
旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

北日本観光 北海道 旭川市４条通11丁目左9号 0166-26-7811

北海道環境開発 北海道 旭川市５条通10丁目2233-13山文ビル 0166-74-5853

厚友会 北海道 旭川市５条通２丁目１６７７－７ 0166-23-1177

トラベラーズアシスタンス 北海道 旭川市9条西1丁目2番3号 0166-74-3375

旭川ふるさと旅行 北海道 旭川市永山3条19丁目5番11号 0166-46-0701

マルウン商事 北海道 旭川市宮下通10丁目3番2号マルウンホール内 0166-22-8600

セントラル旅行サービス 北海道 芦別市北１条東１丁目６番地１９ 0124-22-4100

トラベルガイド北海ツーリスト 北海道 伊達市鹿島町４８－１ 0142-23-7011

日交ハイヤー 北海道 浦河郡浦河町大通り2丁目28 0146-22-3153

阿寒バス商事 北海道 釧路市愛国191番地208 0154-37-3033

株式会社北海道旅行企画 北海道 釧路市富士見3丁目11番35号 0154-44-6313

くしろバス 北海道 釧路市文苑2丁目1-1 0154-38-8881

日専連釧路 北海道 釧路市北大通２丁目７番地 0154-37-2000

テイクサン・トレーディング 北海道 恵庭市恵み野南4丁目５－１ 0123-36-2119

フロンティア 北海道 江別市角山４４０番地 011-391-6003

ベスト新札幌 北海道 札幌市厚別区厚別中央3条4丁目2-12-308サニーサイドガーデン壱番館 011-892-2206

クローバープラン 北海道 札幌市清田区真栄一条２丁目１番２８号 011-881-1155

ものがたりの旅 北海道 札幌市清田区平岡６条１丁目7-7-109 090-6877-8564

BSC 北海道 札幌市中央区大通西16丁目１－１３けいほくビル６F 011-688-6919

道新サービスセンター 北海道 札幌市中央区大通西３丁目６道新ビル北一条館１階 011-241-6477

札幌通運 北海道 札幌市中央区大通西8丁目2-6LNJ札幌大通公園ビル 011-251-1166

サッポロガイド 北海道 札幌市中央区南14条西6丁目5-3 011-512-0011

クレオトラベル 北海道 札幌市中央区南１条西２丁目１１番地丸井今井札幌一条館９階 011-205-1980

日本旅行北海道 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目16日本旅行札幌ビル 011-208-0150

レオールツーリスト 北海道 札幌市中央区南22条西6丁目2-25エムズ南22条第３ビル４階 011-596-0681

華桜国際サービス 北海道 札幌市中央区南９条西３丁目２－１マジソンハイツ　307室 011-596-0086

世界紀行 北海道 札幌市中央区南一条西6丁目11札幌北辰ビル8階 011-272-6006

エヌ・ケー北海道 北海道 札幌市中央区南一条東1丁目1-14 011-862-8560

メンバーズトラベル 北海道 札幌市中央区南一条東三丁目10番6号大成ビル3階 011-522-5231

セラヴィ 北海道 札幌市中央区南三条西10丁目1001番5号福山南三条ビル7F 011-200-9211

アーバン・トラベル札幌 北海道 札幌市中央区南三条西４丁目８番地 011-223-2525

ヴォルテックス 北海道 札幌市中央区南七条西五丁目1-16 011-252-9788

ほっとフー 北海道 札幌市中央区南十三条西9丁目1-3-901G-OAK山鼻 011-252-9272

北海道ハウジング 北海道 札幌市中央区南十八条西14丁目1-23-203 011-552-7770

TRAVEL ZERO 北海道 札幌市中央区南二条西１丁目１-２２１きのしたビル８階 011-207-6500

北海道ツアーズ 北海道 札幌市中央区南二条西６丁目５番３号住友狸小路プラザハウス８０３ 011-241-6668

ノマド 北海道 札幌市中央区南二条西6丁目8番地一閤ビル2階 011-261-2039

ジェイウイング 北海道 札幌市中央区南二条西7丁目6-2日宝南2条ビル7階 050-3785-7085

札幌ばんけい 北海道 札幌市中央区盤渓475番地 011-644-0071

北海道ブブ 北海道 札幌市中央区北1条西2丁目11-123山京ビル 8階 011-668-5015

産経海外旅行 北海道 札幌市中央区北１条西７丁目４タキモトビル４Ｆ 011-271-5388

エイチ・ビー・シー・ビジョン 北海道 札幌市中央区北３条西２丁目１番地共栄火災ビル1階 011-242-3366
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太陽旅行 北海道 札幌市中央区北４条西４丁目１番地ニュー札幌ビル　１Ｆ 011-241-0141

トラベルガイア 北海道 札幌市中央区北５条西２３丁目１番２５－３０３号 011-612-2331

北海道旅游 北海道 札幌市中央区北一条西１条西２２丁目２ー１　1203号 011-555-6629

アトラスエージェンシー 北海道 札幌市中央区北三条西23丁目2-15ハウフィス3E 011-621-8876

札幌航空旅行 北海道 札幌市東区北24条東7丁目１－２８ 011-748-3111

北海トラベル 北海道 札幌市東区北二十四条東1-1-35 011-731-4321

光和トラベル 北海道 札幌市南区澄川5条6丁目2番33号 011-842-2558

コープトラベル 北海道 札幌市白石区栄通１８丁目５－３５ 011-851-7411

マークワンスタイル 北海道 札幌市白石区川下640-89 011-875-1122

ドラゴンツアー 北海道 札幌市白石区東札幌五条1丁目1-1札幌市産業振興産業センター産業振興棟3F 090-4533-3652

サンビクトリー 北海道 札幌市白石区北郷三条１２丁目7-24 011-874-8333

北海学園生活協同組合 北海道 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号 011-811-8689

さっぽろトラベル　北陽警備保障 北海道 札幌市豊平区月寒中央通2丁目３－１第二北陽ビル１階 011-858-9501

ニッポン旅行サービス 北海道 札幌市豊平区美園9条6丁目1番12号 011-820-4858

エルディ 北海道 札幌市豊平区平岸一条1丁目9番6号ラルズビル3階 011-812-3790

遊プラン 北海道 札幌市豊平区豊平3条3丁目２番27号Trois　1st　1F 011-618-8000

ジェイエコツアー 北海道 札幌市北区あいの里三条8-3-5　 011-770-5000

グローイングツーリスト 北海道 札幌市北区北13条西3丁目2番1号 011-726-2800

ジオ 北海道 札幌市北区北九条西４丁目７－４エルムビル８階 011-737-7841

栗林商会 北海道 室蘭市入江町１番地１９ 0143-24-7011

パワーズトラベル 北海道 上川郡東神楽町ひじり野南1条5丁目1－1スーパーセンターＢＥＳＴＯＭ東神楽店 0166-68-5555

ノース・スター・トラベル 北海道 千歳市千代田町５丁目５-１戸田ビル 0123-24-2121

碧雲堂ホテル＆リゾート 北海道 千歳市美々987-22新千歳空港内国内線ターミナルビル3階 0123-46-5535

つたい 北海道 帯広市西1条南26丁目1番地 0155-24-2414

つたいトラベルサービス 北海道 帯広市西２条南２４丁目１２番地１ 0155-21-5700

ルワード 北海道 帯広市西二十二条南４丁目１８－２５ 0155-67-8855

北海道ツアーシステム 北海道 帯広市大通南13丁目5番地ぜんりん会館5F 0155-28-6640

滝川旅行センター 北海道 滝川市栄町2-3-4ONビル 0125-24-6131

北都観光 北海道 稚内市中央4-5-29 0162-23-3820

トラベル・ウィンドウ 北海道 函館市杉並町8番15号 0138-32-9669

トラベルメイク 北海道 函館市鍛治１－１１－８ 0138-86-5225

函館タクシー 北海道 函館市日乃出町22番38号 0138-51-3101

オールイントラベル 北海道 函館市富岡町1-3-3 0138-44-3939

美唄自動車学校 北海道 美唄市東1条南2-3-3 0126-62-5489

東北海道トラベル 北海道 標津郡中標津町南町３番地１０東武サウスヒルズ中標津店内 0157-56-4110

根室中標津空港ビル 北海道 標津郡中標津町北中16番地9 0153-73-5601

トラベルビューロー 北海道 北斗市村山161-1 0139-52-3589

ツーリスト道南 北海道 北斗市谷好４丁目５番１０号 0138-74-2828

網走バス 北海道 網走市南2条西1丁目15番地 0152-43-4101

厚真町観光協会 北海道 勇払郡厚真町本郷３０５－２ 0145-29-7711

やなぎ屋 北海道 夕張郡栗山町中央3丁目３８番地 0123-72-1340

夕張鉄道 北海道 夕張市若菜2-19 0123-56-6306
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NEXT YUBARI HALKS 北海道 夕張市本町3丁目336番地 0123-57-7651

エヌジェイティー 青森県 五所川原市大字石岡字藤巻57-2 0173-35-8141

アルク 青森県 弘前市一番町9 0172-37-3838

フラワー観光 青森県 弘前市大字和泉2丁目1番地1 0172-26-2112

オリエントツアー 青森県 三沢市幸町1丁目4-2 0176-51-1551

イーストツアー 青森県 十和田市東二十二番町１０－２８ 0176-51-6597

JTSみちのく 青森県 青森市合浦1-2-4三八五観光タクシー3階 017-752-1705

日専連旅行センター 青森県 青森市新町２－７－１６日専連しんまちプラザ３階 017-735-1154

東奥日報サービス 青森県 青森市第二問屋町３丁目１番８９号 017-752-8200

共和トラベル 青森県 青森市東造道２－３－１４ 017-736-2266

デーリー東北新聞社 青森県 八戸市城下1-3-12 0178-44-5111

トラベルプランニング 青森県 八戸市大字八幡字岡前３６番地３ 0178-72-3639

北日本トラベル 青森県 八戸市廿三日町4-1NDビル１階 0178-22-5151

三八五観光 青森県 八戸市八日町２ 0178-45-5429

一関市観光協会 岩手県 一関市駅前１番地 0191-23-2350

千田観光サービス 岩手県 一関市千厩町清田字境110-2 0191-53-2007

東磐交通 岩手県 一関市東山町長坂字町410 0191-47-3434

フリーダムトラベル 岩手県 奥州市水沢西上野町２－3 0197-24-6982

水沢ツーリストサービス 岩手県 奥州市水沢南町3-17 0197-24-7301

新栄観光社 岩手県 花巻市松園町490-2 0198-21-2152

ファミリー観光 岩手県 花巻市上小舟渡33番地4 0198-24-6673

岩手旅行社 岩手県 釜石市大渡町１－７－２ 0193-31-1300

釜石旅行センター 岩手県 釜石市鈴子町4-9 0193-22-5555

三陸鉄道 岩手県 宮古市栄町4番地 0193-62-8900

城山観光 岩手県 上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目139番2号 0193-44-2124

カワトクトラベル 岩手県 盛岡市菜園1-10-1パルクアベニューカワトク２階 019-626-9326

みちのりトラベル東北 岩手県 盛岡市厨川1-17-18 019-641-8811

IGRいわて銀河鉄道 岩手県 盛岡市青山２丁目２番８号 019-601-9980

東杜観光 岩手県 盛岡市長田町3-18東杜観光ビル 019-651-3737

岩手開発産業 岩手県 大船渡市盛町字町8-19 0192-27-1111

北上交通観光 岩手県 北上市上野町1-27-23 0197-64-1241

東北友愛観光 岩手県 北上市常盤台４－６－７２ 0197-63-6756

ジャパン・ツーリスト・サービス 岩手県 北上市大通り3丁目1-1 0197-64-7011

エステー観光 岩手県 北上市本通り1-2-23 0197-63-3590

仙北富士交通 宮城県 遠田郡涌谷町太田字古川2番地2 0229-45-2221

花園旅行 宮城県 塩釜市海岸通9-5 022-365-8187

気仙沼交通観光 宮城県 気仙沼市上田中1-9-14 0226-24-0550

オーシャンコネクト 宮城県 気仙沼市南郷２番地１６ 0226-29-6360

気仙沼旅行センター 宮城県 気仙沼市本郷11-4 0226-22-2511

みやぎ十符の里観光 宮城県 宮城郡利府町加瀬字瓦崎20-2 022-356-2362

まほろば観光企画 宮城県 黒川郡大和町吉岡南１丁目１－１ 022-344-4630

宮城観光サービス 宮城県 柴田郡柴田町船岡中央1丁目９－５－１ 0224-55-4071
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仙台西部トラベル 宮城県 柴田郡川崎町大字前川字中道北3番地 0224-84-5910

