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BUS SERVICE
ホスピタリティ・ドライビングkm
〜お客さまの笑顔を、私たちの喜びとして

安心してご利用いただける
バス会社を目指して

貸切バス事業者安全性評価認定制度三ツ星☆☆☆取得
2016年9月30日、ケイエム観光バス株式会社は、公益社団法人日本バス協会より「貸切バス事業者安全性評
価認定制度」最高ランクである三ツ星を取得しました。この名誉ある評価に慢心することなく、お客さまの安
全を第一に安全性の向上に取り組み続けるとともに、当グループのモットーでありますホスピタリティ・ド
ライビングに尽力してまいります。
【貸切バス事業者安全性評価認定制度とは？】
この制度は公益社団法人日本バス協会において、安全性や安全性の確保に向けた取組状況について評価認定を行いこれを公表するもので、平成23年度から運用を開始
しました。認定を受けた事業者については、国土交通省ならびに日本バス協会のホームページにおいて公表するとともに、運行するバスの車体に認定事業者の証である
「SAFETY BUS（セーフティバス）」マーク（上部画像）を貼付することや、各事業者のホームページや従業員の名刺などにシンボルマークを表示することなどを通じ、認
定事業者であることを外観から知ることができます。利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくなるとともに、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。

営業エリア 乗車地又は降車地が営業エリア内の場合は運行可能です.
■ 東京都全域 ■ 神奈川県川崎市中原区・川崎区・幸区
■ 京都全域・大阪全域・兵庫県尼崎市

運行OK例 成田空港(千葉県)→東京タワー(東京都)

■

運行NG例 大さん橋(神奈川県)→富士山(山梨県）

埼玉県八潮市・草加市・川口市
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車両の手配から訪問先のセッティングまで幹事さんのお手伝いをいたします。

貸切(観光)バスの利用シーン
社会科見学

遠足/校外学習

林間学校/移動教室

企業研修・社員旅行

工場視察

クラブ活動（合宿など）

町会・自治会の旅行

結婚式・法事（冠婚葬祭の送迎）

イベント（ゲストの送迎など）

貸切バスご利用までの流れ
電話・Webに
よるお見積り
依頼

依頼内容を確認
の上、弊社より
ご連絡いたします

（お客さま→km）
【電話の場合】
個人・法人利用窓口
03-5705-7052

（弊社→お客さま）
ご希望の日程、バスの空
き状況等を確認し、弊社
よりお客さまへご連絡
（ケイエムトラベル）
いたします。
旅行会社窓口
また、見学希望箇所や
03-5705-5931
（ケイエム観光バス・営業部） 宿泊先のご相談をいた
だいた場合はこの時に
【Webの場合】
「ケイエム観光+お問 ご返答いたします。この
時、お見積もり書を発行
い合わせ」
で検索
いたします。

お見積もりを
ご確認ください

正式ご発注の後、
予約完了となり
ます

（お客さま→弊社）
（お客さま→弊社）
お見積もり、日程、車 お見積もり、日程、車種
種 等 の ご 確 認 を お 願 等のご確認をしていた
い た し ま す。こ の 時、 だき、弊社へ発注のご
何 か ご 不 明 な 点 や 心 連絡を頂き次第予約完
配 な こ と が あ り ま し 了となります。
たらお気軽にご相談
ください。

最終確認

運行当日

（弊社→お客さま）
バスでのご旅行・ご移
予約完了後（正式発注 動 を お 楽 し み く だ さ
後）弊社営業スタッフ い。
よりご利用詳細のお
打 合 せ、 お 支 払 い 時
期、お支払方法等の確
認をさせて頂きます。

営業エリア 乗車地又は降車地が営業エリア内の場合は運行可能です. 運行OK例 成田空港(千葉県)→東京タワー(東京都) 運行NG例 大さん橋(神奈川県)→富士山(山梨県）
■ 東京都全域 ■ 神奈川県川崎市中原区・川崎区・幸区 ■ 埼玉県八潮市・草加市・川口市
■ 京都全域・大阪全域・兵庫県尼崎市
法人・個人のお客様ご利用窓口

ケイエムトラベル

旅行会社様ご利用窓口

03-5705-7052 受付時間：平日9:00〜 18:00 03-5705-5931

ケイエム観光バス・営業部
受付時間：平日9:00〜 18:00

車両の手配から訪問先のセッティングまで幹事さんのお手伝いをいたします。
社会科
見学

学校関係・先生方へ
貸切(観光)バスの利用例
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「人気ベスト5」は2017年弊社に社会科見学の
お申込みいただいた学校を対象に調査した結果です。

