の車両数 

大型車 中型車 小型車 
両 両 １両 

配車日時 
8月 4日(土) 
  7：15 

配車場所 ○○市立△△小学校正面玄関前 
地図： 有 ・ 無   

旅行の日程 

 月日 発地 
発車 
時刻 

主な経由地 
到着 
時刻 

着地 宿泊場所 
待機 
時間 

乗務員の休憩 
備 考 

地点 時間 

①  8/4 
○○市立
△△小学
校 

7:30 
国道２０号線、 
道の駅●● 

8:50 
○○総合
スポーツ
センター 

 ：  ：   

②  8/4 
○○総合
スポーツ
センター 

13:00 
国道２０号線、 
道の駅●● 

14:20 
○○市立
△△小学
校 

 ：  ：  

うち、旅客が乗車しない区間： （ 練馬 ）営業所車庫 

交替運転者 
  有 ・ 無        交替の地点（             ） 

「無」の場合の理由：昼間短距離・その他（            ） 

【運行開始日時】 

8月 4日(土) 
6：45 

【運行終了日時】 

8月 4日(土) 
14：50   車掌（ガイド）   有 ・ 無        交替の地点（             ） 

運賃及び料金の 
支払方法 

� 銀行振込  □ 現 金  □その他（      ） 
支払期日：令和 １年 ８月２０日 

【走行距離】 

総       114 ㎞ 

実車        90 ㎞ 

【走行時間】 

総    8 時間 05分 

実車   2 時間 40 分 適用を受けようと
する割引 

□学校団体割引  □障害者施設団体割引 
□その他（                割引） 
※ 標準運送約款 5条 2項に規定する所定の証明書を添付。 

運  賃     ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円       
（上限額：○○○,○○○円 下限額：○○○,○○○円）＊ 
料 金               円  
（上限額：      円 下限額：    円）＊ 
（料金の種類：              ） 

消費税      ○○，○○○円 
実 費（税込）             円 
（実費の詳細：              ） 

合計請求金額   ○○○,○○○ 円 
  手数料金額（税込）      ０円 

月払・年払等     □有 �無 
その他経費等     □有  �無 

特約事項  

 
上記のとおり運送を引受けます。  令和 １年 ８月 １日      有限会社練馬バス観光 山下太郎    

個人申込の記入例 

手
数
料
等 

※運送申込書の様式例

http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/reserved/pdf/hikiukesho.pdf
http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/bus-list/pdf/kankou.pdf


北海道バス協会の加盟会社

最新の加盟会社は、北海道バス協会ホームページをご覧ください。
【北海道バス協会ホームページ】　http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp

北海道バス協会は、全ての加盟会社に対して、安全輸送に関する周知徹底を図るなどバス輸送の安
全に取り組んでおり、加盟会社は輸送の安全確保に日々努力しています。

貸切バス事業者安全性評価認定制度取得事業者

「セーフティバス」のマークは、本制度により認定を受けたバス会社がバスのドア付近等に掲示しています。
制度の概要と最新の認定状況は、日本バス協会ホームページをご覧ください。
【日本バス協会ホームページ】　http://www.bus.or.jp/safety/index.html

貸切バス事業者安全性評価認定制度は、公益社団法人日本バス協会において、バス会社からの申
請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行うものです。
これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高いバス会社を選択しやすくするとともに、本制度の
実施を通じ、バス会社の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸
切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

※道路運送法第20条　　発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
　 　　　　　　　　　　【行政処分】　営業区域外旅客運送　　初違反60日車、再違反120日車

ご発注は営業区域内のバス会社へ

バス会社には営業区域があります。ご発注の際は、出発地または到着地のいずれかが営業区域内にあ
るバス会社へお願いします。

※道路運送法第4条第1項　　一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
　 　　　　 　　　　　　　  【罰則】　同法第96条　許可なしに事業を経営した者。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこの併科。

白ナンバーのバスの貸切行為の禁止

自家用バス（白ナンバー）を使用し、有料でお客様を送迎する行為、観光地案内等を無料で運行する
行為は法律※で禁止されており、処罰されます。また、レンタカーのバスを運転手付きで借りることも
違反です。