ノースジャパンツアーズ 宮城県 石巻市蛇田字下谷地52番地 0225-23-7280

三陸旅行サービス 宮城県 石巻市渡波町1丁目4-10 0225-24-0717

富士ツーリスト 宮城県 石巻市東中里1丁目10-9 0225-93-9861

東日トラベル 宮城県 仙台市宮城野区原町２－２－１５西村ビル103 022-293-5661

宮交観光サービス 宮城県 仙台市宮城野区小田原１－２－１９ 022-298-7793

ワールドトラベル仙台 宮城県 仙台市若林区卸町４－３－１ 022-232-8051

みらい旅くらぶ 宮城県 仙台市若林区鶴代町6番3号東部工場団地組合会館 022-782-0833

国際ツーリスト仙台 宮城県 仙台市青葉区一番町 2-3-10カルチャー仙台ビル ２階 022-268-5858

百戦錬磨 宮城県 仙台市青葉区一番町１丁目１番８号青葉パークビル２０１Ａ号室 03-6206-9176

トラベルネットワーク仙台 宮城県 仙台市青葉区宮町4丁目8-25 022-216-3361

タイワ・トラベル・サービス 宮城県 仙台市青葉区錦町2-4-24 022-214-0808

みんなの観光 宮城県 仙台市青葉区栗生1丁目17-16 022-391-5203

河北新報普及センター 宮城県 仙台市青葉区五橋1-1-10第２河北ビル２階 022-211-6960

東北ちゅらトラベル 宮城県 仙台市青葉区国分町1-7-18東洋ワークビル7階 022-290-0848

仙台バスツアーズ 宮城県 仙台市青葉区国分町２－１－１５猪股ビル５階 022-224-3771

ビーエストラベル 宮城県 仙台市青葉区昭和町２番２３号ノ－ヴスア－バンビル２０４号 022-234-8601

フォーラムトラベル 宮城県 仙台市青葉区青葉町１－７－３０６ライオンズシテイ北仙台 022-301-6336

日本旅行東北 宮城県 仙台市青葉区中央4丁目7-22学校法人北杜学園中央6号館5階 022-266-0071

仙台リビング新聞社 宮城県 仙台市青葉区中央二丁目８番１３号大和証券仙台ビル４階 022-265-2511

K・コンシェルジュ 宮城県 仙台市青葉区北根3丁目26-7 022-301-9802

旅日記 宮城県 仙台市青葉区本町１－１－８第一日本オフィスビル 022-266-1170

エルタス東北 宮城県 仙台市青葉区本町１丁目７番１号東北電力本店ビル 022-268-0178

ツアー・ウェーブ 宮城県 仙台市青葉区本町2-5-1オーク仙台ビルディング2階 022-212-1980

トラベルe旅 宮城県 仙台市青葉区木町通2-5-18大熊ビル401 022-797-5005

東北エアシステム 宮城県 仙台市泉区将監10-26-15 022-218-6550

たびのレシピ 宮城県 仙台市太白区あすと長町１丁目４－５０スーパースポーツゼビオあすと長町店１階 022-304-5565

たびのホテルズ 宮城県 仙台市太白区あすと長町1丁目4-50スーパースポーツゼビオあすと長町店１階 022-304-5565

スマイルネットワーク 宮城県 仙台市太白区西中田7-8-6-301 022-306-0035

アィティプラス 宮城県 仙台市太白区中田6丁目7番35号 022-241-1151

エイアールシー 宮城県 仙台市太白区長町一丁目四番三号大友ビル 022-249-3032

オヤマグループ株式会社国際トラベル 宮城県 仙台市太白区茂庭坂ノ下29-4 022-281-8418

ワールドフライトラベル 宮城県 仙台市太白区茂庭人来田西135-5 022-796-9081

仙塩交通 宮城県 多賀城市町前2-2-5 022-366-5666

大崎観光トラベル 宮城県 大崎市古川駅前大通2-1-14チバミン駅前ビル　２F 0229-87-3702

山田運送 宮城県 登米市東和町米谷字根郭104番地の31 0220-42-2117

南トラベル 宮城県 登米市南方町堂地前104番地 0220-58-5080

ツアーネット1 宮城県 登米市迫町佐沼字寺浦30－1 0220-21-1717

宮城トラベルサービス 宮城県 登米市迫町佐沼字中江2-1-7 0220-21-5161

さくらツーリスト 宮城県 登米市迫町佐沼字梅ノ木5丁目3番地25 0220-22-4600

秋田コスモトラベル 秋田県 横手市十文字町仁井田字東22-1スーパーモールラッキー内 0182-23-8070

羽後交通観光 秋田県 横手市前郷二番町7-31 0182-32-6200



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

東照ジャパン 秋田県 秋田市山王四丁目１番１号秋田県庁本庁舎Ｂ１ 018-883-0845

東北iツアーズ 秋田県 秋田市山王臨海町1-1秋田魁新報社 018-823-6000

ビーエス 秋田県 秋田市泉菅野二丁目2-9 018-827-7251

BEST TRAVEL 秋田県 秋田市大住南三丁目1-16 018-893-3824

秋田第一旅行社 秋田県 秋田市大町２－７－１４ 018-863-7285

協同組合秋田県旅行業協会 秋田県 秋田市八橋大畑二丁目１２番５３号秋田県自動車会館４階 018-862-3190

秋田中央トランスポート 秋田県 秋田市飯島字穀丁大谷地1番地６ 018-853-6901

秋田旅行計画 秋田県 秋田市保戸野すわ町９－５０ 018-823-2682

秋北航空サービス 秋田県 大館市御成町１丁目１１番２５号 0186-42-3535

タカカツ自動車工業 秋田県 湯沢市小野字東堺９５番地の１ 0183-52-2161

ＴＰＮ（トラベルプラザのしろ） 秋田県 能代市昭南町１－６ 0185-55-0655

第一観光バス 秋田県 能代市二ツ井町海道上100-1 0185-73-3200

秋田ツーリストセンター 秋田県 能代市柳町8番3号 0185-52-5250

北秋田商事 秋田県 北秋田市住吉町9-13 0186-69-7050

山形旅行サービス 山形県 寒河江市元町2-3-10 0237-84-5450

山形ツーリスト 山形県 寒河江市元町三丁目3-33F 302号 0237-85-0639

ほっと旅企画 山形県 寒河江市柴橋1874-3自宅 0237-86-4486

ユアートラベル 山形県 寒河江市緑町４６番地 0237-83-1331

読売蔵王 山形県 寒河江市六供町2-1-58 0237-85-9722

最上川交通 山形県 最上郡戸沢村大字古口2891-2 0233-34-7051

サンプラスツアーズ 山形県 山形市城西町4-4-6 023-687-1172

さくらんぼ観光 山形県 山形市青柳3791 023-686-2368

E旅 山形県 山形市長町4-5-43 023-681-3139

山交観光 山形県 山形市鉄砲町2-13-18 023-641-4567

八千代交通株式会社　八千代トラベル 山形県 山形市南栄町2-11-21 023-622-5963

山形ビーエス観光 山形県 山形市南二番町７－７ 023-622-1477

八千代観光バス 山形県 山形市北町３－１－１０ 023-681-8400

トラベルパートナー 山形県 山形市薬師町２－２－２８ 023-615-6772

山形タクシー　山形グリーントラベル 山形県 山形市落合町170番地 023-625-4666

山新観光 山形県 山形市旅篭町2-5-12山形メデイアタワー 023-622-8321

山形蔵王トラベル 山形県 山形市緑町4-10-3ファートンビル2階 023-679-5300

トム旅行 山形県 酒田市幸町2-9-8プライムスクエア23 1-B 0234-24-3816

松山観光ツアー 山形県 酒田市山田23-5 0234-62-2140

菅原鮮魚　すマイル・ツアーズ 山形県 酒田市船場町２丁目２番地３６号 0234-31-7660

新庄ファミリー観光 山形県 新庄市松本282-12 0233-23-1570

トランスオーシャンツーリスト 山形県 新庄市常葉町1-30 0233-23-7007

トラベルショップ 山形県 村山市駅西18番23号 0237-52-3325

山形鉄道 山形県 長井市栄町１番１０号 0238-88-2002

庄交コーポレーション 山形県 鶴岡市錦町２－６０ 0235-24-2550

庄内交通 山形県 鶴岡市錦町2番60号 0235-22-0444

ツアーサポート東北 山形県 鶴岡市切添町6-5 0235-26-0860

山形中央観光株式会社 山形県 天童市交り江5-8-6 0237-48-6116



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

日本海トラベル 山形県 東田川郡庄内町余目字矢口97-1 0234-43-4312

日本ツーリスト山形 山形県 南陽市宮内2764-2 0238-47-2134

プラネット 山形県 南陽市椚塚1608-1ＪＴＢプラネット 0238-50-1551

オーティービー 山形県 尾花沢市上町４－９－３５ 0237-22-1621

あけぼの観光 山形県 尾花沢市尾花沢1535-6 0237-24-1181

米沢観光コンベンション協会 山形県 米沢市丸の内1-4-13 0238-21-6226

トラベル企画 山形県 米沢市金池　2－2－8 0238-22-4891

米沢平成観光 山形県 米沢市竹井1271 0238-28-0975

米沢ツーリストサービス 山形県 米沢市中央３丁目10-17 0238-23-0919

ひまわり旅行 山形県 飽海郡遊佐町江地字田地下29-3 0234-76-2006

東雲観光グループ 山形県 北村山郡大石田町大石田乙600-1 0237-35-3838

遠野観光 福島県 いわき市遠野町上遠野字中ノ町52-2 0246-89-2056

いわき旅行社 福島県 いわき市好間町中好間下川原１２－５ 090-9637-3504

浜通り交通 福島県 いわき市自由ケ丘37-10 0246-88-1788

ステージトラベル 福島県 いわき市鹿島町久保1-5-14 0246-76-0290

たびごこち 福島県 いわき市鹿島町走熊字小神山48-3 0246-29-7766

ベルトラ 福島県 いわき市常磐上湯長谷町五反田２５４ 0246-38-4160

たび 福島県 いわき市常磐上矢玉町江添２番地 0246-38-6781

常磐企画 福島県 いわき市常磐西郷町忠多６０－７１ 0246-43-1941

水野旅行 福島県 いわき市常磐藤原町小炭焼２２ 0246-44-3449

とらべるぱーくオリバー 福島県 いわき市植田町中央２丁目５－４ 0246-63-4111

風に誘われてとらべる 福島県 いわき市泉町１－１２－８ 0246-51-4047

ハーフタイムトラベル 福島県 いわき市内郷御厩町３－５５ヤマキビル 0246-38-4440

内郷タクシー 福島県 いわき市内郷綴町沼尻156 0246-45-0270

トラベルスリー 福島県 いわき市平字愛谷町４－８－４ 0246-25-8008

たび・旅倶楽部 福島県 いわき市平赤井字日渡11番地の２ 080-3959-5607

新常磐交通 福島県 いわき市明治団地4-1 0246-88-8799

東南観光社 福島県 伊達市宮前２３－１２宮前不動産Ａ号 024-573-7697

福島県北交通 福島県 伊達市梁川町広瀬町7 024-577-0051

旅交通会津 福島県 河沼郡会津坂下町福原前4105-3 0242-83-8788

河内屋商店（奥会津観光） 福島県 河沼郡柳津町細八字堺乙１０９－１０ 0241-42-2244

オリエントインターナショナルサービス 福島県 会津若松市河東町谷沢字十文字６２ 0242-75-2929

昭和観光 福島県 会津若松市千石町４－６ 0242-25-2525

会津交通観光株式会社 福島県 会津若松市東栄町1-81会津交通第2ビル２階 0242-26-0011

会津トラベルサービス 福島県 会津若松市白虎町227 0242-24-6666

アールエイチ企画 福島県 会津若松市飯盛３丁目３－３４ 0242-28-5623

旅工房あいづ 福島県 会津若松市本町1-33 0242-27-2000

ジャパン旅行サービス 福島県 岩瀬郡鏡石町桜岡375-9イオンスーパーセンター鏡石店内 0248-62-6039

NABEトラベル 福島県 喜多方市塩川町中屋沢字竹屋丙51-3 0241-27-5635

喜多方観光バス 福島県 喜多方市桜ガ丘一丁目１番地１ 0241-21-1100

生活協同組合コープあいづ 福島県 喜多方市字２丁目４６６９－２ 0241-22-1041

コセキ観光 福島県 喜多方市小田付道下7132 0241-22-8122



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

孫の手 福島県 郡山市安積町長久保一丁目２－７ 024-945-1313

郡中トラベル 福島県 郡山市安積町日出山1-142-1 024-953-4887

福島観光自動車 福島県 郡山市横塚2-1-3 024-944-7311

銀河観光 福島県 郡山市桑野 1-15-9 024-923-3123

トラベルハウス 福島県 郡山市桑野４ー５ー２１ 024-954-3794

ヤギヌマ流通サービス 福島県 郡山市菜根1-13-14 024-954-5681

ジョイトラベル 福島県 郡山市十貫河原56-22 024-944-4557

ユニーク旅行 福島県 郡山市台新1丁目4番17号 024-924-1350

福島ビーエス観光 福島県 郡山市大町２丁目５－１４大町第２アベビル２階 024-923-6098

三矢トラベル 福島県 郡山市田村町金屋字新家47 024-956-7116

ＮＲＫ 福島県 郡山市島一丁目６番２４号 024-983-7015

報徳観光バス 福島県 郡山市南2丁目50 024-983-8452

大営観光 福島県 郡山市並木二丁目5-39 024-933-8394

コーワトラベル 福島県 須賀川市影沼町２２２ 0248-75-2115

トラベックス 福島県 須賀川市古屋敷72-1 0248-75-2306

あさひ観光 福島県 須賀川市坂の上町３１ 0248-75-3168

あづま観光社 福島県 須賀川市小作田字鍛治分16-3 0248-79-3179

ブルー観光 福島県 須賀川市森宿字スウガ窪8-1 0248-76-8188

全国旅行センター 福島県 西白河郡矢吹町赤沢855 0248-42-4017

大島 福島県 石川郡石川町字王子平１２２ 0247-56-3186

野本観光バス　 福島県 石川郡石川町大字中野字矢ノ内57-5 0247-26-3900

ウインズトラベル 福島県 双葉郡楢葉町大字井出字浄光東２７－７ 0240-26-1323

星プランニング 福島県 相馬郡新地町駒ヶ嶺字東善寺下３６－１ 0244-62-2554

石井観光 福島県 大沼郡会津美里町旭舘端字若宮乙788-1 0242-55-0105

会津西トラベル 福島県 大沼郡会津美里町永井野字八月田１４９８－１ 0242-93-8081

オールスタートラベル 福島県 田村郡三春町楽内字孝戸６９－２ 0247-61-2702

サンプラザ観光 福島県 田村市船引町船引字原田９ふねひきパーク 0247-73-8097

吉成 福島県 東白川郡塙町上石井字薬師堂29-1 0247-43-2012

みやびストリートツーリズム 福島県 東白川郡矢祭町東舘字石田１９－３ 0247-46-2065

あいづ旅の匠 Ｚｅｎ 福島県 南会津郡南会津町和泉田字福田2031-1 050-8880-9375

相馬観光ツーリスト 福島県 南相馬市原町区錦町1-127-1 0244-24-5600

旅工房仙台 福島県 南相馬市原町区国見町3-5-69 0244-24-1237

東北アクセス 福島県 南相馬市原町区深野字庚塚346-1 0244-23-2964

エスディートラベル 福島県 南相馬市原町区北原沢目246 0244-26-3975

福島ライト・トラベルエージェンシー 福島県 二本松市金色402番地1 0243-22-7077

髙島観光 福島県 二本松市若宮1-274-4 0243-23-5757

あだたら観光 福島県 二本松市油井字福岡169あだたら観光 0243-23-2421

さくら観光 福島県 白河市合戦坂15 0248-22-3326

トラベルO 福島県 白河市新白河１丁目201 グランデール新白河101 0248-21-6601

鈴木新聞店 福島県 白河市表郷金山字藤川原10 0248-32-2440

福島ツーリストサービス 福島県 福島市御山字検田２番地の1 024-573-5081

福島西交通 福島県 福島市笹木野字蜂久保30-3 024-525-1877
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

