
（別添１）
事業社名 本社所在地 代表電話番号

北海道旅客鉄道株式会社 〒060-8644 北海道札幌市中央区北11条西15丁目1番1号 011-700-5710
札幌市交通局 〒004-0022 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 011-896-2708
函館市交通局 〒040-0053 北海道函館市末広町4番19号 0138-26-0131
北海道ちほく高原鉄道株式会社 〒090-0040 北海道北見市大通西1丁目5番4号 0157-31-7111
十和田観光電鉄株式会社 〒034-0003 青森県十和田市元町東1丁目6番1号 0176-23-3131
弘南鉄道株式会社 〒036-0103 青森県南津軽郡平賀町大字本町字北柳田23番5号 0172-44-3136
津軽鉄道株式会社 〒037-0063 青森県五所川原市字大町39番地 0173-34-2148
南部縦貫鉄道株式会社 〒039-2512 青森県上北郡七戸町字笊田48番1号 0176-62-2131
三陸鉄道株式会社 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸10番1号 019-651-3111
仙台市交通局 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目4番15号 022-224-5111
くりはら田園鉄道株式会社 〒989-5501 宮城県栗原郡若柳町字川北塚ノ越11番地 0228-32-2137
秋田内陸縦貫鉄道株式会社 〒018-4613 秋田県北秋田郡阿仁町銀山字下新町119番地4号 0186-82-3231
由利高原鉄道株式会社 〒015-0404 秋田県由利郡矢島町七日町字羽坂21番地2 0184-56-2736
山形鉄道株式会社 〒993-0084 山形県長井市栄町1番10号 0238-88-2002
福島交通株式会社 〒960-8068 福島県福島市太田町13番8号 024-558-4611
阿武隈急行株式会社 〒960-0773 福島県伊達郡梁川町字五反田100番地の1 024-577-7132
会津鉄道株式会社 〒965-0853 福島県会津若松市材木町1丁目3番20号 0242-28-5885
鹿島鉄道株式会社 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋1丁目10番8号 0298-22-3710
関東鉄道株式会社 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋1丁目10番8号 0298-22-3710
茨城交通株式会社 〒310-0055 茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号 029-251-2331
日立電鉄株式会社 〒317-0073 茨城県日立市幸町1丁目19番1号 0294-22-2161
鹿島臨海鉄道株式会社 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道301番地 029-267-5200
野岩鉄道株式会社 〒321-2521 栃木県塩谷郡藤原町大字藤原字戸中326番地3号 0288-77-3300
真岡鐵道株式会社 〒321-4306 栃木県真岡市台町2474番地1 0285-84-2911
上信電鉄株式会社 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町51 027-323-8066
上毛電気鉄道株式会社 〒371-0016 群馬県前橋市城東町4丁目1番1号 027-231-3597
わたらせ渓谷鐵道株式会社 〒376-0101 群馬県山田郡大間々町大字大間々1603番地の1 0277-73-2110
西武鉄道株式会社 〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の1 042-926-2035
秩父鉄道株式会社 〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町1丁目1番地 048-523-3311
埼玉高速鉄道株式会社 〒336-0011 埼玉県さいたま市高砂2丁目6番5号 048-824-2311
新京成電鉄株式会社 〒273-0192 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目1番12号 047-389-1111
総武流山電鉄株式会社 〒270-0164 千葉県流山市流山1丁目264番地 0471-58-0117
銚子電気鉄道株式会社 〒288-0056 千葉県銚子市新生町2丁目297番 0479-22-0316
小湊鉄道株式会社 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目1番地2 0436-21-3133
北総開発鉄道株式会社 〒273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富929番地 0474-46-3751
東葉高速鉄道株式会社 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1丁目1120番地3 047-458-0011
いすみ鉄道株式会社 〒298-0216 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜264番地 0470-82-2161
千葉都市モノレール株式会社 〒263-0012 千葉県千葉市稲毛区萩台町199番地1号 043-287-8211
株式会社舞浜リゾートライン 〒279-8523 千葉県浦安市舞浜2番地18 047-305-2400
東日本旅客鉄道株式会社 〒151-8578 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 03-5334-1351
日本貨物鉄道株式会社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 03-3239-9126
東武鉄道株式会社 〒131-8522 東京都墨田区押上1丁目1番2号 03-3621-5055
京成電鉄株式会社 〒131-8555 東京都墨田区押上1丁目10番3号 03-3621-2231
京王電鉄株式会社 〒206-8502 東京都多摩市関戸1丁目9番地1 042-337-3209
小田急電鉄株式会社 〒160-8309 東京都新宿区西新宿1丁目8番3号 03-3349-2301
東京急行電鉄株式会社 〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5番6号 03-3477-6075
京浜急行電鉄株式会社 〒108-8625 東京都港区高輪2丁目20番20号 03-3280-9151
東京地下鉄株式会社 〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目19番6号 03-3837-7042
東京都交通局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 03-5321-1111
都市基盤整備公団 〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目14番6号 03-3263-8111
東京臨海高速鉄道株式会社 〒135-0053 東京都江東区辰巳3丁目12番地1 03-3521-6030
成田空港高速鉄道株式会社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目24番12号 03-5687-6611