モデルコース 小学4年生「社会科見学」

東京都港区内の小学校の場合
8:30 小学校→9:15 がすてなーに(見学＆昼食約120 分)→13:00 中央
防波堤（見学約90分）→15:00小学校
乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥68,000～ 90,000／台
小学 4 年生
「社会科見学」人気ベスト 5
1
2
3
4
5

東京都文京区内の小学校の場合
8:15→9:30虹の下水道館（見学30分）→水の科学館（見学・昼食90分）
→13:00 中央防波堤
（見学約90分）→16:00小学校

中央防波堤
がすてなーに
東京都水の科学館
虹の下水道館
有明水再生センター

乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥75,000～ 95,000／台

モデルコース 小学5年生「社会科見学」

東京都荒川区内の小学校の場合
7:50 小学校→9:30 新日鐵君津製作所（見学約120 分）→12:30 加曾利
貝塚博物館（見学約90分）→15:30小学校
乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥90,000～ 110,000／台
小学 5 年生
「社会科見学」人気ベスト 5
1
2
3
4
5

日産追浜工場
全日空機体メンテナンセンター
JFE スチール千葉工場
新日鐵住金君津製作所
森永製菓鶴見工場

東京都品川区内の小学校の場合
8:15 小学校→9:00 日産追浜工場（見学120 分）→11:30 (公園にて昼
食)→こども宇宙科学館（見学120分）→16:30小学校
乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥98,000～ 118,000／台

モデルコース 小学6年生「社会科見学」

東京都荒川区内の小学校の場合
8:30 小学校→9:30国会・参議院体験プログラム(見学約120分)→11:45 憲
政記念館（見学・昼食約90分）→13:15最高裁判所（見学50分）→15:00小学校
乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥75,000～ 95,000／台
小学 6 年生
「社会科見学」人気ベスト５
1
2
3
4
5

国会参議院体験プログラム
参議院・衆議院通常見学
最高裁判所
東京高等・地方裁判所
科学技術館

東京都文京区内の小学校の場合
8:15小学校→9:30国会・衆議院（見学60分）→11:00科学技術館（見学・
昼食120分）→13:40 読売新聞
（見学約120分）→16:30小学校
乗車人数：45名バスガイド：なし
バスタイプ：大型観光バス(正座席45又は49)
料金の目安￥80,000～ 100,000／台

営業エリア 乗車地又は降車地が営業エリア内の場合は運行可能です. 運行OK例 成田空港(千葉県)→東京タワー(東京都) 運行NG例 大さん橋(神奈川県)→富士山(山梨県）
■ 東京都全域 ■ 神奈川県川崎市中原区・川崎区・幸区 ■ 埼玉県八潮市・草加市・川口市
■ 京都全域・大阪全域・兵庫県尼崎市
法人・個人のお客様ご利用窓口

ケイエムトラベル

旅行会社様ご利用窓口

ケイエム観光バス・営業部

03-5705-7052 受付時間：平日9:00〜 18:00 03-5705-5931 受付時間：平日9:00〜 18:00

車両の手配から訪問先のセッティングまで幹事さんのお手伝いをいたします。
町会／自治会
社員旅行
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幹事さんへ

貸切(観光)バスの利用例
（日帰り）
モデルコース 「町会・自治会・社員旅行」
40名様利用の場合

7:00 都内→昇仙峡→旅館にてバイキング・入浴→ワイン工場見学・試
飲→桔梗屋(信玄餅・御買物)→19：00都内
料金目安お一人様8,000～ 10,000円
大型観光バス正座席45又は49バスガイド付

モデルコース 「町会・自治会・社員旅行」
（日帰り）
20名様利用の場合

7:00 都内→海ほたるＰＡ→いちご狩→日本寺・鋸山→浜焼きバイキ
ング→道の駅保田小学校→濃溝の滝→18:00都内
料金目安お一人様13,500～ 15,000円
中型観光バス正座席27バスガイド付

モデルコース 「町会・自治会・社員旅行」
（一泊）
40名様利用の場合

1日目8:00都内→猪苗代～鶴ヶ城～酒造見学→17:00芦ノ牧温泉
2 日目9:00 芦ノ牧温泉→大内宿→塔のへつり→白河→那須お菓子の
城→18:00都内
料金目安お一人様24,000～ 30,000円
大型観光バス正座席45又は49バスガイド付

