
                令和２年６月２日 

高速バス一部運行再開について 
（日本初の「SIAA抗ウイルス」コーティング車両で運転（認証申請中））  明光バス株式会社 

 

新型コロナウィルス感染症感染拡大に伴う非常事態宣言解除を受けて、以下の通り、高速バスの運行

を一部再開します。白浜東京線が「さいたま新都心バスターミナル(BT)」に乗り入れます。 

高速バス運行一部再開にあたり、「新しい生活様式」ならびに日本バス協会ガイドライン等に基づき、

ソーシャルディスタンス、検温、バス車内の換気や「抗ウイルス SIAA(*1)規格に基づく抗ウイルスコー

ティング」等を実施します。（認証申請中、以下「SIAAAVC」（SIAA Anti-virus coated）と略します。再

開時は各線とも SIAAAVC 車両で運行します。一部車両は２月以降順次、抗ウイルスコーティングを実

施していましたが、運行再開時から車内外に「SIAA 抗ウイルス」マークを掲出して走り出します。 

外気導入による換気でおおむね 5分で車内の空気を入れ替え、加えて壁・シート・カーテン・エアコ

ンフィルター・トイレ等に付着したウイルスや菌は「SIAA 抗ウイルスコーティング」で不活化します

ので、安心してご乗車いただければ幸いです。（ウイルスや菌の付着実験で効果確認し SIAA 認証申請） 

(*1)ＳＩＡＡ（一般社団法人 抗菌製品技術協議会）は、経済産業省のガイドラインに則って運営され、適正で安心できる抗菌・防カ

ビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。 

業界だけでなく、消費者代表、専門家および行政などの幅広い意見を聞きながら、抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関する

ルールを整備し、かつそのルールに適合した製品の安心のシンボル SIAA マーク表示を認めています。（当社は現在認証申請中です。） 

 

１．高速バス運行一部再開 

① 白浜大阪線は６月１２日（金）から２往復／日で運行再開します。 

＜白浜⇒大阪＞ 

[２便]南紀白浜空港 6:05 発⇒田辺駅前 6:50⇒なんば OCAT 9:35 

⇒大阪駅 JR高速 BT 9:55⇒ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 10:25 着 

[６便]ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ 8:39 発⇒田辺駅前 9:30⇒なんばOCAT 12:15 