伊豆急行株式会社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番6号 03-3476-0129
紀州鉄道株式会社 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2丁目9番2号 03-3230-2246
東京モノレール株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目4番12号 03-5470-3815
多摩都市モノレール株式会社 〒190-0015 東京都立川市泉町1078番92号 042-526-7800
相模鉄道株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番14号 045-319-2052
横浜市交通局 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目1番地（関内中央ビル） 045-671-3204
横浜高速鉄道株式会社 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地 045-664-1621



事業社名 本社所在地 代表電話番号
箱根登山鉄道株式会社 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町１丁目２番３４号 0465-24-2111
江ノ島電鉄株式会社 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目４番７号 0466-24-2711
ドリーム開発株式会社 〒245-0066 神奈川県横浜市戸塚区俣野町700番地 045-851-2121
湘南モノレール株式会社 〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤18番地 0467-45-3181
北越急行株式会社 〒949-6600 新潟県南魚沼郡六日町大字六日町2902番地1 0257-70-2820
黒部峡谷鉄道株式会社 〒938-0293 富山県下新川郡宇奈月町字桃原483番地の4 0765-62-1014
富山地方鉄道株式会社 〒930-8636 富山県富山市桜町1丁目1番36号 076-432-5111
加越能鉄道株式会社 〒933-0062 富山県高岡市江尻字村中1243の1 0766-22-4886
北陸鉄道株式会社 〒920-8508 石川県金沢市割出町556番地 076-237-8111
のと鉄道株式会社 〒927-0433 石川県鳳至郡能都町字字出津卜字48－2 0768-62-3500
福井鉄道株式会社 〒915-0802 福井県武生市北府2丁目4番7号 0778-21-0706
富士急行株式会社 〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号 0555-22-7112
松本電気鉄道株式会社 〒390-0831 長野県松本市井川城2丁目1番1号 0263-26-7000
上田交通株式会社 〒386-0025 長野県上田市天神1丁目2番1号 0268-22-3330
長野電鉄株式会社 〒380-0833 長野県長野市権堂町2201番地 026-232-8121
しなの鉄道株式会社 〒380-0837 長野県長野市大字南長野字幅下688番地2 026-235-4701
神岡鉄道株式会社 〒506-1161 岐阜県吉城郡神岡町大字船津2292番地 0578-2-1182
樽見鉄道株式会社 〒501-1205 岐阜県本巣郡本巣町曽井中島680番地の11 0581-34-3777
明知鉄道株式会社 〒509-7700 岐阜県恵那郡明智町469番地の4 0573-54-4101
長良川鉄道株式会社 〒501-3881 岐阜県関市元重町74番11号 0575-23-3921
伊豆箱根鉄道株式会社 〒411-8533 静岡県三島市大場300番地 0559-77-1201
岳南鉄道株式会社 〒417-0001 静岡県富士市今泉1丁目17番39号 0545-53-5111
静岡鉄道株式会社 〒420-8510 静岡県静岡市鷹匠1丁目1番1号（新静岡センタービル） 054-254-5114
大井川鐵道株式会社 〒428-0022 静岡県榛原郡金谷町金谷1112番2号 0547-45-4111
遠州鉄道株式会社 〒430-8655 静岡県浜松市旭町12番地の1 053-454-2211
天竜浜名湖鉄道株式会社 〒431-3311 静岡県天竜市二俣町阿蔵114番地の2 0539-25-6125
東海旅客鉄道株式会社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 052-564-2619
名古屋鉄道株式会社 〒450-8501 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 052-571-2111
名古屋市交通局 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 052-961-1111
豊橋鉄道株式会社 〒440-8604 愛知県豊橋市南松山町153番地 0532-53-2131
株式会社東海交通事業 〒452-0815 愛知県名古屋市西区八筋町8番地の1 052-504-3051
愛知環状鉄道株式会社 〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字二番訳68番地 0564-32-3911
三岐鉄道株式会社 〒510-8014 三重県四日市市富田3丁目22番83号 0593-64-2141
伊勢鉄道株式会社 〒513-0817 三重県鈴鹿市桜島町1丁目20番 0593-83-2112
近江鉄道株式会社 〒522-8503 滋賀県彦根市大東町3番1号 0749-22-3301
信楽高原鐵道株式会社 〒529-1851 滋賀県甲賀郡信楽町大字長野192番地 0748-82-3391
京都市交通局 〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町48番地 075-822-9105
京福電気鉄道株式会社 〒604-8811 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20 075-841-9383
叡山電鉄株式会社 〒606-8205 京都府京都市左京区田中上柳町25番地の3 075-702-8110
京都高速鉄道株式会社 〒607-8013 京都府京都市山科区安朱中小路町15番地の4 075-502-9001
嵯峨野観光鉄道株式会社 〒616-8373 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町 075-861-7444
北近畿タンゴ鉄道株式会社 〒602-8054 京都府京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2 075-414-4364
近畿日本鉄道株式会社 〒543-8585 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 06-6775-3444
南海電気鉄道株式会社 〒542-8503 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 06-6644-7121
京阪電気鉄道株式会社 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 06-6944-2549