モデルコース 「町会・自治会・社員旅行」
（一泊）
料
金
目
安
お
一
人
様24,000～
20名様利用の場合

30,000円
1 日目9:00 都内→三嶋大社(参拝)→浄蓮の滝→土肥金山(砂金採り体
中型観光バス正座席27バスガ
験)→16:15土肥温泉
2 日 目9:00 土 肥イド付
→ 恋 人 岬(散 策)→ 修 善 寺 → 韮 山 反 射 炉 → 沼 津
→17:30都内
料金目安お一人様24,000～ 30,000円
中型観光バス正座席27バスガイド付

営業エリア 乗車地又は降車地が営業エリア内の場合は運行可能です. 運行OK例 成田空港(千葉県)→東京タワー(東京都) 運行NG例 大さん橋(神奈川県)→富士山(山梨県）
■ 東京都全域 ■ 神奈川県川崎市中原区・川崎区・幸区 ■ 埼玉県八潮市・草加市・川口市
■ 京都全域・大阪全域・兵庫県尼崎市

法人・個人のお客様ご利用窓口

ケイエムトラベル

旅行会社様ご利用窓口

ケイエム観光バス・営業部

03-5705-7052 受付時間：平日9:00〜 18:00 03-5705-5931 受付時間：平日9:00〜 18:00
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ご利用料金について

貸切バス利用料金の目安：下記の表は、
東京23区内からひとりのドライバーが1日10時間、
200㎞、
貸切バスを運行することを想定
※バスガイド料金、
有料道路代、
有料駐車代などの実費は含まれません。
※貸切バスの料金についてはご利用時期や曜日によって異なります。
した算出金額です。

大型バス

観光バスタイプ：定員60名
路線バスタイプ：定員81名
（立席含む）

乗車人数

観光バスタイプ

路線バスタイプ

中型バス
観光バスタイプ

中型バス後部サロン利用時

貸切バスの運賃算出方法について

料金の目安
（税抜き）

105,000 円〜 151,000 円

乗車人数

観光バスタイプ：定員27名
路線バスタイプ：定員58名
（立席含む）

料金の目安
（税抜き）

88,000 円〜 129,000 円

貸切バス運賃＝距離（キロ制運賃）＋時間（時間制運賃）

貸切バス運賃は地域ごとに国土交通省が設けた基準額を設定しています。算出方法については、走行距離、時間それぞれの区分で
算出したものになります。目的地や立ち寄り先が決まらないと正確な料金が算出できないため、お見積を依頼される場合は目的
地や立ち寄り先が決まってからがおすすめです。貸切バスの料金は、運賃以外にもバスガイド代や有料道路代など様々な別途実
費がかかりますのでご注意ください。

距離

距離制運賃

法人・個人のお客様ご利用窓口

+

時間

時間制運賃

ケイエムトラベル

+

別途実費

高速道路、駐車場、バスガイド代など

旅行会社様ご利用窓口

ケイエム観光バス・営業部

03-5705-7052 受付時間：平日9:00〜 18:00 03-5705-5931 受付時間：平日9:00〜 18:00
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お台場へは

品川駅・田町駅から簡単アクセス

ルートマップ

田

町

2018

田町駅東口

芝浦三丁目
０１
系統

レインボーブリッジ

０2
系統

お台場学園前
品川駅港南口

品

川

芝浦三丁目経由

01 系統

02 系統

品川駅港南口

グランドニッコー東京 台場

品川駅港南口

田町駅東口

芝浦三丁目(田町駅入口 )

お台場海浜公園駅前

お台場海浜公園駅前

ヒルトン東京お台場

お台場レインボーバス運行ルート
田町駅東口経由

台場一丁目

台場二丁目
フジテレビ前
（アクアシティお台場前） （東京ジョイポリス前）

フジテレビ前
（アクアシティお台場前）

台場二丁目

お台場海浜公園駅前

お台場海浜公園駅前

台場二丁目(トレードピアお台場前 )

台場二丁目(トレードピアお台場前 )

フジテレビ前(アクアシティお台場前 )

フジテレビ前(アクアシティお台場前)