福島県旅行業 福島県 福島市新町4-19山口ビル２階 024-521-2667

旅行サロン福島 福島県 福島市渡利字舟場６６－３松令コーポＡ棟－１０３ 024-573-7840

福島交通観光 福島県 福島市東浜町7番8号 024-531-8950

大和自動車交通 福島県 福島市入江町13-22 024-534-7200

日旅トラベル 福島県 福島市八木田字中島94-1 024-546-8371

ヒットトラベル 福島県 福島市飯坂町馬場１４ 024-542-9200

ゑびすや観光社 福島県 福島市飯野町字町２１番地 024-562-2988

ワールド旅行開発 福島県 福島市方木田字葉ノ木立29-22 024-544-6776

協和交通 福島県 本宮市高木字猫田53番地1 0243-34-4450

新雪トラベルサービス 福島県 耶麻郡猪苗代町千代田ドウフケ3 0242-62-4380

セーフ観光 福島県 耶麻郡猪苗代町千代田字打越51-2 0242-63-1000

鶴観光 茨城県 かすみがうら市下稲吉１１３７ー７ 0299-59-7405

霞ヶ浦交通 茨城県 かすみがうら市牛渡5483-8 029-898-3352

神立観光 茨城県 かすみがうら市新治1828―25 0299-59-0330

十和観光 茨城県 つくばみらい市細代408-1 0297-52-1221

常南交通 茨城県 つくば市榎戸433-2 029-837-1271

つくばトラベル 茨城県 つくば市花畑3-19-4 029-864-3355

つばさ観光 茨城県 つくば市沼崎4122 029-847-0527

つく紫観光 茨城県 つくば市沼田229-5 029-866-1510

大栄観光 茨城県 つくば市天久保1-12-7 029-851-3311

上郷タクシー 茨城県 つくば市東光台2-18-6 029-847-5231

関東旅行センター 茨城県 つくば市北条1563 029-867-3512

植松観光 茨城県 つくば市北条４３５９－３ 029-867-1233

トラベルサポート 茨城県 ひたちなか市高野2453-13 029-352-2845

ブルドックツアー 茨城県 ひたちなか市中根1400番地 029-272-6840

ツアーサービス 茨城県 ひたちなか市馬渡1247 029-303-7080

アンビションファミリー 茨城県 ひたちなか市馬渡2839-9 029-212-5511

ミッキートラベルエージェンシー 茨城県 ひたちなか市馬渡418-2 029-353-3501

ナカヤ観光 茨城県 稲敷郡阿見町君島530－1 029-889-1424

ハトリ 茨城県 稲敷郡河内町羽子騎376-1 0297-84-2154

さくら自動車 茨城県 稲敷郡美浦村信太字信太原２８６９番地の１ 029-885-3485

日東観光 茨城県 稲敷市神宮寺1345 029-894-4111

中岡交通 茨城県 猿島郡境町西泉田1391番地4 0280-87-4493

茨城むつみ 茨城県 猿島郡境町長井戸23 0280-87-1161

平川観光 茨城県 猿島郡境町長井戸730-22 0280-87-0551

たちばな観光トラベルセンター 茨城県 猿島郡境町長井戸731-14 0280-81-1235

東武ファミリー旅行センター 茨城県 猿島郡境町塚崎2603 0280-86-7070

飯島商事 茨城県 猿島郡五霞町山王山７０６－２ 0280-84-0838

茨城東武観光 茨城県 下妻市下妻乙1277-2 0296-43-0011

木村エンタープライズ 茨城県 下妻市下妻丁355-2 0296-43-2611

飯塚観光 茨城県 下妻市小島711-6 0296-44-5452

三陸観光 茨城県 笠間市押辺2594-12 0299-45-6580



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

丸藤観光 茨城県 笠間市下郷671-4 0299-45-6463

新星観光バス 株式会社 新星ツーリスト 茨城県 笠間市福島676番地 0299-45-2000

橙雅交通 茨城県 笠間市平町1108-4 0296-78-5441

滝交通 茨城県 久慈郡大子町池田1535-1 0295-72-0256

MARCO  TOURS 茨城県 牛久市ひたち野西4-22-3オーシャンパドラーＦ 029-886-7085

青木観光 茨城県 結城郡八千代町塩本２４４－３ 090-7700-2485

常総ひかり 茨城県 結城郡八千代町若1477 0296-49-6153

サワキ観光 茨城県 結城郡八千代町菅谷５０２－１ 0296-48-2311

東武トラベルサービス 茨城県 結城市結城13434 0296-33-2200

西木観光 茨城県 結城市結城７３０４ 0296-32-5543

東栄観光 茨城県 結城市山王203 0296-35-0482

ケイユー観光 茨城県 結城市上山川2453番地 0296-35-1300

旅行企画 茨城県 古河市下辺見648番地2 0280-92-8250

東武旅行 茨城県 古河市久能932-1 0280-92-4751

カネショウ観光 茨城県 古河市諸川822-4 0280-76-5700

ロックトップ 茨城県 古河市東牛谷４１２－７ 0280-33-7000

霞観光 茨城県 行方市手賀4478-5 0299-55-2529

柳町観光自動車 茨城県 行方市内宿569-1 0291-35-3955

レイク 茨城県 行方市麻生3298-6 0299-72-0190

中山観光自動車 茨城県 坂東市辺田1521-11 0297-35-0057

ナガツマ観光バス 茨城県 坂東市矢作１０５－7 0297-38-1223

つくば観光公社 茨城県 桜川市岩瀬2160 050-7517-1275

ワイズツーリスト 茨城県 桜川市真壁町下谷貝２４６８－３ 0296-75-1144

みかげトラベル 茨城県 桜川市真壁町長岡521-7 0296-54-0440

ハッピーツアーズ 茨城県 桜川市真壁町椎尾1161 0296-45-8390

桜川旅行社 茨城県 桜川市明日香1-50タカダコーポ５ 0296-71-9005

幸栄トラベルサービス 茨城県 鹿嶋市宮中３１１－３幸栄ビル２０１ 0299-77-9225

アントラーズホームタウンDMO 茨城県 鹿嶋市神向寺23-2 0299-77-9500

Day Produce 茨城県 鹿嶋市大字宮中５１番地２ 0299-77-7625

ウチダツーリスト 茨城県 鹿嶋市大船津4283-1 0299-77-7334

旅行計画アドバルーン 茨城県 鹿嶋市谷原1230-2 0299-83-5552

ライジングトラベル 茨城県 鹿嶋市谷原1413 0299-83-8195

とりで旅行センター 茨城県 取手市取手3丁目4番20号中山ビル1階 0297-74-1681

NSK 茨城県 守谷市御所ケ丘3-11-10 0297-45-7000

フレックスインターナショナル 茨城県 小美玉市羽鳥２７２７－４ 0299-46-6076

長谷川観光社 茨城県 小美玉市小川1539-1 0299-58-2320

世紀２１トラベル 茨城県 小美玉市与沢９７６ 0299-37-2755

青木交通 茨城県 常総市古間木1504-1 0297-42-4339

関鉄生協観光 茨城県 常総市水海道諏訪町２８００ 0297-22-0263

アイヤマ観光 茨城県 常総市蔵持７４２－１ 0297-42-4625

北総交通 茨城県 常総市中妻町２４２５－１ 0297-22-5555

アール交通 茨城県 常陸太田市高柿町1624-3 0294-70-3316
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

常陸農業協同組合（JA常陸旅行センター） 茨城県 常陸太田市山下町３８８９ 0294-72-9111

奥久慈交通 茨城県 常陸大宮市栄町1219-1 0295-52-6270

美和旅行 茨城県 常陸大宮市鷲子25番地1 0295-58-3888

木之内トラベル 茨城県 神栖市賀1428-2 0299-92-3399

鹿島バス交通トラベル 茨城県 神栖市須田3722-1 0479-46-2000

グリーン観光 茨城県 神栖市石神653 0299-92-3916

イコット 茨城県 神栖市大野原4-8-71-5タイヨーオークビレッジ神栖店内 0299-94-6210

カリヤトラベル 茨城県 神栖市土合西2丁目７番地２７号 0479-48-6486

はさきSoccer Life 茨城県 神栖市波崎1251 080-9571-1890

鹿島観光ツーリスト 茨城県 神栖市波崎9282-1 0479-44-0419

MAKO 茨城県 神栖市萩原906 0299-90-5656

ワイズ 茨城県 水戸市笠原町1551-2 029-305-3531

夢大陸 茨城県 水戸市吉沼町96-5 029-300-1233

新井 茨城県 水戸市見和1丁目318番地2アライトラベル 029-225-1418

茨城交通 茨城県 水戸市袴塚3-5-36 029-251-2331

エーアイシー 茨城県 水戸市桜川1-9-18ＡＩＣ桜川ビル１階 029-302-5008

タビットツアーズ 茨城県 水戸市酒門町５１２３番地TABBITビル１Ｆ 029-222-0202

石塚サン・トラベル 茨城県 水戸市城東1-3-17弓和ビル３階 029-303-7650

久信田観光 茨城県 水戸市赤塚1-2005-12 029-251-6120

水戸 茨城県 水戸市赤塚2-27 029-254-5111

トラベルオフィス水戸 茨城県 水戸市千波町４１７－５ 029-305-3811

水戸京成百貨店 茨城県 水戸市泉町1-6-1水戸京成百貨店 029-231-1111

ノバツーリスト 茨城県 水戸市大工町1-2-1ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸1階 029-221-9781

アーストラベル水戸 茨城県 水戸市白梅3-6-11 029-297-9010

ティ・エスプランニング 茨城県 水戸市平須町1241番1 029-243-5333

スカイワールド 茨城県 石岡市府中5-9-21 0299-56-6622

サンキョウトラベル 茨城県 筑西市榎生1丁目15-11 0296-22-3100

エスケーシーツーリスト 茨城県 筑西市横塚９０７橋本マンション１号室 0296-57-1388

結城旅行 茨城県 筑西市海老ケ島2104 0296-52-5229

つくばトラベルサービス 茨城県 筑西市関本中754-1 090-8856-1361

坂井エンタープライズ 茨城県 筑西市市野辺60－1 0296-22-6762

菊水観光 茨城県 筑西市小川1306-1 0296-28-4257

大木観光ツ－リスト 茨城県 筑西市松原222-1 0296-52-3098

並木観光 茨城県 筑西市成井350-3 0296-52-3589

北つくば 茨城県 筑西市西榎生１２１２－１ 0296-25-3538

高田観光 茨城県 筑西市飯島３９１番地 0296-28-1401

アリムラ 茨城県 筑西市門井1681 0296-57-2295

宮前観光 茨城県 潮来市宮前２－３２－１ 0299-66-6527

ニュー潮来旅行社 茨城県 潮来市潮来764 0299-62-2268

関東ツーリスト 茨城県 潮来市辻246-1 0299-62-3294

常総ツーリスト 茨城県 土浦市港町一丁目7番5号櫻井ビルⅡ3階 029-821-5559

ユハラ 茨城県 土浦市荒川沖475-3 029-842-3121
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

土浦旅行サービス 茨城県 土浦市桜町1-6-14 029-821-2670

関鉄観光 茨城県 土浦市真鍋一丁目１０番８号 029-822-3727

大洋交通 茨城県 東茨城郡城里町塩子1088 0296-88-2153

トキワ交通（トキワトラベル） 茨城県 那珂郡東海村舟石川633-1 029-350-2750

日立埠頭 茨城県 日立市久慈町１－３－１０ 0294-53-4111

椎名観光バス 茨城県 日立市十王町友部東2-5-3 0294-39-5506

常陸旅企画 茨城県 日立市諏訪町3-6-21 0294-36-7729

ナガヤマトラベル 茨城県 日立市末広町3-13-18 090-3409-5337

新茨城旅行 茨城県 鉾田市安房1654-7 0291-36-6211

フカサク旅行企画 茨城県 鉾田市串挽318 0291-34-1835

昭和観光 茨城県 鉾田市子生１番地 0291-37-4501

かしま旅紀行 茨城県 鉾田市舟木211-4 0291-36-5026

ライフィクス 茨城県 北茨城市関南町神岡下219-6 0293-44-6255

北部トラベル 茨城県 北茨城市関本町福田848番地1 0293-46-5246

もり旅ジャパン 茨城県 龍ケ崎市佐貫3-15-11サンコーハイツB-202 0297-66-9106

平成観光自動車 茨城県 龍ケ崎市泉町1258-1 0297-64-8802

泉観光 茨城県 龍ケ崎市半田町１１９８－１ 0297-64-6511

ジョイフルツアー 栃木県 さくら市卯の里３－４６－８ 028-681-7130

シンエイ観光バス 栃木県 さくら市金枝1534 028-685-1122

羽田観光 栃木県 さくら市氏家2565-30 028-682-2245

亜細亜ツーリスト 栃木県 宇都宮市さつき2-6-17 028-612-7880

ハッピー・トラベル 栃木県 宇都宮市横山３－１－１３ 028-624-1135

みのわトラベル 栃木県 宇都宮市下栗町979 028-612-8561

日旅トラベル 栃木県 宇都宮市下川俣町135-28 028-662-3400

旅らんど 栃木県 宇都宮市河原町7-5フェニックス瑞雲508号室 028-688-8322

サントラベルオフィス 栃木県 宇都宮市駒生町3369-28 028-600-6333

関東総合企画 栃木県 宇都宮市駒生町８５１－６ 028-621-3822

トチギ旅行開発 栃木県 宇都宮市戸祭元町2-8福田屋百貨店本社ビル3F 028-600-1555

栃旅協サービスセンター 栃木県 宇都宮市戸祭元町2-9 028-627-2450

大心堂 栃木県 宇都宮市江曽島町1181-3 028-658-4111

株式会社キャリー交通 栃木県 宇都宮市今宮4-6-30 028-684-1711

アイアイグループリゾートトラベル 栃木県 宇都宮市今泉町175ＭＡＣ宇都宮コート503号室 028-627-1212

ウイングワールドツアーズ 栃木県 宇都宮市今泉町２５４０－１２ 028-666-0485

栃木実業 栃木県 宇都宮市桜２－２－３０ 028-650-2482

有限会社宇都宮動物園 栃木県 宇都宮市上金井町552-2 028-665-3374

ラルゴツーリストインターナショナル 栃木県 宇都宮市上戸祭町2834-248 0287-20-3236

旅工房 栃木県 宇都宮市西川田町993-41 028-658-9697

ビーワン・トリップ 栃木県 宇都宮市西川田本町3-17-13 028-684-2633

ひかりオフィス 栃木県 宇都宮市中央5-18-7宮田ビル1階 028-639-6111

向立 栃木県 宇都宮市東峰町3023-20 028-662-4166

関東ツアーサービス 栃木県 宇都宮市簗瀬4-25-5関東自動車ビル２Ｆ 028-614-4377

仁井田観光 栃木県 塩谷郡高根沢町伏久472 028-676-0021
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北関東交通プラスアルファ 栃木県 下都賀郡壬生町壬生乙1804 0282-82-1372

