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社員みんなの力で
　  地方を支える交通事業を持続させていく 
当社は、茨城県の県央・県北地域14市町村にまたがって路線バスを運行し、

また、東京・仙台・名古屋の各都市および、成田・羽田・茨城の各空港と、
東京ディズニーリゾート®への高速バスも運行しています。さらに、観光貸切
バス・スクールバス・コミュニティバスなど、600台以上のバス車両を保有し、
この地域の住民のみなさまの移動を多様な形で担っています。その他にも
旅行業、公用車の運行、レンタカー事業、広告事業なども行っています。

地域の公共交通、特にバスの交通は地方都市では、高齢者の買い物・通
院や学生の通学など車を運転できないみなさんにとってなくてはならない
存在です。そのバス路線をしっかり維持していくことは、地域のみなさんの
安心につながり、人口減少に苦心している地域の活性化にもつながる、非常
に重要な意味と責任を持っています。

北関東・東北で同じようにバス会社を運営している「みちのりグループ」
の一員として、私たちはその責任を常に意識しながら、日々安全な運行に努
めています。

また、バスの運行には様々な人が関わっています。運転士はもちろん、運
転士が安全に運行できるようサポートする運行管理者、600台以上の車両の
メンテナンスを担う整備士、旅行でお客様に楽しんでいただけるお手伝いを
するバスガイドなど、どの仕事もバス会社においてはとても大事な仕事です。

バス交通の将来の姿を見てみると、ＡＩ（人工知能）の進展などで、そのあ
り方も大きく変わろうとしています。2017年には常陸太田市、2018年には
日立市にて、国のプロジェクトである自動運転の実証実験が行われました。
いずれも最先端のＡＩ技術を取り入れた先進的な実験で、高い評価を受けて
います。当然、当社はその実験に深くかかわっており、今後のプロジェクトの
展開にも関与していきます。その他にも様々なテクノロジーがバスにも導
入されていくと想像しています。

私たちは、この地域において重要な存在であるバスを長きにわたって維持
し、さらに新しい時代の公共交通を創り上げていくことに関わりたい、その
仕事に携わりたいと思う若い人たちに是非入社していただきたいと考えて
います。当然、何もわからないことからのスタートとなりますが、先輩たちが
丁寧にやさしく教えてくれる企業文化があります。少しでも興味を持ってい
ただけるようでしたら、是非会社見学や入社の応募をしてください。みなさ
んと一緒に働けるのを楽しみにしています。

●茨城交通
●運行マネジメント
サービス

●電鉄タクシー
●ひたちなか海浜鉄道
（49%出資）
従業員 1,414人
バス 640台
タクシー 105台
レンタカー 197台

●岩手県北自動車
●東日本交通
●岩手県北観光
●南部バス観光
●浄土ヶ浜パークホテル
●宮古エコカーシェアリング

従業員 866人
バス 413台
遊覧船 1隻
カーシェア 16台

●福島交通
●福交整備
●福島交通観光
●フクコーアド
●福交保険サービス

従業員 897人
バス 551台
鉄道 6編成14両

●会津乗合自動車
●会津トラベルサービス
●ATS保険サービ ス
●あいづスタッフ

従業員 464人
バス 196台
タクシー 99台

●関東自動車
●関東自動車整備
●関東ツアーサービス
●やしお観光バス
●那須交通

従業員 1,113人
バス 617台

従業員 124人
鉄道 7編成21両

従業員 5人

みちのりホールディングス みちのりグループ

※2019年3月31日現在（茨城交通と日立電鉄交通サービスの統合後数値）



グループ力で地域と共に走り続けます ■ 茨城交通グループ
 ● 運行マネジメントサービス（株）
 ● 電鉄タクシー（株）■ 茨城交通株式会社

■ バス事業（営業所）
 ● 水戸市（茨大前営業所・浜田営業所・鯉渕営業所）
 ● 日立市（日立南営業所・神峰営業所）
 ● 大子町（大子営業所）
 ● 常陸大宮市（大宮営業所）
 ● 常陸太田市（太田営業所）
 ● ひたちなか市（勝田営業所・那珂湊営業所）
 ● 笠間市（笠間営業所）
 ● 小美玉市（茨城空港営業所）

■ タクシー事業
 ● 一般乗用旅客自動車運送事業
  大子営業所（大子町）

■ 整備事業
 ● 自動車整備事業
  那珂整備工場（那珂市）
  水戸南工場（水戸市）

■ その他の事業
 ● 不動産業・広告業・保険業
 ● レンタカー・運行請負業

県都水戸市を中心に県央、県北の14市町村にわたり
路線バスを運行するとともに、路線バスでの公共交通機関としての実績を活かし、
観光バス、スクールバス、各自治体のコミュニティバスなどの運行も行っています。

未来へつながる交通事業をめざして

乗合バス事業
県都水戸市を中心に県央、県北の14市町村にわたり路線
バスを運行するとともに、路線バスでの公共交通機関とし
ての実績を活かし、各自治体のコミュニティバスなどの運
行も承っております。さらに常磐自動車道、東関東自動車
道、北関東自動車道を路線とした高速バスは、水戸・日立・
東海・常陸太田・大子・益子・笠間～東京・新宿間、日立
～成田・羽田空港間、水戸～宇都宮間、日立～東京ディズ
ニーリゾート®間等を運行し、都市間、海外との文化、経済
的交流の一翼を担っております。