グランドニッコー東京 台場

グランドニッコー東京 台場

ヒルトン東京お台場

潮風公園

ヒルトン東京お台場

フジテレビ前

フジテレビ前

台場二丁目(東京ジョイポリス前 )

高 速 湾 岸 線

台場二丁目(東京ジョイポリス前)

お台場海浜公園駅前

お台場海浜公園駅前

お台場学園前

大観覧車

お台場学園前

台場一丁目

台場一丁目

芝浦三丁目(田町駅入口）

芝浦三丁目(田町駅入口）

田町駅東口
品川駅港南口

品川駅港南口

夢の大橋

船の科学館

パレットタウン

記載料金は全て2016年4月1日現在のものです。

ご利用案内

運賃 210円（こども100円）
介助者割引制度 車椅子の介助者100円
1日乗車券

回

数

券

1枚 500円 (当日限り)

※バス車内で購入が可能です

おとな11枚2,000円 29枚 5,000円
こども11枚1,000円 29枚 2,500円
※バス車内で購入が可能です。

定

期

券

通勤定期 1ヶ月 8,000円 3ヶ月 23,000円
通学定期 1ヶ月 7,000円 3ヶ月 19,000円
小学生定期1ヶ月 3,500円 3ヶ月 9,500円

※路線バス車内に定期券のお申込み用紙がございます。
ご希望日にバス車内でお渡しすることも可能でございます。

貸切バスに関するお問い合わせ

03-6380-7701
（7:00〜 22：00

365日）

ケイエム観光バス シティバス事業部

定期券の購入について
ケイエム観光バス・シティバス事業部
東京都江東区東雲2-6-1
国際自動車東雲センター 5F

ツイッターで最新情報を発信中

お台場レインボーバス@km_bus
https://twitter.com/km_bus
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シャトルバス、ドライバーアウトソーシングの
導入をお考えの皆さま
□自社車両を使用し、ドライバー及び
運行管理の アウトソーシングをし
たい。
□車両管理や労務管理はすべて外注化
したい。
□ドライバーの採用や教育、運行マ
ニュアルなど アウトソーシングし
たい。
□運転技術、接客マナーがしっかりし
ている プロドライバーでシャトル
バスを運用したい。

運行計画

事故対応

お客さまからのご予定をもとに
運行管理者が運行計画を作成。
ドライバーへの指示を行います。

万が一の事故に対しても弊社事故担当が
24時間・年中無休の配車管理により
全面サポートいたします。

豊富な経験

ご希望の運行形態、車種などお客さまのリクエストにお応えいたします。

商業施設・ホテルなど

□施設間や施設と駅などを結ぶシャトルバスの運行を請負います。
□増便や送迎ルートの追加時の一部請負も可能です。
□運転技術、接客マナーを兼ね備えたドライバーを配置いたします。

オフィス・工場など

□駅と職場、職場間を結ぶシャトルバスの運行を請負います。
□朝夕など乗客数に応じたフレキシブルな運行プランが可能です。
□事故発生リスクの減少や交通費の抑制が可能になります。

各種教育施設など

□スクールバス・専用シャトルバスの運行を請負います。
□運転技術、接客マナーを兼ね備えたドライバーを配置いたします。
□施設の付加価値を高め、お客さま満足度向上のお手伝いをいたします。

利用実績① ーー 百貨店での運行
都内有名百貨店と駐車場の間を結ぶシャトルバス
（無料送
迎バス）を開店時間に合わせ約10 分間隔で運行しており
ます。天候や気温などに左右され
る事が無いので、お買い物後の移
動がスムースに行えるため利用
客、クライアントからご好評いた
だいております。

利用実績② ーー ホテルでの運行
東京都内の外資系ホテルと最寄駅を結ぶシャトルバス
（無料送迎バス）の運行をしております。スーツケースな
ど荷物を運ぶ手間が省けること
や、宴席や会合などでご利用のお
客さまが一度に大勢移動できる
ため利用客、クライアントご好評
いただいております。

シャトルバスご利用までの流れ
電話・Web
によるお見積り
依頼

担当者からの
ご連絡

お見積書の
提出

お電話・またはWEBよ お客さまのご希望の経 お 打 ち 合 わ せ の 内 容
り ご 依 頼 く だ さ い。 路・時間場所等につい を 基 に お 見 積 書 を 作
電話03-6380-7701
てご訪問してお伺いさ 成いたします。
せていただきます。
内容をご確認の上、
ご返信いただきます。
WEB