福田観光社 栃木県 下都賀郡壬生町通町９－２８ 0282-82-0206

栃木交通バス 栃木県 下野市下古山2984 0285-51-1331

東武旅行業務センター 栃木県 佐野市葛生東１－４－３ 0283-85-2418

サンヨートラベル 栃木県 佐野市赤見町2796-4 0283-25-4260

佐野観光 栃木県 佐野市赤坂町116自己所有 0283-24-1588

ベストツアー 栃木県 佐野市浅沼町622-3 0283-23-8828

関東旅行 栃木県 佐野市富岡町207-3 0283-23-3315

関東観光旅行社 栃木県 鹿沼市下田町2-1402-1 0289-64-3047

O-KUBOトラベル 栃木県 鹿沼市幸町2-6-26 0289-64-5252

アイケートラベル 栃木県 鹿沼市西沢町361-3 0289-77-3211

旅ベリーかぬま 栃木県 鹿沼市石橋町1543 0289-60-5301

ユーミ.プランニング 栃木県 鹿沼市富岡460-1 0289-63-3939

ビックスカイ 栃木県 鹿沼市茂呂901-2 0289-76-6031

横根交通 栃木県 鹿沼市野尻３２４－１ 0289-64-4134

大山タクシー 栃木県 小山市犬塚２－８－５ 0285-22-0925

友井観光 栃木県 小山市城山町2-12-25 0285-21-2840

国際ツーリストサロン 栃木県 小山市城東6丁目14-11 0285-24-3911

県南旅行社 栃木県 小山市東間々田2-24-11 0285-45-0889

ワイズプランニング 栃木県 真岡市亀山３丁目２３番地１大越観光バス(株) 0285-80-1668

吉成観光 栃木県 真岡市久下田901-2 0285-74-0109

ヨシノツアーサービスエイジェンシー 栃木県 真岡市荒町1078-3 0285-82-1444

アキヤマ観光 栃木県 真岡市荒町２－６－２ 0285-82-3251

真岡鐵道 栃木県 真岡市台町2474-1 0285-84-2911

トラベルウィー 栃木県 足利市山川町72－2 0284-40-3282

関東観光コンサルタント 栃木県 足利市若草町2-7 0284-41-2391

のんびり温泉案内所 栃木県 足利市大前町438-1-2MACHIYA-M 2F 0284-22-4677

グランシャリオツーリスト 栃木県 足利市通２丁目１４－２ 0284-40-1688

尾花観光 栃木県 足利市田中町902-10 0284-71-2810

共栄観光足利サービスセンター 栃木県 足利市南町4254-1 0284-70-3056

トラベルアイ 栃木県 足利市堀込町 2743-12 0284-43-8311

足利旅行 栃木県 足利市里矢場町２２１５－７ 0284-72-0569

ミル・ドゥ・ツール 栃木県 大田原市美原1-3-21 0287-23-0090

滝観光 栃木県 大田原市北滝792-3 0287-54-3231

那須観光自動車 栃木県 大田原市堀之内638 0287-59-1020

サン・トラベル 栃木県 栃木市昭和町７番３号 0282-22-1765

ハリアトラベル 栃木県 栃木市城内町2-51-38 0282-21-8644

ビッグ・トラベル 栃木県 栃木市大平町西野田528-16 0282-43-7174

たび倶楽部 栃木県 栃木市藤岡町甲266番地 0282-62-2813

上岡トラベル 栃木県 栃木市藤岡町大田和１１５１－１ 0282-62-4607

旅プラン 栃木県 栃木市片柳町1-19-10 0282-24-8760

富士観光バス 栃木県 栃木市野中町464-1 0282-23-3113



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

エフエー観光 栃木県 那須烏山市向田332-1 0287-80-1234

那須南トラベル 栃木県 那須烏山市初音7-3 0287-84-0284

那須塩原市観光局 栃木県 那須塩原市関谷４４８－4 0287-46-5326

アサノトラベル 栃木県 那須塩原市豊浦93-1 0287-63-7960

深澤観光 栃木県 那須郡那珂川町馬頭2220 0287-92-3750

スター旅行社 栃木県 那須郡那珂川町馬頭440 0287-92-4112

那須中央観光バス 栃木県 那須郡那須町大字高久甲4008-10 0287-62-5151

日光市観光協会 栃木県 日光市今市717-1 0288-22-1525

ハロー観光 栃木県 日光市森友１５９６―１６ 0288-22-6261

三英自動車 栃木県 日光市石屋町422番地 0288-54-1130

東武クリーン 栃木県 日光市平ケ崎３９０番地 0288-22-6666

アイツアーズ 栃木県 芳賀郡益子町益子640-6 0285-72-2446

はぎわら観光 栃木県 芳賀郡益子町北中４３７－１ 0285-72-5334

関東中央観光社 栃木県 芳賀郡市貝町市塙1528 0285-68-0010

東北観光社 栃木県 芳賀郡茂木町坂井994-2 0285-63-2176

茂木トラベル 栃木県 芳賀郡茂木町茂木45 0285-63-0134

泉観光社 栃木県 矢板市上町617-1 0287-40-3045

ツアーズメルシー 群馬県 みどり市笠懸町鹿2423-26 0277-77-0281

赤城観光 群馬県 みどり市大間々町大間々616 0277-72-2717

ボルテックスアーク 群馬県 安中市下磯部987-1 027-381-1919

カインズトラベル 群馬県 伊勢崎市宮子町3423-15ベイシア西部モール店内 0270-25-3133

東観光バス 群馬県 伊勢崎市境上渕名1186 0270-76-5100

群馬トラベルエージェンシー 群馬県 伊勢崎市今泉町1-1210-3 0270-23-8555

センヨシトレーディング 群馬県 伊勢崎市西久保町２－２２２－１ 0270-20-8277

有限会社中央旅行 群馬県 伊勢崎市太田町741番地1 0270-26-6211

パトスツーリスト 群馬県 伊勢崎市長沼町646-30 0270-75-5383

平井トラベル 群馬県 伊勢崎市平井町1085 0270-20-2227

群馬ツアーサポート 群馬県 伊勢崎市豊城町2135-4 0270-26-6427

群馬旅行 群馬県 伊勢崎市連取町1538メゾンドプロバンス１０３号室 0270-24-7790

東武自動車観光 群馬県 伊勢崎市連取町3328番地13 0270-24-4488

なかい観光 群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田3-1 0274-82-5725

昭和観光 群馬県 甘楽郡甘楽町小幡115-5 0274-74-2903

S.P.T 群馬県 館林市西本町12-16 0276-73-4570

共栄観光館林サービスセンター 群馬県 館林市赤土町５９－３ 0276-75-3431

館林観光バス 群馬県 館林市大手町７―１０ 0276-72-3388

つゝじ観光社 群馬県 館林市本町3-4-20 0276-74-6555

上州観光サービス 群馬県 桐生市広沢町3-3984-1 0277-54-0054

ワールドツーリスト 群馬県 桐生市広沢町4-2359-7 0277-55-5381

桐生旅行 群馬県 桐生市広沢町4丁目2330-3 0277-52-2565

トラベルサライ 群馬県 桐生市川内町4-304-12 0277-65-6071

新群馬旅行 群馬県 桐生市相生町２－４８１－２ 0277-46-9360

またたび観光企画 群馬県 桐生市相生町５丁目４４４－６ 0277-55-5806



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

プラスツーリズム 群馬県 桐生市仲町２－１１－２３ 0277-20-8511

ローズクィーン交通 群馬県 吾妻郡東吾妻町川戸196-1 0279-26-3171

関東トラベルサービス 群馬県 高崎市阿久津町917 027-346-6287

ナイストラベル 群馬県 高崎市井野町31-6 027-370-6900

高崎ツーリスト 群馬県 高崎市山名町8-4 027-346-5776

上信観光バス 群馬県 高崎市芝塚町2033番地1 027-325-5921

トラベルプラザ 群馬県 高崎市宿大類町16-2 027-353-3900

国際トラベルサービス 群馬県 高崎市新保町1282-2 027-384-3019

群馬コープ観光 群馬県 高崎市菅谷町20-170 027-373-7890

群馬バス 群馬県 高崎市緑町3丁目２番地３ 027-364-1111

関越交通 群馬県 渋川市中村字中島608番地1 0279-22-2020

ローランド観光 群馬県 渋川市有馬1680-1 0279-23-2007

北群馬旅行社 群馬県 沼田市薄根町４４９５－１ 0278-22-5766

日本中央旅行 群馬県 前橋市下佐鳥町４５５番地 027-287-4510

コンフォートトラベル 群馬県 前橋市下小出町2-22-1 027-219-0255

群馬中央トラベルサ－ビス 群馬県 前橋市下新田町367-3 027-254-3580

綜合旅行(名称：アイツアーズ） 群馬県 前橋市元総社町二丁目２５－１２ 027-253-8789

群馬ヤクルト販売 群馬県 前橋市高井町１丁目7番地１ 027-251-8960

日本インパック 群馬県 前橋市若宮町2-11-12 027-234-9191

群馬中央バス 群馬県 前橋市小屋原町384-1 027-280-8600

ニュー・コロンブス・ツアーズ 群馬県 前橋市石倉町5-9-1 027-254-0746

群馬トラベルセンター 群馬県 前橋市総社町総社2905 027-252-7111

群馬トラベルサービス 群馬県 前橋市天川町1671-5 027-226-5531

メルヘン紀行 群馬県 前橋市南町1丁目15番1号 027-243-5588

ITREK 群馬県 前橋市六供町1174-2 027-212-2102

ホシノ 群馬県 太田市新田金井町128-1 0276-57-0555

新田旅行センター 群馬県 太田市新田木崎町305－1 0276-56-7278

ミニトラベル 群馬県 太田市東新町412番地2 0276-52-8882

矢島タクシー 群馬県 太田市東本町30-18 0276-49-6688

GFトラベル 群馬県 太田市由良町８７５－１１ 0276-57-5718

ワールドアーストラベル 群馬県 藤岡市藤岡906 0274-22-0299

九曜観光 群馬県 富岡市七日市215-5 0274-62-4164

さくら観光 群馬県 富岡市富岡1009 0274-62-3611

グリーン観光 群馬県 富岡市妙義町下高田315-1 0274-73-3333

つつじ旅倶楽部 群馬県 邑楽郡千代田町赤岩1728-12 0276-86-2274

大泉観光 群馬県 邑楽郡大泉町北小泉１―１０―１８ 0276-63-1311

アース旅行 群馬県 邑楽郡板倉町板倉４２１２－６平成第一ハイツ２０７ 0276-82-4649

北関東観光 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚１２９７－１ 0276-88-2036

三浦観光 群馬県 利根郡みなかみ町月夜野1744-1観光物産センター 0278-25-4910

りこばす 群馬県 利根郡昭和村糸井6652-4 0278-21-2575

尾瀬紀行 群馬県 利根郡片品村鎌田4177-1 0278-25-8022

埼玉自動車交通 埼玉県 さいたま市浦和区皇山町41-17 048-831-2370



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

大前 埼玉県 さいたま市浦和区常盤１－１－１１ヴィルヌーブ浦和常盤 １３０６ 048-834-0077

インター・アート・コミッティーズ 埼玉県 さいたま市浦和区仲町１丁目１２番１号カタヤマビル 048-815-6110

平和観光サービス 埼玉県 さいたま市岩槻区笹久保1301 048-798-7732

三倭観光 埼玉県 さいたま市岩槻区上野4-6-15 048-794-6211

ツーリストサポート 埼玉県 さいたま市岩槻区本丸3-21-28コンフォート本丸B-103 048-758-2033

国際旅行 埼玉県 さいたま市見沼区中川442ー25 048-688-6633

トラベルコレクション 埼玉県 さいたま市西区三橋6-139-1 048-729-8699

彩の国武蔵野観光 埼玉県 さいたま市西区二ツ宮802-2 048-622-5258

ニュー埼玉ツーリスト 埼玉県 さいたま市西区飯田新田531 048-624-9001

東武興業観光 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町３ー１９２ 048-816-3751

大宮トラベル教育旅行 埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町１－８２３細谷ビル２階 048-651-5673

エフエフシー 埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町1丁目322番地 048-871-5642

MTプラン・システム　 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町４－３２５ 048-778-9433

JUMP 埼玉県 さいたま市大宮区上小町１１０６番地２０６ 050-5328-1839

TABIPON 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1ー78横溝ビル2F 048-782-5723

埼旅 埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-441-1星野ビル3階 048-648-3661

レイワ綜合企画 埼玉県 さいたま市中央区下落合2－12－9 048-824-1008

ホッピングワールド 埼玉県 さいたま市中央区下落合5-10-5アステリVIP212 048-851-6898

マルモト観光サービス 埼玉県 さいたま市中央区上落合6-10-10 048-852-1276

瑞穂 埼玉県 さいたま市中央区八王子5-14-19 048-855-5544

エクシブツアーズ 埼玉県 さいたま市中央区本町東７－１－１－１３１１ 048-856-3632

黒子 埼玉県 さいたま市中央区鈴谷４－１－３－２０３ 048-856-2332

東栄観光バス 埼玉県 さいたま市北区吉野町２－３－４ 048-653-0050

新都市旅行 埼玉県 さいたま市北区宮原町4-93-1 048-778-8225

大和観光サービス 埼玉県 さいたま市北区本郷町130-2 048-664-5151

トラベル埼玉 埼玉県 さいたま市緑区中尾1931 048-873-0111

トラベルネット 埼玉県 ふじみ野市谷田1-1-25 049-261-7560

タマキ観光 埼玉県 ふじみ野市中丸1-4-16 049-263-9681

旅クラブジャパン 埼玉県 越谷市千間台西５－３－５８ 048-978-6066

東日本旅行社 埼玉県 越谷市南越谷1-12-11イーストサンビル２ 048-985-1551

東鉄観光 埼玉県 桶川市寿２－９－１２ 048-771-5174

星野トラベルサービス 埼玉県 桶川市倉田137-3 048-728-4944

スタートラベル 埼玉県 桶川市朝日2-24-3-103イズミハイツ 048-729-6495

こじまトラベル 埼玉県 桶川市北１－１５－４ 048-773-1426

トラベル大和観光 埼玉県 加須市久下4丁目21-6 0480-65-6511

大和観光 埼玉県 加須市水深1160-6 0480-65-6511

タイムトラベル 埼玉県 加須市川口１－７－２ 0480-76-3939

辰奴観光社 埼玉県 加須市日出安968-3 0480-73-0512

ゆい教育旅行社 埼玉県 加須市柏戸２１５７ 0280-33-7795

米米トラベル 埼玉県 加須市柏戸2181-5 0280-62-3940

増田総業 埼玉県 加須市麦倉1940-1 0280-62-5539

サン旅行センター 埼玉県 加須市北下新井 334-3 0480-72-3232



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

メートー観光 埼玉県 吉川市木売２ー９ー7 048-982-0448

Marina Japan 埼玉県 久喜市伊坂中央１－１３－８ 0480-88-7820

関東トラベル 埼玉県 久喜市河原井町19番地久喜菖蒲工業団地管理センタービル 0480-22-5501

ヒノキヤグループ 埼玉県 久喜市久喜中央1-1-206F 050-1702-5830

大東武観光 埼玉県 久喜市久喜東２－２８－２７ 0480-21-2201

エーシステム 埼玉県 久喜市久喜東6丁目2番地53号 0480-25-0707

トータルツアー 埼玉県 久喜市栗橋北37262 0480-52-2721

埼葛旅文化研究所 埼玉県 久喜市桜田3-7-1-103 0480-58-9648

ナビックスタカツーリスト 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲８７３－１ 0480-85-7878