旅行業・観光バス事業
お客様のニーズに合った多様な旅行商品企画と、地域に密
着したきめ細やかな営業を展開しております。また観光バ
ス事業は学校の遠足・修学旅行、企業や地域の観光バス旅
行などを担い、安全で快適なバス旅行を提供しています。    

広告業
ラッピングバス、バス車内案内のコマーシャル、バス停留所
等の宣伝広告媒体をはじめ各種の広告宣伝を承っておりま
す。

運行請負業
会社役員の公用車の運転を請け負っています。

レンタカー事業
日立製作所グループを中心とした、主に法人向けのレンタ
カーの提供を行っております。

ひたちBRT 自動運転 ラッピングバス



県央・県北に広がる営業拠点

大子営業所
久慈郡大子町矢田823

大宮営業所
常陸大宮市東富500-1

笠間営業所
笠間市笠間遠森1698-7

鯉渕営業所
水戸市鯉渕町3491

茨大前営業所
水戸市袴塚3-5-36

那珂整備工場
那珂市菅谷1577-1

水戸南工場
水戸市住吉町183

茨城空港営業所
小美玉市野田1110-3

神峰営業所
日立市滑川町2-11-5

太田営業所
常陸太田市山下町下軍田1162-3

那珂湊営業所
ひたちなか市釈迦町22-2

浜田営業所
水戸市東桜川8-4



オフィス・営業所・整備工場

水戸オフィス

日立オフィス

勝田営業所
ひたちなか市東石川後原3158-2

日立市留町字前川1270-55

日立市千石町2-14-10

水戸市袴塚3-5-36

日立南営業所

新水戸オフィス完成予想図



日本全国へ拡大します

平日71往復、土・日・祝日76往復
1ヶ月の輸送人員 約10万人

拠点を結ぶ、高速バス、空港バス

地元の生活に密着したバスネットワーク
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成田空港線
日立駅・ひたちなか・水戸駅 ─ 成田空港

日立駅・ひたちなか・水戸駅・石岡 ─ 羽田空港

羽田空港線

大子・大宮・常陸太田・那珂IC ─ 東京駅・新宿駅

大子・大宮・太田線
水戸・ひたちなか・東海・日立 ─ 二本松・仙台駅

仙台線

日立・ひたちなか・水戸・つくば ─ 東名豊田・名古屋駅

名古屋線
 高萩駅・日立・多賀 ─ 東京駅

高萩・日立線

水戸 ─ 宇都宮

北関東ライナー宇都宮線

常陸太田・ひたちなか・水戸駅 ─ 茨城空港

茨城空港線

水戸駅・赤塚・茨大・県庁 ─ 東京駅

みと号

東海・ひたちなか・大洗IC ─ 東京駅

勝田・東海線

益子・茂木・笠間 ─ 秋葉原駅

関東やきものライナー

日立・多賀 ─ 東京ディズニーリゾート®

東京ディズニーリゾート®線

成田空港線

高萩・日立線

大子・大宮・太田線

茨城空港線

関東やきものライナー

みと号

勝田・東海線

名古屋線

羽田空港線
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東海村

日立市

高萩市

北茨城市

大子町

那珂市

茨城町 大洗町

TDR

東京

仙台線

いわき

北関東ライナー宇都宮線

東京ディズニーリゾート®線



茨城県の県央・県北14市町村にわたり路線バスを運行し、この地域の住民の移動を担っています。
それが地域の安心と活性化につながることを使命として、みなさん日々仕事をしています。
また、高速バス・観光バスは県外・海外との交流を促進する重要な移動手段です。

── 多彩な社内レクリエーション ──

募集概要

地域の安心と活力は私たちが担っています

共に未来をつくる仲間たちと

■ 総合職
運転士の点呼やシフト表の作成など安全運行の管理を行う運行管理事務職から
ス夕ートし、本人の希望や適性に応じて旅行職、バスの運行を企画する事務職、総務・
経理などの職種を経験しながらキャリアアップしていきます。

■ バス運転士養成員
地域住民や観光客の移動を担うため、バスの運転業務を行います。
路線バスで経験を積み、適性や本人の希望等により、高速バスや観光バスヘステップ
アップできます。
大型二種免許取得費用は会社が負担し、また丁寧な教育指導で、すでに10人以上の
高卒の先輩方が養成員を経て運転士として活躍しています。

■ 自動車整備士
バスの点検・修理や車検を行います。バスを安全に運行するためには、普段の点検・整
備は欠かせない重要な仕事です。また、整備士3級、2級、1級と、より高度な資格取得
を支援しています。

■ 観光バスガイド
観光バスでの観光案内と接客、バス運転士の補佐を行います。
県内だけでなく、関東・東北・北陸など、各地の観光地へ行き、お客様が旅行を楽しん
でいただけるお手伝いをします。

ボーリング大会 社員旅行 クリスマスパーティー