⇒大阪駅 JR高速 BT 12:35 着 

＜大阪⇒白浜＞ 

[11 便]大阪駅 JR 高速 BT 13:50 発⇒なんばOCAT 14:10⇒田辺駅前 16:53 

⇒ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ 17:40 着 

[15 便]大阪駅 JR 高速 BT 17:20 発⇒なんばOCAT 17:40⇒田辺駅前 20:23 

⇒ｴｸｼﾌﾞ白浜 21:08 着 

② 白浜京都線は６月１２日（金）から１往復／日で運行再開します。 

＜白浜⇒京都＞ 

[２便]南紀白浜空港 7:05 発⇒田辺駅前 7:50⇒高速京田辺 10:53⇒京都駅 11:16 着 

＜京都⇒白浜＞          （↑JR 松井山手駅最寄り） 

[３便]京都駅 17:20 発⇒高速京田辺 17:45⇒田辺駅前 20:48⇒南紀白浜空港 21:29 着 

      （↑JR 松井山手駅最寄り） 

③ 白浜東京線は６月１８日（木）から通常通り運行再開します。「さいたま新都心 BT」乗入開始 

＜白浜⇒東京＞ 

[２便]南紀白浜空港 19:16 発⇒田辺駅前 20:00⇒高速和歌山(鳴神) 21:38 

⇒YCAT(横浜駅) 5:27⇒ﾊﾞｽﾀ新宿 6:24⇒池袋駅東口 6:49⇒さいたま新都心 BT 7:24 

⇒大宮駅西口 7:39⇒大宮営業所 7:49 着 



＜東京⇒白浜＞ 

[１便]大宮営業所 19:35 発⇒大宮駅西口 19:45⇒さいたま新都心 BT 20:05⇒池袋駅東口 20:40 

  ⇒ﾊﾞｽﾀ新宿 21:10⇒YCAT(横浜駅) 22:10⇒高速和歌山(鳴神) 5:57⇒田辺駅前 7:30 

  ⇒南紀白浜空港 8:10 着 

２．「新しい生活様式」ならびに日本バス協会ガイドラインに基づく措置 

＜明光バスの基本的な考え＞ 

・外出自粛、休業要請等が解除されても、新型コロナウィルスが指定感染症である限り、感染・発

症すると家庭や職場に大きな影響を及ぼすことは変わらないと考えます。 

・検査方法が確立しワクチンや薬ができても、インフルエンザ等とともに、衛生監視について人々

の意識は高いままで当面の間推移すると考えます。（バス車内の安心安全確保） 

・「新しい生活様式」への対応を求められており、お客様と乗務員とも基本的な予防、ソーシャル

ディスタンスならびに継続的な予防・対応による信頼回復・向上が不可欠と考えます。 

（「SIAA 抗ウイルス」コーティング、乗車時の検温） 

＜具体的な措置＞ 

① お客様と乗務員とも基本的予防 

・乗車前や休憩中の手洗いや手指の消毒 

・咳や発熱などの症状がある場合は、決して無理をして外出されないようお願いします。 

・車内でのマスク着用（マスクをご持参いただき乗車中は着用願います。乗車時に確認します。） 

※車内での会話は控えて、咳や他の方との接触がなければ着席中の着脱は最小限でお願いします。 

※乗務員については、出庫点呼時に体調確認や検温を実施し問題ないことを確認してから乗務し

ております。咳や他の方との接触がなければ、着席運転中に着脱する場合があります。 

② ソーシャルディスタンスの確保 

・各線において、運行再開から当面の間、第一列座席の使用を停止します。 

・白浜大阪線において、運行再開から当面の間、窓側の席（Ａ席・Ｄ席）のみ予約可能とします。 

・白浜京都線において、運行再開から当面の間、横隣席間にプライバシーカーテンを設置します。

（白浜東京線においては既にプライバシーカーテンを使用しています。） 

③ 乗車時にお客様の検温を実施します。（乗務員は出庫点呼時に検温確認して乗務します。） 

※37.5℃以上の方は乗車をご遠慮いただき全額返金（手数料当社負担）します。 

※払い戻しは窓口でお願いします。 

④ 各線当社運行便を「抗ウイルスＳＩＡＡ規格に基づく抗ウイルスコーティング」（SIAAAVC＝

SIAA Anti-virus coated）施工済車両で運行します。（認証申請中） 

※車両運用の都合や点検・修理時には未施工車両で運転する場合があります。 

※創業 97 年文化財等保護技術から抗ウイルス

＋抗菌コーティング技術・施工を積み上げて

きた株式会社清華堂の協力を得て、高速バス

に抗ウイルスコーティングを実施しました。

「SIAA 抗ウイルス加工」正会員認証を近鉄バ

スホールディングスとして取得申請中です。 

※当社では本年２月よりコーティングを開始し

現時点で２０台に施工済です。 

 （高速バス、貸切バス、「快速熊野古道号）） 

SIAA 申請中 



※同社の抗ウイルスコーティングを当社本社事務所、白浜営業所、予約センターに施工済です。 

※「SIAA抗ウイルス」コーティングは、急速にバス、鉄道、飛行機、船舶、タクシー、ホテル、

飲食店、事務所、銀行、幼稚園・保育園等に展開される予定です。 

⑤ 高速バス全車で「外気導入モード」で運転します。 

※「外気導入モード」時では、車両の前方と、屋根上のエ

アコンから新鮮な空気を取り入れることにより、おおむ

ね 5分で車内の空気を入れ替えることができます。 

※エアコンフィルターも抗ウイルスコーティング

SIAAAVC施工済です。 

※窓を開けられる車両はＳＡ休憩時等に換気にご協力を

お願いします。 

（天候により、またはトンネル内など換気ができない場合がありますのでご了承ください。） 

 

（以 上） 



SIAA AVC(SIAA Anti Virus Car) 本格起動！ 
(SIAA 認証申請中) 

バス車内における『抗ウイルス』衛生対策について 

 

特定のウイルスや菌を長期間抑制し、瞬間的な殺菌・除菌・消毒だけでは
保てないバス車内や接客設備・事務所内の衛生環境のリスクを軽減し、安
心安全な車内環境を目指します。 
 

今回実施している抗ウイルス+ 抗菌加工は、ウイルスや細菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは 

区別されます。殺菌・除菌、消毒は大切ですが、その瞬間瞬間のリセットであり、再度リスクが残りま

す。抗ウイルス+ 抗菌とは、施工後長期にわたり継続的に、そのリスクを大幅に減少させることです。 

                概   要 

 

■使用塗料  エコキメラ SRW-３０ [ 製造：(株)YOO コーポレーション] 

  

■塗料特徴  無色透明「リン酸チタニア[ おもな取得特許：4430877]」の強固な被膜活性層が無光触 

媒性能によって一度の施工で24 時間、３年～５年間、効果を持続。車内の消臭効果も 

有り。 

■方法    安全な無機塗料を用いた「特殊ミストスプレー・コーティング」 

       施工箇所：座席+ 窓ガラス+ 天井+ 壁面+ カーテン+ 化粧室+ 空調等の車内全面 

            手すり+ ドアノブ+ 接客カウンター+ 点呼台、会議室等のテーブル+ 椅子+  

リモコン等事務所接触面 

■施工管理  株式会社清華堂 サニテーション事業部 

       TEL:06-6761-7315 FAX:06-6762-4038 担当：崎田 

■安全性   「急性経口毒性」吸飲無害   「皮膚への刺激性」体表炎症 

          ( ハンティンドン・ライフサイエンス株式会社による評価 合格 ) 

        「突然変異性」発がん性    「皮膚感作性」アレルギー 

       （一般財団法人 日本食品分析センターによる評価 合格） 

■性能持続試験 

ISO 21702  抗ウイルス試験法     [ インフルエンザA 型( インフルエンザ想定)] 

[ ネコカリシウイルス( ノロウイルス想定)] 

           ISO 22196  抗菌試験法[ 大腸菌/ 黄色ブドウ球菌]」 

         ( 一般財団法人 ボーケン品質評価機構における試験でSIAA 合格基準取得） 

   ※１, 一般財団法人 日本抗菌製品技術協議会。 

   ※２, 現在、近鉄バスホールディングスグループ( 明光バス株式会社) として同協会への入会申請 

中です。６月中旬入会後、バス事業者・運輸事業者として、明光バスが全国で初めて 

「SIAA ISO 抗ウイルスマーク」を取得します( 申請中)。 

             

                          