東武久喜ツーリスト 埼玉県 久喜市本町１丁目９－１ 0480-29-2812

清水観光サービス 埼玉県 狭山市下奥富８５８ 04-2952-6669

北斗交通 埼玉県 熊谷市屈戸58-2 048-536-8585

秩父観光興業 埼玉県 熊谷市曙町１－１ 048-524-9795

秩父鉄道観光バス 埼玉県 熊谷市曙町1-1 048-526-3115

クローバーツーリスト 埼玉県 熊谷市新堀１１４５－１日神パレステージ籠原３０９ 048-501-6931

山本観光サービス 埼玉県 熊谷市大麻生94-15 048-532-3295

サン旅行開発 埼玉県 熊谷市中央2丁目87番地 048-522-5621

八木橋 埼玉県 熊谷市仲町74 048-523-1111

アイ旅行企画 埼玉県 熊谷市籠原南1-125 048-580-6111

彩ツーリスト 埼玉県 戸田市上戸田４丁目１４番１４コスモ戸田パークスクェア504 048-432-1130

共進旅行サービス 埼玉県 幸手市外国府間692 0480-42-2077

中田商会 埼玉県 幸手市上高野764エムズタウン幸手西館 0480-40-3003

ビッグハート 埼玉県 幸手市大字上宇和田２０４番地 0480-48-1020

埼玉航空サ－ビス 埼玉県 幸手市緑台1-19-12 0480-43-4891

荻原観光ライトツアー 埼玉県 行田市旭町６－４ 048-556-3043

協同バス 埼玉県 行田市佐間1-20-36 048-554-2256

大堰観光 埼玉県 行田市須加2972-2 048-557-1400

リノン 埼玉県 行田市前谷25 048-555-0509

トラベル　ダイ 埼玉県 行田市前谷５６１－２ 048-556-3217

ロイヤル観光 埼玉県 鴻巣市鴻巣976-8 048-542-3731

朝日トラベル 埼玉県 鴻巣市人形4-1-30 048-541-0410

ケイソツーリスト 埼玉県 坂戸市芦山町27-1ヴィラくりはら101 049-283-0585

東関越トラベル 埼玉県 坂戸市関間4-6-2 049-283-3739

東武奥武蔵観光 埼玉県 坂戸市三光町50-13 049-284-6898

広栄交通バス 埼玉県 坂戸市小沼２９２番地１ 049-284-3495

モトックストラベル 埼玉県 坂戸市片柳１７８１ 049-281-8053

みさとトラベル 埼玉県 三郷市彦川戸１－１８０－１ 048-953-3333

紫麻旅行 埼玉県 三郷市茂田井725-9 048-952-9821

平成エンタープライズ 埼玉県 志木市本町5-22-26HEGビル 048-487-9090

（有）すみれ旅行社 埼玉県 児玉郡上里町金久保712-5 0495-33-0505

トラベルサロン 埼玉県 児玉郡美里町甘粕664-2 0495-75-1122

マルミトラベル 埼玉県 児玉郡美里町小茂田902‐2 0495-76-3603



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

ゼロベース 埼玉県 春日部市新宿新田３３０番地 048-746-0238

こぶしトラベル 埼玉県 春日部市新宿新田３３２番地２ 048-747-0061

サポートミッション 埼玉県 春日部市大場283-25 048-738-1274

春日部観光バス 埼玉県 春日部市大場991-1ムサシビル 048-737-6650

ケーアイツーリスト 埼玉県 春日部市東中野８４４－７ 048-746-5312

西武バス 埼玉県 所沢市久米５４６－１ 04-2995-8133

西武観光バス 埼玉県 所沢市久米546-1 04-2995-8135

日邦観光 埼玉県 所沢市若狭3-2351-1 04-2949-5771

クレス・ファイブ 埼玉県 所沢市小手指町2-12-7セイザン小手指3階 04-2929-8221

よしだ観光 埼玉県 所沢市南永井９３６－１０ 04-2944-0947

エウラトラベル 埼玉県 上尾市壱丁目南９－９ 048-877-6961

グレース 埼玉県 上尾市宮本町3番2号A－GEOタウン301 048-778-0022

さくら観光社 埼玉県 上尾市原市2396-4 048-721-1493

ミユキトラベル 埼玉県 上尾市小泉4丁目19番地14 048-780-7080

さいたま交通観光社 埼玉県 上尾市小泉8-7-1 048-781-9008

メリーランド 埼玉県 上尾市上661-3 048-771-8060

大輪観光 埼玉県 上尾市泉台1-15-7 048-774-7111

エミトラベル 埼玉県 新座市片山2-8-9 048-478-3155

トラベルユニット 埼玉県 深谷市国済寺34-4 048-571-9911

川本交通 埼玉県 深谷市瀬山695番地1 048-583-2161

深谷観光バス 埼玉県 深谷市西大沼356 048-571-1881

武蔵野交通 埼玉県 深谷市田中748番地 048-583-3322

イー・ティー・エー 埼玉県 深谷市柏合86-1 048-571-6911

花園観光 埼玉県 深谷市武蔵野2274-3 048-584-1527

国際ツーリストサービス 埼玉県 川越市旭町3-12-44 049-241-3300

スカイ観光 埼玉県 川越市寺井２４２番地２ 049-226-8088

エムエス観光バス 埼玉県 川越市石原町2-2-3 049-226-3483

イーグルトラベル 埼玉県 川越市中原町２－８－２ 049-222-0458

香取観光 埼玉県 川越市藤間743香取ビル1Ｆ 049-245-5011

旅雲 埼玉県 川越市平塚１９－６ 049-231-7760

夢の旅行社 埼玉県 川越市木野目１０３６番地３ 049-236-0055

旅プラザ二十一 埼玉県 川越市脇田本町６番地３１KJ第2ビル1階 049-238-4677

エクセル　エクセルトラベル 埼玉県 川口市栄町3-11-8池田ビル2F 048-259-1991

華美国際トラベル 埼玉県 川口市金山町13-30コスモ川口サンスクエア405 048-229-1444

志村観光社 埼玉県 川口市元郷4-13-16 048-222-5954

日進旅行社 埼玉県 川口市差間3-20-20 048-298-5752

坂下トラベル 埼玉県 川口市在家町13-7 048-264-5555

日本観光社 埼玉県 川口市坂下町4-19-2 048-282-0711

NAKAMURA（東武観光　川口） 埼玉県 川口市上青木2-17-13 048-264-3622

ゆきトラベル 埼玉県 川口市西川口１－１２－９ 048-211-9906

栄竜 埼玉県 川口市西川口3-31-13村田ビ儿2F 048-229-6286

東武倶楽部旅行 埼玉県 川口市西川口３－３２－１１ 048-240-1555



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

ケイエムツーリスト 埼玉県 川口市東川口5-1-16ダイヤパレス東川口 402 048-291-6222

新日本観光自動車（新日本トラベルセンター） 埼玉県 川口市東領家２－３１－１１ 048-228-5570

旅倶楽部 埼玉県 川口市本町三丁目4番3-202ソフィア川口ブラン 048-224-1011

共栄旅行サービス 埼玉県 草加市松江６－１－１ 048-932-4236

シマダ電気設備 埼玉県 草加市新里町２７３番地３ 048-948-6028

村上観光 埼玉県 大里郡寄居町桜沢3195-1 048-581-7813

東案（トーアンツアーズ） 埼玉県 大里郡寄居町大字富田1699番地 048-577-1161

玉淀観光 埼玉県 大里郡寄居町大字露梨子345-3 048-581-3058

城南観光 埼玉県 大里郡寄居町用土885-1 048-584-4682

ハート観光 埼玉県 秩父郡横瀬町横瀬6045-6 0494-27-7305

武蔵観光 埼玉県 秩父郡皆野町皆野１７２ 0494-62-2020

関口商店(ファイントラベル) 埼玉県 秩父郡小鹿野町小鹿野1806-2 0494-75-4130

三笠観光 埼玉県 秩父市下宮地町20-22 0494-25-3600

東武北関東観光 埼玉県 秩父市蒔田2280-1 0494-22-5670

矢尾百貨店 埼玉県 秩父市上町1-5-9 0494-24-8080

グランド観光バス 埼玉県 秩父市太田257-8 0494-26-5554

ファースト秩父バス 埼玉県 秩父市品沢宮前４９４－１株式会社ファースト秩父バス 0494-62-0418

藤邦旅行 埼玉県 朝霞市三原３－２６－２７ 048-472-0835

旅スマ 埼玉県 朝霞市本町1-14-22 048-463-8282

GOODトラベル 埼玉県 鶴ヶ島市藤金873-6コーポ久保106 049-237-7531

あすなろ観光 埼玉県 東松山市小松原町4-17 0493-59-8827

東松山トラベルサービス 埼玉県 東松山市松山町1-3-16 0493-23-3171

東武観光社 埼玉県 東松山市松葉町1-25-3 0493-22-0480

ケイ・エス・トラベル 埼玉県 南埼玉郡宮代町百間5-6-6 0480-33-2940

晃和交通トラベル 埼玉県 日高市高萩591-4渡辺ビル2Ｆ 042-989-6565

中央ジャパンツーリスト 埼玉県 日高市南平沢1777-3 042-985-1386

ミヨシトータルサービス 埼玉県 入間郡三芳町上富1496-4 049-258-4131

三久トラベル 埼玉県 入間郡三芳町上富368-2 049-259-5700

株式会社MGC 埼玉県 入間郡三芳町藤久保716-5 049-259-6661

新晃トラベルサービス 埼玉県 入間郡毛呂山町中央４丁目１０番地１１ 049-294-6769

アラタツーリスト 埼玉県 入間市宮寺2809-4 04-2934-1012

中央観光 埼玉県 入間市新光306-36 04-2932-3575

丸大トラベルサービス 埼玉県 入間市扇町屋4-1-35 04-2962-8211

トラベルアート 埼玉県 入間市二本木972番地1 04-2934-2834

ダイヤモンド観光 埼玉県 白岡市荒井新田４５１-１ 0480-53-7781

燦燦・33ツーリスト 埼玉県 白岡市小久喜1366-1 0480-48-7521

仁科観光 埼玉県 飯能市川寺４７５－１３ 042-974-4111

信栄トラベルサービス 埼玉県 飯能市仲町11-21西部飯能ペペ4階 042-978-6433

美杉観光バス 埼玉県 飯能市美杉台6-1-15 042-971-5757

大澤観光 埼玉県 比企郡ときがわ町玉川１４４２ 0493-65-0228

笠原観光 埼玉県 比企郡ときがわ町日影353-1 0493-65-3615

小川全国観光 埼玉県 比企郡小川町下里1479-1 0493-72-1744



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

川島観光 埼玉県 比企郡川島町上八ツ林４１２－１ 049-297-6777

三友観光 埼玉県 比企郡嵐山町吉田867 0493-62-5688

ワンズトラベル 埼玉県 富士見市羽沢2-3-10 049-253-1115

みずほトラベルサービス 埼玉県 富士見市西みずほ台１－２１－２０みずほ台マンション２０２ 049-252-2444

東武交通観光 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地６－１９－１５ 0480-32-8007

東武観光 埼玉県 北葛飾郡杉戸町内田4-5-29 0480-34-2261

エスケー交通 埼玉県 北足立郡伊奈町小針新宿356-1 048-728-0568

島田観光 埼玉県 北本市本宿7-101-3 048-592-6000

北武旅行 埼玉県 本庄市けや木3-13-15 0495-22-2248

庄和観光バス 埼玉県 本庄市山王堂1-1 0495-22-0982

奥原観光社 埼玉県 本庄市児玉町塩谷272 0495-72-1538

武陽観光バス 埼玉県 本庄市児玉町金屋1281-4 0495-72-8420

つばさ観光 埼玉県 蓮田市井沼478-1 048-766-5000

和光輸送 埼玉県 和光市下新倉５－５－２６ 048-463-3977

ジャパンライフ 埼玉県 蕨市中央1丁目29番2号蕨駅前ビル4階 048-400-2778

今井商事 埼玉県 蕨市中央2-13-20 048-447-1200

中央観光 千葉県 いすみ市岬町江場土2222-1 0470-87-6467

ジェイエイいすみサービス 千葉県 いすみ市弥正１３７－１ 0470-86-3211

あさひ観光 千葉県 旭市ニ1812-1柴田ビル2階 0479-60-2468

美孝観光 千葉県 旭市ロの439-1 0479-62-2047

千葉県新聞旅行協会 千葉県 旭市新町239 0479-62-0357

晴海 千葉県 夷隅郡御宿町六軒町351 0470-68-3430

昭平観光 千葉県 印西市吉田1713-3 0476-99-2123

トラベルグリーン 千葉県 印旛郡酒々井町中川１１－３足立ビル２F 043-309-7843

匠ワールド 千葉県 浦安市千鳥15-8株式会社マナビス化粧品内 047-382-2930

久八商事 千葉県 浦安市堀江５－１－５ 047-381-0511

アビコ西武観光 千葉県 我孫子市我孫子3-28-15 04-7182-8430

染谷観光旅行社 千葉県 我孫子市台田４－３－７ 04-7182-0034

今井観光 千葉県 我孫子市中峠1391 04-7188-0235

旅行開発 千葉県 我孫子市本町1-5-5-702シーアイマンション 04-7170-0168

鎌ケ谷観光バス 千葉県 鎌ケ谷市軽井沢字落山2007 047-444-3154

京葉航空株式会社 千葉県 鎌ケ谷市中央１－１－３２１－１－３２ 047-441-9150

フジ・ホリデーサービス 千葉県 鎌ヶ谷市北中沢３－７－３２ 047-446-8716

房総ツーリスト 千葉県 鴨川市横渚133 04-7093-5151

コスモ観光 千葉県 館山市八幡462-1 0470-23-7353

ジェットストリームトラベル 千葉県 館山市八幡520-8 0470-22-5930

房州日日新聞社 千葉県 館山市北条2199-4 0470-25-5505

ナギレン観光 千葉県 館山市北条2603番地 0470-22-5796

アクアトラベル 千葉県 君津市南久保2-2-20 0439-50-9090

光栄観光 千葉県 君津市北子安1-2-31 0439-54-5941

ワールド観光 千葉県 香取郡神崎町郡1008-1神崎第一ビル2A 0478-79-6606

東方国際観光開発 千葉県 香取郡多古町北中４９４－１ 0479-76-4011



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

東城観光自動車　東庄旅行センター 千葉県 香取郡東庄町笹川い555 0478-86-5161

エアポートトラベル 千葉県 香取市岩部3440-3 0478-75-2286

IrohA 千葉県 香取市佐原イ1978 0478-79-7618

かとり旅行センター 千葉県 香取市増田552-1 0478-79-9090

スペースツアーズ 千葉県 香取市津宮595-2 0478-79-6855

スカイワールドトラベル 千葉県 香取市北２丁目８番地１２第一ＫＳビル 0478-52-6522

ウィシュトンホテル 千葉県 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 043-489-6111

なの花交通バス 千葉県 佐倉市城内町247-1 043-483-3320

ファーストドリーム 千葉県 佐倉市西志津4-2-4デュオヒルズ西志津106 090-4926-7513

トリップスコム 千葉県 佐倉市鏑木町1-9-3 043-420-8101

めもりー旅行 千葉県 佐倉市六崎１７７１－１０ 043-483-7878

常磐旅行 千葉県 山武郡横芝光町栗山４７６８－３ 0479-82-4735

GREEN TOMATO 千葉県 山武郡芝山町岩山205-2 0479-85-7522

紅仙観光 千葉県 山武郡芝山町大台２５４３－８ 0479-77-0753

両総観光 千葉県 山武市松尾町八田166 0479-82-1321

はまなす観光 千葉県 山武市蓮沼イ-3208-1 0475-86-3692

ファインディプラン 千葉県 四街道市めいわ２丁目１番１号MEGAドンキホーテ四街道店2階 043-420-4500

アルパインツアーサービス 千葉県 四街道市大日420-3八洲ビル２Ｆ 043-290-9699

マイトラベルコンサルティング 千葉県 四街道市和良比２５４－１エステプラザ１０６ 050-3613-8975

トーワン観光 千葉県 市原市岩崎839-8 0436-20-7118

小湊鉄道 千葉県 市原市五井中央東1-1-2 0436-21-3133

潤井戸タクシー 千葉県 市原市潤井戸1058 0436-74-0058

清誠カーサービス 千葉県 市原市草刈２０９番地の９５ 0436-75-5433

NHファシリティーズ 千葉県 市原市八幡海岸通１番地 0436-41-2150

竜馬商事 千葉県 市原市平蔵１８６２番地 0436-89-2838

富士観光 千葉県 市川市中国分3-5-23 047-371-4433

京成トラベルサービス 千葉県 市川市八幡3丁目3番1号 047-409-3547

あいトラベルアンドケアーズ 千葉県 市川市本行徳2番25号 047-307-8221

京葉観光サービス 千葉県 習志野市実籾3-31-1 047-477-6211

ニシマチ旅行事業部 千葉県 習志野市東習志野２－１８－４４－８１１ユトリシア四番街 047-770-8947

トラベル・ナビ 千葉県 勝浦市杉戸733-2 0470-77-1919

ロイヤルツーリスト 千葉県 松戸市五香2丁目44番地の6 047-389-4644

ポテト 千葉県 松戸市幸田5-413 047-341-0057

松南観光 千葉県 松戸市上本郷2674-4 047-367-1221

京葉ツーリスト 千葉県 松戸市新松戸1-318新松戸ビル2階 047-346-2231

東葛観光バス 千葉県 松戸市大金平2-57-4 047-349-3551

ホーユープラン 千葉県 松戸市馬橋106 047-349-6222

内外通商 千葉県 松戸市稔台７－１４－１４コーポラスクレストA-101 047-393-8110

千葉交通 千葉県 成田市花崎町750-1 0476-24-1319

東関交通 千葉県 成田市吉岡1049-26 0476-73-6630

グリーンポート・エージェンシー 千葉県 成田市古込字古込1番地1 0476-32-8886

日昇 千葉県 成田市西三里塚1-101‐A‐203 080-7808-4710



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

有限会社スマイルツーリスト 千葉県 成田市青山253-29 0476-96-0600

AITトラベル 千葉県 成田市東町133イオンタウン成田富里店１階 0476-20-2020

ネットランド 千葉県 千葉市稲毛区天台5丁目22-13 043-330-7046

ユニバーサルトラベル 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷２－７－８－３０２ 043-351-5203