13 バス会社の選定方法

9

あなたもバスも「安全」が大好き、次のバス会社をご利用ください。

マスコットキャラクター【きょろたん】

http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp
http://www.bus.or.jp/safety/index.html


・運転者の連続運転は、4時間が限度です。
  運転開始後4時間以内（又は4時間経過直後）に運転を中断して30分以上の休憩等を
  確保しなければなりません。（少なくとも1回につき10分以上として、分割することも可能）
・1日の運転時間は、2日（始業時刻から起算して48時間）平均で9時間が限度です。
・1日の拘束時間（始業時刻から終業時刻までの時間）は、原則13時間以内です。
  （延長の場合も16時間が限度）
・翌日の始業まで、原則として8時間以上空けなければなりません。

1日の拘束時間は原則13時間以内、
運転時間は2日を平均して1日当たり9時間以内で

運転者の勤務時間については、過労防止のために拘束時間、運転時間等が決められています。これ
は、国土交通省の「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（勤務時間等基準
告示）に定められています。

10

14 行程検討の際の留意点

継続8時間以上

指
定
場
所
配
車

出
庫

出
庫
前
点
検
・
点
呼

始
業

終
業

帰
庫
後
点
検
・
点
呼

帰
庫

乗
客
下
車

継続8時間以上

拘束時間

運転時間

休息時間休息時間
（運転時間、手待時間、休憩、仮眠時間）

1時間 1時間

旅行行程の
運行

原則13時間以内

退社 出勤 退社 出勤



●昼間ワンマン運転について

◆次の場合は600kmまで

・運行途中に1時間以上の休憩を確保していること。（1回連続20分以上で分割可）
・乗務中に運行管理者へ体調等を報告していること。

◆連続運転時間（10分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間）

・高速道路の実車運行区間では、概ね2時間まで。

◆次の場合は500kmまで

・運行前に11時間以上の休息を確保していること
・乗務時間が10時間以内、又は実車距離で100km～400kmの間に、
  身体を伸ばして仮眠できる施設で連続1時間以上の仮眠休憩を確保していること
・乗務中に運行管理者へ体調等を報告していること。
・デジタル式運行記録計による運行管理を行っていること。

◆連続運転時間

・全ての実車運行区間で、概ね2時間まで。
・概ね2時間ごとに、連続20分以上（実車距離が400km以下の場合、連続15分以上）の休憩を確保すること。

ワンマン運行は昼間500kmまで、夜間は400kmまで。

国土交通省が定めた「交替運転者の配置基準」（平成25年8月1日施行）により、ワンマン運行の上限
が決められています。バス会社は、10ページ記載の「勤務時間等基準告示」に加え、本基準も遵守し
なければなりません。これらの基準を超えての運行は、「2人乗務（ツーマン運行）」となります。

1運行の実車距離 500kmまで

●夜間ワンマン運転について
1運行の実車距離 400kmまで

14 行程検討の際の留意点

11
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「旅行行程表」は余裕をもって

目的地への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行行程は、事故を発生させるおそ
れがあります。十分な余裕をもった、旅行行程の作成をお願いします。安全に配慮した無
理のない行程を作成するために、バス会社から行程の変更を求められることがあります。
旅行の行程は、バス会社との事前の打ち合わせを十分に行うことが必要です。

旅行行程中でのバスの待機場所の確保

路上での乗車は、交通渋滞や事故の原因となり、長時間の場合は道路交通法で処罰の
対象となります。バスの待機場所は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いた
だき、明細地図のご提供をお願いいたします。また、バスの待機はできるだけ短くなるよう
にご協力ください。

予定走行距離・見込まれる運行速度

予定される実車走行距離（旅客の最初の乗車から最後の降車までの間に走行する距離）
と休憩地点までの距離を把握する必要があります。また、法定速度を遵守することはもち
ろんのこと、経路となる道路の旅行日に見込まれる混雑状況や道路工事などによる規制
の有無を把握する必要があります。