阪急電鉄株式会社 〒530-8389 大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号 06-6373-5092
阪神電気鉄道株式会社 〒553-8553 大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番24号 06-6457-2123
大阪府都市開発株式会社 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目5番7号 06-6201-9771
北大阪急行電鉄株式会社 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2丁目4番1号 06-6865-0601
大阪市交通局 〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南1丁目12番52号 06-582-1101
関西国際空港株式会社 〒549-8501 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 0724-55-2201
関西高速鉄道株式会社 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目4番15号 06-6357-3416
阪堺電気軌道株式会社 〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目14番72号 06-6674-5146
水間鉄道株式会社 〒597-0093 大阪府貝塚市二色中町5番地の1 0724-22-4567
大阪高速鉄道株式会社 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目1番5号 06-6871-8281
神戸高速鉄道株式会社 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3番9号 078-351-0881
神戸電鉄株式会社 〒651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字明田8番地の1 078-582-5800
山陽電気鉄道株式会社 〒653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号 078-612-2032
神戸市交通局 〒650-8570 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5番1号 078-331-8181
能勢電鉄株式会社 〒666-0121 兵庫県川西市平野1丁目35番2号 0727-92-7200



事業社名 本社所在地 代表電話番号
北神急行電鉄株式会社 〒651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字大橋27番地 078-581-1070
北条鉄道株式会社 〒675-2312 兵庫県加西市北条町北条28番地2号 0790-42-5211
三木鉄道株式会社 〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目12番43号 0794-82-4722
有田鉄道株式会社 〒643-0101 和歌山県有田郡吉備町大字徳田178番地 0737-52-3034
和歌山県 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地 0734-32-4111
若桜鉄道株式会社 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜345番地2 0858-82-0919
智頭急行株式会社 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町22番地1（山陰合同銀行鳥取駅南ビル５階） 0857-39-8910
一畑電気鉄道株式会社 〒690-0874 島根県松江市中原町49番地 0852-26-1313
岡山電気軌道株式会社 〒703-8291 岡山県岡山市徳吉町2丁目8番22号 086-272-2101
水島臨海鉄道株式会社 〒712-8033 岡山県倉敷市水島東栄町12番46号 086-446-0931
井原鉄道株式会社 〒715-0014 岡山県井原市七日市町943番地3 0866-63-2677
広島電鉄株式会社 〒730-8610 広島県広島市中区東千田町2丁目9番29号 082-242-3521
錦川鉄道株式会社 〒740-0724 山口県玖珂郡錦町大字広瀬7873番地9号 0827-72-2002
阿佐海岸鉄道株式会社 〒775-0502 徳島県海部郡宍喰町大字久保字板取62番地 08847-6-3701
四国旅客鉄道株式会社 〒760-8580 香川県高松市浜ノ町8番33号 087-825-1622
高松琴平電気鉄道株式会社 〒760-0073 香川県高松市栗林町2丁目19番20号 087-831-0796
伊予鉄道株式会社 〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4番地1 089-948-3331
土佐電気鉄道株式会社 〒780-8010 高知県高知市桟橋通4丁目12番7号 0888-33-7122
土佐くろしお鉄道株式会社 〒787-0014 （事務所）高知県中村市駅前町7-1 0880-35-5240
九州旅客鉄道株式会社 〒812-8566 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 092-474-2501
西日本鉄道株式会社 〒810-8570 福岡県福岡市中央区天神1丁目11番17号 092-734-1552
福岡市交通局 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目5番31号 092-732-4105
筑豊電気鉄道株式会社 〒809-0022 福岡県中間市鍋山町1番6号 093-243-5525
甘木鉄道株式会社 〒838-0068 福岡県甘木市大字甘木1320番地 0946-23-1900
平成筑豊鉄道株式会社 〒822-1201 福岡県田川郡金田町大字金田1145番地の2 0947-22-1000
北九州高速鉄道株式会社 〒803-0981 福岡県北九州市小倉南区企救丘2丁目13番1号 093-961-0101
島原鉄道株式会社 〒855-0802 長崎県島原市弁天町2丁目7385の1 0957-62-2231
長崎電気軌道株式会社 〒852-8134 長崎県長崎市大橋町4番5号 095-845-4111
松浦鉄道株式会社 〒857-0862 長崎県佐世保市白南風町1番10号 0956-25-3900
熊本市交通局 〒862-0971 熊本県熊本市大江5丁目1番40号 096-361-5211
熊本電気鉄道株式会社 〒860-0862 熊本県熊本市黒髪3丁目7番29号 096-343-4191
南阿蘇鉄道株式会社 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森1537番地2 09676-2-1219
くま川鉄道株式会社 〒868-0008 熊本県人吉市中青井町265番地 0966-23-5011
高千穂鉄道株式会社 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1444-1 0982-72-5033
鹿児島市交通局 〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43番41号 0992-57-2111
沖縄都市モノレール株式会社 〒901-0143 那覇市字安次嶺377-2 098-859-2630