サンワツーリストセンター 千葉県 千葉市若葉区みつわ台3-20-1 043-287-0801

トラベルビズ 千葉県 千葉市若葉区原町912-17 043-254-2260

武井観光 千葉県 千葉市若葉区坂月町323-4 043-236-6511

東和観光 千葉県 千葉市若葉区都賀３－１０－３ 043-233-5811

エムオーワールド 千葉県 千葉市若葉区都賀３－２９－７ 043-234-1908

千葉臨海ツーリスト 千葉県 千葉市中央区栄町36-10YS千葉中央ビル７階 043-306-2310

アイワトラベル 千葉県 千葉市中央区葛城3-9-22サンヒルズB101 043-223-1641

ミズノ興業 千葉県 千葉市中央区今井3-12-11 043-209-6633

千葉県庁生活協同組合 千葉県 千葉市中央区市場町１－１千葉県庁中庁舎 043-223-4606

トラベル・コンサルタント 千葉県 千葉市中央区仁戸名町４４５－１１ 080-3187-1965

吉田興業 千葉県 千葉市中央区中央2-7-1吉田興業第二ビル8階 043-227-8326

感動舎 千葉県 千葉市中央区中央３－３－９MF9ビル　４０２ 043-223-0125

アイカツーリスト千葉 千葉県 千葉市中央区末広1-14-15 043-307-9228

あすか交通 千葉県 千葉市美浜区幸町2-19-46 043-246-3431

ビュート 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンCB棟3階 MBP 043-273-7123

イオンコンパス 千葉県 千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブイースト5階 043-297-4300

千葉中央バス 千葉県 千葉市緑区辺田町2-6 043-300-2418

東京旅行開発 千葉県 船橋市栄町１－１９－９ 047-401-0600

京成バスシステム 千葉県 船橋市栄町一丁目10番10号 047-420-9091

トラベルマリン 千葉県 船橋市三山6-46-3アキラハイツ三山203 047-411-5455

三山観光バス(みやまトラベル） 千葉県 船橋市三山8-46-15 047-478-5787

エイト観光 千葉県 船橋市芝山5-32-3 047-469-4880

とらべるたっち日旅 千葉県 船橋市習志野台2-72-14進光ビル106号 047-490-2784

木下モーター 千葉県 船橋市小室町3006 047-457-5539

アンソレイユジャパン 千葉県 船橋市滝台2-5-28 047-496-0151

サンエイ航空サービス 千葉県 船橋市南本町３－９ 047-420-0077

大栄運送　D.T.I.ツアーズ 千葉県 船橋市本町2-1-1スクエア21ビル2階 047-401-5458

サンユートラベルサービス 千葉県 匝瑳市横須賀７８３番地 0479-84-1122

総武観光　総武観光トラベル 千葉県 匝瑳市八日市場イ－４８１ 0479-73-2333

八日市場観光　 千葉県 匝瑳市飯高1708-1 0479-74-1515

大成旅行 千葉県 匝瑳市堀川5119 0479-67-3216

三久交通 千葉県 袖ケ浦市横田4195-6 0438-75-6600

ケーズプランニング 千葉県 袖ケ浦市福王台２－２１－２０ 0438-60-2575

富士旅行センター 千葉県 大網白里市金谷郷1638番地 0475-40-9892

サントラベルセンター 千葉県 大網白里市四天木乙2832-6 0475-77-3636

もちづきトラベル 千葉県 大網白里市南今泉4604 0475-77-1141

銚子観光 千葉県 銚子市桜井町267-2 0479-21-3620

みさき観光バス 千葉県 銚子市三崎町1-1907-1 0479-25-5022



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

日本トラベルサービス 千葉県 銚子市新生町2-2-22 0479-25-4111

白子トラベルサービス 千葉県 長生郡白子町八斗１９５８ 0475-33-4061

トラベルサテライト旅気球 千葉県 東金市宿1368 0475-78-3111

九十九里旅行会 千葉県 東金市台方1248-13 0475-71-2736

愛華ツーリスト 千葉県 東金市田間109-2 0475-53-2751

南総国際旅行 千葉県 東金市東金587-6 0475-53-1800

花まる観光サービス 千葉県 南房総市岩糸２５９９－１ 0470-46-4511

明日香交通 千葉県 南房総市谷向58 0470-36-2034

アクタス 千葉県 柏市若柴６９－１柏市公設市場内 04-7128-6421

マイタウントラベル 千葉県 柏市松葉町6丁目36番地の9 047-702-3636

東葛旅企画 千葉県 柏市西柏台2-3-1-103柏ハイライズ 04-7154-8606

中央トラベル 千葉県 柏市塚崎１４６２－４ 04-7191-4758

東武旅行サービス 千葉県 柏市北柏２－１１－３ 04-7160-3332

千葉スカイツーリスト 千葉県 八街市大関193-35 043-444-5250

東金観光サービス 千葉県 八街市八街へ199 043-497-4573

東洋観光 千葉県 八千代市ゆりのき台3丁目12番地東洋観光本社 047-484-9131

夢企画インターナショナル 千葉県 八千代市萱田2236-46-302 047-407-0522

富士交通 千葉県 八千代市吉橋字西内野1834番地21 047-459-9191

かもめトラベル 千葉県 八千代市米本1652-1 047-488-2952

東京湾観光開発 千葉県 富津市岩瀬1009 0439-65-1459

ナナエツーリスト 千葉県 富里市御料584-3 0476-93-5514

アクティブ・ツアーズ 千葉県 富里市七栄533-267 0476-93-1126

WILL遊倶楽部 千葉県 富里市大和741-12 0476-92-5099

旅友 千葉県 富里市中沢1150-6 0476-33-4371

船戸ツーリスト 千葉県 茂原市押日３７９－１ 0475-24-0704

オートウィル 千葉県 茂原市高田694-2 0475-30-5611

愛和旅行 千葉県 茂原市上茂原126番35 0475-25-8060

伸和トラベル 千葉県 茂原市大登２７３－２ 0475-20-5206

藤トラベルサービス 千葉県 茂原市長尾2694－60 0475-25-7700

デーベロップ.ヤリタ 千葉県 茂原市南吉田3615 0475-34-8434

幸和観光 千葉県 茂原市茂原１００ 0475-27-1100

東日本ツアーズ 千葉県 木更津市ほたる野４－２－４８ 0438-30-5788

日東交通 千葉県 木更津市新田2丁目2番16号 0438-25-4156

KYツーリスト 千葉県 木更津市清川2-16-11 0438-97-2779

豊観光トラベル 千葉県 野田市なみき1-25-3 04-7198-6666

エムアンドエムトラベル 千葉県 野田市桜の里3丁目8番29号 04-7138-6091

船形観光 千葉県 野田市船形2437 04-7129-4556

北斗観光バス 千葉県 野田市船形32-2 04-7120-8700

みず季野観光 千葉県 野田市目吹2532-2 04-7124-3556

江戸川観光 千葉県 流山市南流山一丁目24－３ 04-7159-3413

三和観光 千葉県 流山市南流山南流山ニュースカイマンション203 04-7178-8353

AGODA COMPANY 東京都 シンガポール30 Cecil Street, #19-08Prudential Tower 65-6692-2881



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

おはようトラベル 東京都 稲城市百村1619-1-607 042-315-3261

R・M 東京都 葛飾区奥戸4-10-3ライオンズマンション新小岩第7-302 080-4678-0525

Ouka International Travel 東京都 葛飾区奥戸６-２１-１１ 03-5879-2772

ハートシステム 東京都 葛飾区亀有３－３３－２ 03-3604-6411

YUMEプラン 東京都 葛飾区高砂3-1-1 050-6877-5901

エフジェイケイグローバルサービス 東京都 葛飾区四つ木１－１３－５ 03-5654-9600

HYK 東京都 葛飾区柴又２－２０－１０ 03-5876-5501

太陽観光 東京都 葛飾区新小岩3-9-8 03-3651-2532

スマイルツーリスト 東京都 葛飾区西水元1-12-23昭栄コーポ203号 03-5876-5833

半澤旅行企画 東京都 葛飾区東新小岩3-6-16-103コーポザルツブルグ 03-3694-6875

旅釣人 小山 東京都 葛飾区南水元1-15-17 03-5876-6531

トップナッチツーリスト 東京都 葛飾区立石1-12-2 03-3695-3031

ヒコシンラボ 東京都 江戸川区一之江８－１９ー６ 03-3654-8841

ハルト観光 東京都 江戸川区宇喜田町１４４２－１ 03-6663-5550

東京ナイストラベル 東京都 江戸川区西一之江4-13-20 03-5879-3821

旅行サロン西葛西 東京都 江戸川区西葛西5-7-1 03-5667-0820

スターツツーリスト 東京都 江戸川区西葛西６－１５－３中兼ビル２階 03-5659-6336

城北交通 東京都 江戸川区谷河内二丁目14番11号 03-3670-2111

峰観光社 東京都 江戸川区中葛西５－４１－４ESビル１F 03-3680-3257

関口和夫　（旅計画・エバーグリーンツーリスト） 東京都 江戸川区東葛西２－１５－２ 03-3680-0097

瑞江トラベル 東京都 江戸川区東瑞江3-49-17 03-3679-4811

ＫＥＹＪＡＰＡＮ 東京都 江戸川区南葛西4-6-26メゾンパークサイドＮＯ１ー２０２号室 03-6808-7388

江南トラべル 東京都 江戸川区南篠崎町4-27-25 03-3670-1125

東和旅行社 東京都 江戸川区南小岩5-20-10東和ビル 03-3671-3501

トミースカイサービス 東京都 江戸川区南小岩7-1-2 03-3650-8639

丸三ツーリスト 東京都 江戸川区平井2-3-18 03-5627-8466

江戸川中央旅行社 東京都 江戸川区平井6-17-10 03-3619-7555

HMC東京 東京都 江戸川区北葛西2-21-11 03-5658-4451

東京東旅行社 東京都 江戸川区北小岩2-1-6プルミエハイム101 03-3671-9412

江戸川トラベル 東京都 江戸川区北小岩３－２０－１１ 03-3658-4737

くるんトラベル 東京都 江戸川区北小岩6-11-2エールプラザ京成小岩Bー101 03-6801-7172

協栄観光 東京都 江戸川区北小岩６－３０－２ 03-3671-2830

ユタカ観光 東京都 江戸川区北小岩6－53－2 03-3659-6921

東京遊覧観光バス 東京都 江戸川区本一色2-13-16 03-5678-5470

ジェイアールバス関東 東京都 江東区塩浜二丁目18番13号6Fジェイアールバス関東株式会社東京支店ビル6F 03-6746-4308

グリーントリップ 東京都 江東区亀戸3－59－8 03-5609-6611

東双不動産管理 東京都 江東区亀戸6-14-3トウショクビル3階 03-5858-6969

アーム 東京都 江東区亀戸６－５８ー１１亀戸ＥＳビル５Ｆ 03-5875-2295

エヌオーイー 東京都 江東区枝川１－９－４住友不動産豊洲ＴＫビル5階 03-6458-6400

JKスマイル 東京都 江東区新木場1-7-22新木場タワ－ビル8階 03-5534-3831

フィールドサービス 東京都 江東区新木場２－１１－２ 03-3522-0401

アイデアツアーズ 東京都 江東区扇橋1-14-91階 03-6435-7412



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

アイオー・トラベラーズ 東京都 江東区大島1-33-14秋山ビル３階 03-5858-6500

オンリーワン 東京都 江東区東陽2-3-5-509 080-3599-9666

aubelux（journey&lux ） 東京都 江東区南砂５－２３－１１ライオンズグローベル南砂アクアパーク３０５ 03-6820-0762

JTBビジネストラベルソリューションズ 東京都 江東区豊洲5-6-52NBF豊洲キャナルフロント10階 03-5548-8200

エアトリ 東京都 港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F 03-3431-6191

ジェイエッチシー 東京都 港区海岸１－２－２０汐留ビルディング3階 03-6721-8512

Ｔａｂｉｓｔ 東京都 港区海岸1-7-1東京ポートシティ竹芝 WeWork11F 0800-170-4040

日本旅行リテイリング 東京都 港区海岸2丁目1番24号NAC港ビル5階 03-6264-1391

クルーズバケーション 東京都 港区海岸3-18-21ブライトイースト芝浦１階 03-6453-6681

朝日航空サービス 東京都 港区元赤坂１－１－７オリエント赤坂モートサイド1202 03-3401-6606

エーシーサービス 東京都 港区元赤坂1-2-7AKASAKA K-TOWER 9階 03-6440-0721

テクニカルコミュニケーションズインテリジェントジャパン 東京都 港区虎ノ門1－1－20虎の門実業会館3階 03-3508-1972

とびら 東京都 港区虎ノ門３－８－２１虎ノ門33森ビル 7階 03-6450-1631

クオリタ 東京都 港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー5階 03-5919-2011

エイチ・アイ・エス 東京都 港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー5階 050-1743-0080

クレアス 東京都 港区虎ノ門5-13-1虎ノ門40MTビル5F 03-6453-0419

A style corporation 東京都 港区港南二丁目１６番７号品川Ⅴタワー３２０４号 03-6823-9310

エイベックス・ビジネス・ディベロップメント 東京都 港区三田1-4-1住友不動産麻布十番ビル(総合受付 10F) 090-1734-0375

太陽トラベル 東京都 港区三田3-7-15ハイライフ第2三田504 03-5232-2347

ジャパン・エア・トラベル・マーケティング 東京都 港区芝2丁目3番3号JRE芝二丁目大門ビル 03-6453-9177

Tokyo Gaijins 東京都 港区芝4-3-2三田富洋ハイツ409 03-6435-0494

ドレスツアーズ 東京都 港区芝4-3-2三田富洋ビル８F 050-5235-9989

産経旅行 東京都 港区芝4‐3‐5ファースト岡田ビル4階 03-6459-4111

atta 東京都 港区芝浦3-17-11天翔オフィス田町703号 03-4500-2185

アティックツアーズ 東京都 港区芝公園２丁目１１番１７号芝公園下山ビル３階 03-5422-1477

ソニックツアーズ 東京都 港区芝大門1-3-9芝大門第一ビル9階 03-5403-7331

スティア・コーポレーション 東京都 港区芝大門2-9-2張ビル3階 03-5405-2862

ANP 東京都 港区新橋1-17-1 03-6452-9955

ワイエスツアーズ 東京都 港区新橋1丁目16番9号亀田ビル5階 03-3580-8161

エアプラス 東京都 港区新橋2-12-15田中田村町ビル　4F 03-3504-8600

アイ・トリップ 東京都 港区新橋３－２－１２高松ビル４Ｆ 03-5510-8950

ビーエス観光 東京都 港区新橋3-2-7恭和ビル2階 03-3502-4041

エデューズ 東京都 港区新橋5-12-4新橋アーバンコート403 03-6435-6425

ホクレアツアーズ 東京都 港区新橋５－２５－４ 03-3431-5778

トラベループ 東京都 港区新橋５丁目７番１３号ビュロー新橋２Ｆ 03-3433-4777

サイドサポートサービス 東京都 港区新橋６丁目７番２号新橋ヤマトヨビル２階 03-5733-2077

エモック・エンタープライズ 東京都 港区西新橋１－１９－３第二双葉ビル２階 03-3507-9777

関東ツーリスト・クラブ 東京都 港区西新橋1-19-6桔梗備前ビル 03-3503-0821

グローバル ユース ビューロー 東京都 港区西新橋1-8-1REVZO虎ノ門7階 03-3505-0055

ハートエージェンシー 東京都 港区西新橋1丁目11番4号日土地西新橋ビル 03-3501-5011

ワールドクリエーション 東京都 港区西新橋2-18-2NKKビル8階 03-3431-2291

さくら綜合レジャ－ 東京都 港区西新橋３－２３－６白川ビル６階 03-3434-0333
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