運転者の休憩場所やバスの駐停車場所の確保

運転者には十分な休憩を与えるとともに、お客様の安全な乗降や道路交通の安全性・円
滑性の確保のために必要です。

15 お客様へのお願い

安心のシートベルト、安全なバス旅行

道路交通法により、すべての座席でシートベルトの着用が義務付けられています。安全な
バス旅行を楽しんでいただくため、シートベルトの着用をお願いします（乗務員やガイドも
同様に遵守します）。

※道路交通法第71条の3第2項　
　自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者以外の乗車装置に乗車させ自動車を運転してはならない。



お客様に安心してバスをご利用いただけるよう、以下の取組などに努めています。

大型観光バスは、新鮮な外気を取り込むことで、
おおむね５分で車内の空気が入れ替わります。

バスは換気が優れています。

16 新型コロナウイルス感染防止対策

17 バス車両の換気性能

13

乗務員の体調確認
点呼時に体調の変調や症状の有無などを確認しています。

車内における消毒等の実施
座席や手すりなど、乗務員や乗客が頻繁に触れる箇所をこまめに消毒しています。

防護スクリーンの設置
飛沫感染防止のため、可能な限り運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置しています。

乗務員のマスク着用
乗務員は運行中、マスクを着用します。

車内換気の徹底
・お客様の協力を得て、可能な限りエアコン（外気導入）や窓の開放により車内換気を行います。
・室内循環と外気導入を切り替えることができる車両は、可能な限り外気導入固定運転で運行するよう努めます。
・観光地への立ち寄り等により乗客全員が降車する際は、可能な限り降車後にバス車内の窓を一定時間開放します。
・トイレ休憩時等において乗客の一部がバス車内に残っている際は、可能な限りエンジンを切らずに、エアコンにより
  外気を導入し、車内換気を継続します。

国土交通省 「観光バス及び路線バスの車内換気能力」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/covid19_info_shyanaikanki.pdf
日野自動車㈱ 

交通安全環境研究所「大型貸切バス車室内の換気状況可視化実験概要」
https://www.ntsel.go.jp/news/20200925.html 

コロナ対策に取組むバス会社の
車両に掲出されています。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/covid19_info_shyanaikanki.pdf
https://www.ntsel.go.jp/news/20200925.html
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18 よくあるご質問

貸切バスは何人から利用できますか？

乗車定員内であれば、何人でもご利用いただけます。
Ｑ１
Ａ１

貸切バスは、個人でも利用できますか？

ご利用いただけます。
Ｑ2
Ａ2

北海道内どこのバス会社からでも借りることができますか？

バス会社には営業区域があります。出発地または到着地のいずれかに
営業区域を有していなければなりません。詳しくは、バス会社へお問い合わせください。

Ｑ3
Ａ3

見積は無料ですか？

無料です。お気軽にバス会社へお問い合わせください。なお、ご利用日、人数、
出発地、経由地、到着地等が決まっていれば、おおよその金額をご提示できます。

Ｑ4
Ａ4

いつから予約できますか？

バス会社によりますが、ご利用日の6ヵ月ほど前から予約可能です。1年前から
予約を受け付けるバス会社もあります。詳しくは、バス会社へお問い合わせください。

Ｑ5
Ａ5

いつまでに予約をすれば良いですか？

空車があれば前日でも予約可能な場合があります。
早めのご予約をお願いします。

Ｑ6
Ａ6

運賃・料金の支払い方法は、どのようなものがありますか？

現金での支払いや指定口座への振込など、バス会社によって異なりますので、
運行を依頼するバス会社へご確認ください。

Ｑ7
Ａ7

運送契約成立後のキャンセル料は、どのようになっていますか？

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款第１５条に基づいて、
下記キャンセル料が掛かります。

Ｑ8
Ａ8

※天災その他やむを得ない事由による場合には適用されません。

配車日の14日前から8日前まで　　　　　 運賃及び料金の２０％
配車日の7日前から配車日時24時間まで　 運賃及び料金の３０％
配車日時の24時間前以降　　　　　　　 運賃及び料金の５０％
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