試走・
現場確認

最終のご確認

契約の締結

車両を使用し、コース
のトライアルや施設の
確認をさせていただき
ます。

お打ち合わせやトラ
イアルに基づき、最終
のお見積りを提出さ
せて頂きます。

契約書を締結させて
頂きます。その後、運
行開始日よりシャト
ルの運行を開始いた
します。

www.km-bus.tokyo/contact/

シャトルバスに関するお問合せ

ケイエム観光バス
シティバス事業部

03-6380-7701（7：00-22：00 365日）

Apr. 2018

車種一覧※車種は一部です
S'ELEGA59
【セレガ59】
乗車定員59名2人掛固定式44席
後部固定式5席/補助椅子10席

AEROACE53【エアロエース53】
乗車定員53名2人掛固定式32席/2人掛回転式8席後部固
定式5席/補助椅子8席

後部サロン利用時

QRコードを読み取るとAERO ACE53車内が
Googleストリートビュー室内版で閲覧可能です。

AEROACE27【エアロエース27】
乗車定員27名
座席2人掛固定式16席／ 2人掛回転式8席後部固定式3席

レインボーⅡ【お台場レインボーバス】
乗車定員80名
座席34＋立席45＋乗務員

QRコードを読み取るとお台場レインボーバス車内が
Googleストリートビュー室内版で閲覧可能です。

法人・個人のお客様ご利用窓口

ケイエムトラベル

旅行会社様ご利用窓口

ケイエム観光バス・営業部

03-5705-7052 受付時間：平日9:00〜 18:00 03-5705-5931 受付時間：平日9:00〜 18:00

March 2018

会社概要
会社名

国際自動車株式会社
（kokusai motorcars Co.,Ltd.）

資本金

100,000,000円

グループ連結決算

売上 48,651百万円（平成29年3月期）

本社所在地

東京都港区赤坂二丁目8番6号 km赤坂ビル

代表取締役社長

西川 洋志

事業内容

一般乗用旅客自動車運送事業
自動車の運行およびその管理に関する
請負および受託

グループ営業車両数

4,241台
（2017年7月1日現在）
[タクシー ]3,521台（業務提携会社を含む）
[ハイヤー ] 545台
[バス] 175台

kmグループはタクシー、ハイヤー、バスの旅客運送を始めとして、自動車保険事業、自動車整備事業、自動車
運行管理サービス、駐車場事業に至るまで、自動車運行に関わるあらゆるサービス部門を有する旅客運送事
業の総合企業です。

●（株）織田タクシー
●

業務提携会社

ハッピータクシー（株）

ケイエム観光バス株式会社
東京事業部足立営業所
●
（株）織田タクシー東京営業所

●
新進タクシー（株）
●山手交通（株）赤羽営業所

国際自動車（城北）
板橋営業所

（）
株夢交通
（株）
夢交通

●国際交通（株）

（有）東京ナイトタクシー
●ラッキータクシー（株）

大丸交通（株）

●品川自動車タクシー（株）

森永タクシー（株）
●
東京太陽（株）
●
●
冨士自動車（株）
●
●

●山手交通（株）
●豊玉タクシー（株）

国際自動車（城東）
台東営業所

国際自動車（新宿）
落合営業所
国際自動車
（城西）
吉祥寺営業所
国際自動車
（城西）
三鷹営業所

●

●マコト交通（株）
関東自動車交通（株）

●弥生交通（株）
●親切タクシー（株）

国際自動車株式会社 本社
km グループ赤坂ホスピタリティカレッジ
ケイエムリーシング株式会社
赤坂パーキングセンター株式会社
ケイエムサービス株式会社

江戸川総業（株）●

国際ハイヤー株式会社
第一支店
●新和自動車
（株）

国際自動車
（東雲）
本社営業所
ケイエム国際株式会社
ケイエム観光バス
シティバス事業部

国際自動車（世田谷）
世田谷営業所
国際ハイヤー株式会社
第二支店
国際自動車
（横浜）
みなとみらい営業所

国際自動車（城南）
羽田営業所

ケイエム大箱根
自動車株式会社

●

国際自動車
（横浜）
本社営業所

ケイエム観光バス 本社
大森営業所

ケイエム観光バス株式会社
京都支店
●
（株）
栄和交通

ケイエム観光バス株式会社
京都支店 大阪営業所
国際ハイヤー株式会社
大阪営業所

山梨県

●