日本マイケル 東京都 港区西麻布3-3-3第6谷沢ビル5F 03-6804-2195

Stamp 東京都 港区赤坂2-16-6BIZ MARKS赤坂 03-4043-4809

アパサービス 東京都 港区赤坂3-2-3アパ赤坂中央ビル4階 03-5570-2123

一休（Yahoo!トラベル、一休.com） 東京都 港区赤坂3-3-3住友生命赤坂ビル6F 03-6685-0065

EVCトラベル 東京都 港区赤坂８ー１１ー１９エクレール乃木坂５０１ 03-6455-5787

GNU 東京都 港区東新橋1-2-8東新橋NXビル1F 03-5614-0801

エムシー・ビジネスサポート 東京都 港区東新橋1-5-2汐留シティセンター19階 03-6253-4321

Loco Partners 東京都 港区東新橋二丁目14番1号コモディオ汐留 4階 03-6432-4966

エイ・キュー・トラベル 東京都 港区南青山2-22-14フォンテ青山711 03-6804-2193

ピコ 東京都 港区南青山2-22-15クリヤマビル7F 03-5411-7218

ナビタイムジャパン 東京都 港区南青山3-8-38南青山東急ビル 03-3402-0701

グロリアツアーズ 東京都 港区南青山5-4-30Emergence Aoyama Complex 2F 03-6826-3434

ウェブトラベル 東京都 港区南青山5-4-30emergence aoyama complex 2F 03-6825-8811

東亜 東京都 港区南麻布1-5-11-407 03-5439-6170

キャッセルコープ 東京都 港区南麻布3-5-44GraceMinamiazabu102 080-4433-4915

PTA 東京都 港区南麻布５－２－３２興和広尾ビル 03-5791-1120

浜松町リザベーションセンター 東京都 港区浜松町２丁目１０番１号浜松町ビル2階 03-5777-4707

ジェイワールドトラベル 東京都 港区北青山3-2-5NH青山ビル8階 03-3402-9955

Booking.com 東京都 港区北青山3-6-1oak omotesando　5階 03-6837-0400

トラベルキッズ 東京都 港区麻布十番2-14-6イイダビル６階 03-3798-0855

WDT 東京都 港区麻布十番2-16-11麻布十番2Aビル701 03-6436-4123

ヴィジュアルノーツ 東京都 港区麻布台1-8-5リハイム麻布台4F 03-5545-7272

ARKADEAR 東京都 港区六本木７丁目１２ー２R7ビルディング 03-5244-4299

深沢観光サービス 東京都 荒川区荒川3-71-5深沢ビル 03-3891-0174

東京国際ツアーズ 東京都 荒川区荒川３－７４－６メゾン荒川３０１ 03-6806-7820

G.ATourist 東京都 荒川区荒川7-39-2町屋esビル4階 03-5284-7739

日本ホテルマネジメント 東京都 荒川区荒川五丁目１ー１３山路ビル３０３号室 03-6806-5901

東京ツーリスト 東京都 荒川区東尾久６－８－３ 03-3819-2454

風土サービス 東京都 荒川区南千住七丁目１番１号 03-3806-6211

トラベルケア 東京都 国分寺市西恋ケ窪1-37-54 042-329-8160

BONDリゾート 東京都 国分寺市南町三丁目１８番５号第７サイトウビル３０２ 042-312-0170

Hagi Office 東京都 国分寺市並木町2-28-81階 042-349-6082

マンダレー 東京都 国立市西2-11-78国立ステップスＥ 042-572-2517

ジョイフル観光 東京都 三鷹市井口1-5-15レジデンス井野A1階 0422-32-0043

エース航空三鷹 東京都 三鷹市下連雀3-41-14コスモフォーラム401 0422-45-3871

アジアトラベル 東京都 渋谷区宇田川町2-1渋谷ホームズ418 03-5459-4200

冨士トラベル東京 東京都 渋谷区円山町20-1新大宗円山ビル３F 03-3496-5677

フォーイット 東京都 渋谷区円山町3-6E・スペースタワー9F 03-5728-5865

タイムデザイン 東京都 渋谷区恵比寿１－１８－１４恵比寿ファーストスクエア８F 03-6447-7799

SEEC 東京都 渋谷区恵比寿1-19-15ウノサワ東急ビル5階 03-6418-7080

スバル興産 東京都 渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル 03-6447-8911

アドベンチャー 東京都 渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー24F 03-6277-0515
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旅の萬処 東京都 渋谷区恵比寿４－５－８エビスアパートメント１０２号室 03-6427-2942

バイン 東京都 渋谷区恵比寿西2-21-3ルシェール代官山601 03-6415-6192

GREENBIOCORPORATION 東京都 渋谷区恵比寿西２ー８ー１３平野ビル２０２ 03-5457-2310

ナンバーワントラベル 東京都 渋谷区恵比寿南3-1-24恵比寿斎信ビル6階 03-6451-0271

株式会社旬旅 東京都 渋谷区元代々木町27-14 03-4500-9405

イー・ネット・トラベル 東京都 渋谷区広尾１－８－１１シティフラット広尾７０１ 03-6264-1911

イーマ 東京都 渋谷区桜丘町３０番１５号ビバリーヒルズ２０５号室 03-3780-4312

東急 東京都 渋谷区桜丘町31-2東急桜丘町ビル8階 03-3477-6247

グローバルネイションホリデイズトラベルアンドサービス 東京都 渋谷区桜丘町9-18タカシマ桜ヶ丘マンション304 03-6416-1555

東京ミツワ旅行会 東京都 渋谷区渋谷1-10-6今井ビル 03-3400-1918

TRAVELNOAH 東京都 渋谷区渋谷1-4-6ニュー青山ビル501 03-6805-1897

コスモエージェンシー 東京都 渋谷区渋谷2-14-18あいおいニッセイ同和損保渋谷ビル9階 03-5778-0960

トップトラベルサービス 東京都 渋谷区渋谷3-10-13TOKYU REIT渋谷Rビル7F 03-5467-8440

日本バスセンター 東京都 渋谷区渋谷3-15-2ＭＴエステートビル8階 03-5766-6163

グッドルーム 東京都 渋谷区渋谷3丁目2-3 帝都青山ビル5F 050-3628-4766

アイビー・シー・エス 東京都 渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学1号館１階 03-3409-1879

クリエイト　エム 東京都 渋谷区上原1-43-2-105 03-6407-8705

スタートラベル 東京都 渋谷区神宮前１ー２１ー１０ 03-6455-5933

パーパスジャパン 東京都 渋谷区神宮前１－１９－１７ユーロ原宿 03-5775-1919

スポーツマネジメント 東京都 渋谷区神宮前2-12-2ステージ神宮前Ⅱ 4階 03-5412-0055

BLESS 東京都 渋谷区神宮前6-18-3ＲＯＯＭＹ生稲ビル6階 03-5778-7199

ハッピーワールド 東京都 渋谷区神宮前６－１９－１４神宮前ハッピービル４階 03-3486-8111

新日本交通観光社 東京都 渋谷区神宮前6-19-16越一ビル 03-3409-8085

ジャパン・スポーツ・プロモーション 東京都 渋谷区神南1-11-1渋谷市野ビル5F 03-5784-5466

新湊観光社 東京都 渋谷区千駄ヶ谷３－７－２T.LXビル　３階 03-5772-3261

プレゼンス 東京都 渋谷区千駄ヶ谷4-19-14千駄ヶ谷電子ビル 2F 03-5771-0015

バリューHR 東京都 渋谷区千駄ヶ谷５丁目２１番１４号 03-6380-1626

たびゲーター 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号リンクスクエア新宿(WeWork)16階 03-6772-8179

エンゼルプロダクション 東京都 渋谷区代々木２－２３－１ニューステイトメナー971 03-3584-0030

小田急電鉄 東京都 渋谷区代々木２丁目２８番１２号 03-3349-2548

信越電気工業 東京都 渋谷区道玄坂2-20-26エクシール道玄坂108 03-5117-2811

トラベルプランニングオフィス 東京都 渋谷区南平台4-8 050-3559-1005

ジャパントラベルイースト 東京都 渋谷区本町3-39-3新宿ダイカンプラザビジネスタワー4階 03-5333-1933

スタービジョン 東京都 小金井市前原町4-19-23 042-381-2672

コンテンツツーリズム振興機構 東京都 小金井市東町4-20-2 042-315-7419

つくば観光交通 東京都 小金井市東町4-33-19 042-381-5004

HGSトラベル 東京都 小金井市本町4-3-5 042-401-2111

NSIビジネスサポート 東京都 小金井市本町4-3-5 03-3350-0087

ワキタ・ワールド 東京都 小金井市本町6丁目9-18-401中央マンション 042-380-8677

トマトツアー 東京都 小金井市緑町3-9-24 042-380-0721

プラネットジャーニーラフライトン 東京都 小金井市緑町3-9-24 042-387-5277

ジャクパ・エデュケアサポート 東京都 小平市美園町１ー７ー１４ 042-346-0041
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新中央トラベル 東京都 昭島市つつじが丘3-5-6-103 042-542-4080

大洋観光サービス 東京都 昭島市玉川町1-2-1 042-545-1311

AYT 東京都 昭島市朝日町1-3-14-2F 042-500-1351

ドゥーイング 東京都 新宿区下落合1-5-22アリミノビル4階 03-3371-0105

ジャパトラ 東京都 新宿区下落合３－２１－１ＮＫフジビル8階 03-6915-3651

ユニックストラベル 東京都 新宿区高田馬場１－２－１２　１F 03-3204-8686

セントラルトラベル 東京都 新宿区高田馬場1-34-1サンフジビル6F 03-5291-9557

旅屋 東京都 新宿区高田馬場2-14-2新陽ビル909 03-6228-0852

楽楽旅行 東京都 新宿区高田馬場2丁目19番7号タックイレブン高田馬場810号室 03-5287-2487

ｍａｔｓｕｒｉ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 東京都 新宿区高田馬場3-18-3 03-6228-0440

バリュートラベルジャパン 東京都 新宿区高田馬場３－３４－２ 03-5337-1595

フレックスインターナショナル 東京都 新宿区高田馬場3-35-2AD高田馬場ビル4階 03-5330-0128

旅行サロン四谷 東京都 新宿区左門町3-1左門イレブンビル１階 03-5369-2231

縁トラベル 東京都 新宿区左門町3番地1左門イレブンビル 03-6380-1615

カモメツーリスト 東京都 新宿区四谷４丁目２８番４号ＹＫＢエンサインビル11階 03-6380-1155

エーペックスインターナショナル 東京都 新宿区市谷田町３－１７双葉ビル４階 03-5579-2903

ＪＭＲＳ 東京都 新宿区市谷本村町３－２０ 03-6265-0256

ワールドプランニングオフィス 東京都 新宿区新宿1-28-3TSG御苑ビル5階 03-3354-9995

クロスインターナショナル 東京都 新宿区新宿1-34-13貝塚ビル206 050-5212-2071

江山観光社 東京都 新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル3F 03-6555-3345

東都観光ツーリスト 東京都 新宿区新宿２－３－１５大橋御苑ビル 03-6457-8618

HANATOUR JAPAN 東京都 新宿区新宿2-3-15大橋御苑ビル4 03-6629-4760

東都観光バス 東京都 新宿区新宿２－３－１５大橋御苑ビル6階 03-6457-8618

イーツアー 東京都 新宿区新宿2-5-10成信ビル 03-4477-6735

ジョルダン 東京都 新宿区新宿2-5-10成信ビル6階 03-5369-4056

シイ．エイ．エヌ． 東京都 新宿区新宿２－８－１８第１バーディートライビル 03-3352-5200

浅間企画 東京都 新宿区新宿２－９－１第31宮庭マンション804 03-5315-0466

リロクラブ 東京都 新宿区新宿4-2-18新宿光風ビル 03-3225-1896

ボックスツアー 東京都 新宿区新宿4-3-15レイフラットＢ館 2F 03-6457-7534

ケアリッツ・アンド・パートナ―ズ 東京都 新宿区新宿四丁目1番6号ＪＲ新宿ミライナタワー15階 03-6273-1925

エス・アイ・ジャパン 東京都 新宿区新宿西新宿7-14-12 03-5937-0468

東京理科大学 東京都 新宿区神楽坂1-3東京理科大学内 03-3267-1001

ワールドツーリストサービス 東京都 新宿区神楽坂３－６－４８－１A 03-3260-7431

フィールド&マウンテン 東京都 新宿区西新宿1-13-7大和家ビル6階 03-6302-0133

インターナショナルツアーアシスタンス 東京都 新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル1階 03-6276-8760

アイ・ティー・ビ－ 東京都 新宿区西新宿1-8-1新宿ビル5階 03-5766-0811

平和ＩＴＣ 東京都 新宿区西新宿1丁目8番1号新宿ビルディング5階 03-5332-7002

KNT-CTホールディングス 東京都 新宿区西新宿２丁目６番1号新宿住友ビル３９階 03-5325-8546

旅テラス 東京都 新宿区西新宿4-32-6パークグレース新宿202 03-6276-1990

青山 東京都 新宿区西新宿5-10-14YHSビル7階 03-6276-2365

SUGUKURU 東京都 新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿 080-9417-8952

クーコム 東京都 新宿区西新宿6-15-1セントラルパークタワー　ラ・トゥール新宿405 050-5846-4328
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ボストン航空サービス 東京都 新宿区西新宿6-16-12第一丸善ビル 11階 03-3348-3480

全研本社 東京都 新宿区西新宿６－１８－１住友不動産新宿セントラルパークタワー１８階・１９階 03-3349-0451

明光ネットワークジャパン 東京都 新宿区西新宿7-20-1住友不動産西新宿ビル29階 03-5860-2111

未来Ｂ計画 東京都 新宿区西新宿７－５－６クリーン西新宿ビル２階 03-5937-6811

華南 東京都 新宿区西新宿7-7-26-810 03-3365-2645

ワンダートラベル 東京都 新宿区西新宿7-8-12 03-5338-8520

フェニックス観光 東京都 新宿区西新宿7-8-12 03-5338-8511

フェニックスホールディングス 東京都 新宿区西新宿7-8-12昇立西新宿ビル4階 03-5348-4811

オーク 東京都 新宿区西新宿8-6-13マイルド西新宿206 03-3361-1122

ベネフィット・ワン 東京都 新宿区西新宿三丁目7番1号新宿パークタワー 37階 03-6870-3800

アドウィス 東京都 新宿区早稲田鶴巻町564番地新堀ビル1階 03-6457-3865

ジャパントラベルネットワーク 東京都 新宿区大久保2-7-1大久保フジビル605 03-3204-9283

ハロートラベル 東京都 新宿区中落合４-26-16桂13合 03-5906-5490

e-sumegh tours and travels 東京都 新宿区百人町1-10-3佐藤ビル2F 03-6279-2820

ADAC 東京都 新宿区百人町2-20-1大野屋ビル２F 03-5925-6682

ベストワンドットコム 東京都 新宿区富久町１６－６西倉ＬＫビル２階 03-5312-6247

ファイブスタークルーズ 東京都 新宿区富久町16-6西倉ＬＫビル２階 03-5312-6247

東京ドリーム観光 東京都 新宿区富久町2-13塚越ビル９階 03-5341-4120

エム・エム・エス 東京都 新宿区北新宿1-8-23アムハードビル　３階 03-5332-5630

エイト・ドア 東京都 杉並区阿佐谷北１－２７－６山本ビル４F 03-5356-2355

フジメイトトラベル 東京都 杉並区井草2-17-4FMピュアビル 03-3301-8611

アルモツーリズム 東京都 杉並区永福4-13-1 03-6304-7623

東交観光バス 東京都 杉並区高円寺南3－4－2 03-3313-7115

オーシャンメイト 東京都 杉並区高円寺南４－２６－５YSビル2F 03-3318-9005

ダイワグループ 東京都 杉並区高円寺南4-27-17恒陽サンクレスト高円寺903 03-5377-1381

タウントラベル 東京都 杉並区上井草２－３６－９清水ビル１階 03-5303-0616

オアシスツアーセンター 東京都 杉並区梅里１－２２－２５第三日東ビル５階 03-3318-6919

飛鳥旅行 東京都 杉並区浜田山3-33-18内藤ビル1階 03-3306-1500

STAYCATION 東京都 世田谷区羽根木１丁目２１番地１亀甲新 #は７１ 03-6379-7591

楽天グループ 東京都 世田谷区玉川1-14-1楽天クリムゾンハウス 050-5817-0700

エグゼクティブゴルフ 東京都 世田谷区玉川１丁目１４番１号二子玉川ライズ・タワーオフィス７階 050-5817-4700

ひとたび 東京都 世田谷区玉川田園調布１－５－７FIELD５０２ 03-6459-7433

ワールドトラベルシステム 東京都 世田谷区玉川二丁目21番1号二子玉川ライズ・オフィス8階 03-5491-8561

スリージェイトラベル 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目19番3-202号 03-6822-2835

小田急ハイウェイバス 東京都 世田谷区若林2-39-4 03-5433-8771

パシフィックオーシャンツアーズ 東京都 世田谷区世田谷１－２０－６ 03-5450-0508

新日本エージェンシー 東京都 世田谷区船橋１－１－１２大黒ビル１F 03-6413-5515

エスケイトラベルプランズ 東京都 世田谷区船橋5-4-1 03-6379-8272

コヤマコーポレーション(旅庵) 東京都 世田谷区東玉川二丁目１０－３ 03-3720-1311

旅日本 東京都 世田谷区等々力７－１５－５ 03-5706-3099

バスウェイ 東京都 清瀬市下宿２－４１９－１ 042-491-1801

KENドリーム 東京都 清瀬市中里4-1344-22 042-497-7107
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総合観光バス 東京都 西多摩郡瑞穂町南平1-7-16 042-579-7671

大成観光バス 東京都 西東京市住吉町１丁目１３番７号 042-422-1519

たび職人 東京都 西東京市保谷町１－１０－７ 042-497-5686

全国農協観光協会 東京都 千代田区外神田1-16-8GEEKS AKIHABARA4階 03-5297-0321

Ｒｅｉｗａトラベルユー 東京都 千代田区外神田２－１２－６ 03-6821-1489

アンゼロ　JAPANプレミアツアー 東京都 千代田区外神田４－１４－２東京タイムズタワー2804号 03-6262-5600

ビューツアーシステム 東京都 千代田区外神田５－５－１１ 03-3834-0541

エーカンパニー 東京都 千代田区外神田６－７－７マツダビル２階 03-6434-7960

リクルート 東京都 千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー 03-6835-3000

大和リゾート 東京都 千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館13階 03-6457-1551

國際旅行社 東京都 千代田区丸の内3-3-1新東京ビルB1F 03-3214-4821

ＩＨＩビジネスサポート 東京都 千代田区丸の内3丁目4-1新国際ビル6階 03-6204-8411

ライツ・ツアー・サポート 東京都 千代田区丸の内一丁目11番1号パシフィックセンチュリープレイス丸の内 16階 03-5288-5565

JTBグローバルアシスタンス 東京都 千代田区岩本町2-1-18フォロ・エム 5F 03-3865-4661

日本トラベルプランニング 東京都 千代田区岩本町２－７－１２ビルックスNo3  三階 03-5835-2818

トラベルプランニングサービス 東京都 千代田区岩本町２－８－２保科ビル本館２Ｆ 03-5825-8186

イーウェル 東京都 千代田区紀尾井町3番6号紀尾井町パークビル5階 03-3511-1445

毎日企画サービス 東京都 千代田区九段南1-6-17千代田会館5階 03-6265-6926

アルプス観光 東京都 千代田区神田岩本町１番地岩本町ビル4F 03-3253-1721

HICインターナショナル 東京都 千代田区神田錦町1-12アーク錦町ビルⅡ 03-5282-2410

日本宇宙少年団 東京都 千代田区神田錦町３－２１ちよだプラットフォームスクウェアＣＮ３０６ 03-5259-8280

トラベルブレーン 東京都 千代田区神田佐久間町1丁目14番第2東ビル311 03-5207-2815

トラベルスタンドジャパン 東京都 千代田区神田三崎町１－１－２宮本ビル 03-3291-1101

Atravel 東京都 千代田区神田三崎町2-15-2-3FTBSビル3F 03-6272-9197

トラベル・セゾン 東京都 千代田区神田三崎町2-20-4八木ビル4階 03-3263-4311

ジェイマインズ 東京都 千代田区神田三崎町2-7-6高松ビル8F 03-5215-8766

イーストグループ 東京都 千代田区神田三崎町２丁目１１番１１号－２階 03-6272-9970

ルックツアー 東京都 千代田区神田三崎町3-2-17小澤ビル3階 03-6256-8212

ボーダレスシティ 東京都 千代田区神田三崎町３－３－３木下ビル３階 03-3239-5333

明大サポート 東京都 千代田区神田駿河台１丁目3-1大学会館 地下1階 03-5280-1510

セイムコーポレーション 東京都 千代田区神田駿河台２－１－３４プラザお茶の水ビル５０１号 03-3518-9636

新日本紀行 東京都 千代田区神田駿河台2-2フルノートビル4階 03-3292-5959

ジェー・シー・ケー 東京都 千代田区神田駿河台２丁目１番地１９号アルベルゴ御茶ノ水1020 03-5678-8098

シダーリンクトラベル 東京都 千代田区神田駿河台3-1-1大雅ビル　8階 03-5283-8805

国際医橋 東京都 千代田区神田小川町1-10-2ATELIERYOURS小川町403 03-6822-2281

産経新聞開発 東京都 千代田区神田小川町１－１山甚ビル８階 03-5283-8260

日本移動教室協会 東京都 千代田区神田小川町２－６－１２東観小川町ビル2階 03-3233-1212

シェルツーリスト 東京都 千代田区神田小川町3-10-26 03-3233-0311

スノーアンドマウンテントラベル 東京都 千代田区神田小川町３－1－1BMビル7階 03-5577-7669

四季の旅 東京都 千代田区神田小川町3-1-1BMビル7階 03-5577-2929

四季ネクサス 東京都 千代田区神田小川町3-1-1BMビル7階 03-5577-2937

国際急行観光 東京都 千代田区神田神保町１－２５神保町会館２Ｆ 03-3291-4771
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郵船トラベル 東京都 千代田区神田神保町2－2ミレーネ神保町ビル 03-5213-6705

西遊旅行 東京都 千代田区神田神保町2-2共同ビル神保町3階 03-3237-1391

専大センチュリー 東京都 千代田区神田神保町３－１０－３スリースタービル 03-3263-4238

石水 東京都 千代田区神田神保町3-3-5中道ビル　３階 03-6278-8667

Jクレスト 東京都 千代田区神田神保町一丁目34番地三村ビル3階 03-3259-5065

ユーアイトラベル 東京都 千代田区神田須田町1丁目2番7号淡路町駅前ビル3階 03-3526-2014

勤労者旅行会 東京都 千代田区神田淡路町1-21-301 03-3251-7851

ssbee 東京都 千代田区神田淡路町１丁目９ー５天翔御茶ノ水ビル７１１号室 03-6206-9235

正宏商事 東京都 千代田区神田和泉町1丁目6番1号インターナショナルビル401号室 03-5812-8381

毎日コムネット 東京都 千代田区大手町2-1-1大手町野村ビル15階 03-3548-2111

Trip.com Japan 東京都 千代田区大手町2-6-2日本ビル9F 03-6373-0800

クルーズのゆたか倶楽部 東京都 千代田区鍛冶町2-5-15ゆたか倶楽部ビル 03-5294-6261

トラベルハーモニー 東京都 千代田区鍛冶町2-5-15ゆたか倶楽部ビル2階 03-6260-7444

Unito 東京都 千代田区東神田1-7-10 03-5829-3990

ユニオントラベルサービス 東京都 千代田区東神田3-2-4東神田サマリヤマンション801号 03-5835-2955

双日ツーリスト 東京都 千代田区内幸町２－１－１飯野ビルディング 03-6871-4260

ブラザートラベル 東京都 千代田区内神田1-15-7ユニゾ内神田1丁目ビル5F 03-6274-8899

ベストワールド 東京都 千代田区内神田1-7-4 03-3295-4111

ゴールド文化交流企画 東京都 千代田区内神田2-10-2Uビル　5階 03-5298-1151

ベル・ツーリスト 東京都 千代田区内神田２－１０－２不動前ビル３階 03-3526-2101

シニア旅行カウンセラーズ 東京都 千代田区内神田2-15-15竹橋ビル5階 03-5298-7820

旅コンシェル 東京都 千代田区内神田２－７－７新内神田ビル２階 03-3525-8380

高文 東京都 千代田区内神田3丁目4番8号 03-3252-2481

ＪＢＳ 東京都 千代田区二番町１－２ 03-4500-2701

セブンカルチャーネットワーク 東京都 千代田区二番町８－８ 03-6238-3080

NKワールドウェイズ 東京都 千代田区飯田橋４－９－９河田ビル２階 03-3264-4666

クールジャパントラベル 東京都 千代田区富士見２丁目１３番３号 050-3852-4651

ジェイ・ピー旅行 東京都 千代田区平河町２－３－６平河町共済ビル４階 03-3238-9331

鈴乃屋 東京都 千代田区平河町2-7-3PMO平河町7階 03-6261-3468

ユーラシア旅行社 東京都 千代田区平河町2-7-4砂防会館別館4階 03-3265-1691

北海道ツーリストセンター 東京都 千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル6階 03-3212-8851

日の丸リムジン 東京都 千代田区有楽町1－12－1新有楽町ビルB1F 03-3215-0818

エルオルト 東京都 千代田区有楽町1-1-2日比谷三井タワー 03-6699-3812

旅助 東京都 千代田区有楽町一丁目１０番１号有楽町ビル718 03-6273-4778

ワールド航空サービス 東京都 千代田区有楽町一丁目5番1号日比谷マリンビル 03-3217-0111

東華商事 東京都 千代田区六番町３－２０佐藤ビル２Ｆ 03-6265-6641

ドリームタイム 東京都 足立区一ツ家2-12-20小田第一ビル402号 03-5856-7186

トラベルジャスト 東京都 足立区一ツ家3-24-2 03-5686-1888

ワールド自興 東京都 足立区皿沼1-13-3 03-3897-1431

総和 東京都 足立区皿沼1-22-7 03-3853-7353

東日トラベルセンター 東京都 足立区鹿浜5丁目13番1号 03-5390-1021

あやケアサポート 東京都 足立区西加平1-1-6 03-3884-3175
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ヤナギツーリスト 東京都 足立区西保木間2-7-2-403 03-6905-9300

冨士自動車 東京都 足立区千住曙町35-3 03-3870-6611

オリオンズ観光 東京都 足立区竹の塚一丁目35番12号 03-3884-5800

国際観光交通 東京都 足立区日ノ出町13-11 03-3888-1400

青垣観光バス 東京都 足立区入谷４丁目２番１号 03-5647-9371

ヤサカ観光興業 東京都 足立区入谷９－１８－２１ 03-3891-3791

東京ワーナー観光 東京都 足立区平野1-6-14 03-3850-5757

ゆうゆうツーリスト 東京都 多摩市一ノ宮１-２３-８多摩川第一ビル２０６ 042-316-9143

京王自動車バスサービス 東京都 多摩市関戸２－３７－３ 042-314-8032

京王観光 東京都 多摩市関戸2-37-3せいせき さくらゲート 3階 050-8885-8210

旅プラン 東京都 多摩市関戸４－１０－９聖ビル５Ｆ－Ａ 042-400-6000

清和観光 東京都 多摩市聖ヶ丘4-13-16 042-319-3222

日本春秋旅行 東京都 台東区元浅草1丁目1番地３号深山ビル２F 03-5830-9600

旅の風土 東京都 台東区根岸５―１９―８ 03-3871-0022

ひかりたび 東京都 台東区三筋１－８－８ 03-4446-9072

北信州観光協会 東京都 台東区松が谷１丁目４番６号ライオンズ上野松が谷202 03-3845-0233

たびせん・つなぐ 東京都 台東区上野３丁目１６－２天翔上野末広町ビル3階３１２号室 03-5577-6300

エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス 東京都 台東区上野5-24-11NTT上野ビル 03-5818-5525

ヴァリューツーリスト 東京都 台東区上野7-3-9アルベルゴ上野411 03-5828-9779

市川観光商事 東京都 台東区上野７－８－２２ 03-3842-0881

ツアープランナーオブジャパン 東京都 台東区上野三丁目２番１号エクセレントビル 03-3835-4111

細田観光 東京都 台東区浅草5-32-1細田ビル 03-3873-1137

ニューウェーブ 東京都 台東区浅草橋1-35-7メゾン戸田401号室 03-5835-2971

日盛国際 東京都 台東区浅草橋1-9-12VORT浅草橋駅前Ⅱ-9階 03-6272-6930

ハーティ 東京都 台東区浅草橋2-11-5 03-3866-0230

グッドツーリスト 東京都 台東区台東3-12-5クラシックビル7階 03-5846-3377

トータルエイド 東京都 台東区台東３－１５－４ 03-3833-5563

萬祥 東京都 台東区台東３－３１－4パークグランディ402 03-5806-9360

安達旅行 東京都 台東区台東３丁目１５番４号日神デュオステージ御徒町 1101号室 03-5812-0201

HMC 東京都 台東区台東4-30-8宮地ビル本館7階 03-5812-7080

エムアールシージャパン 東京都 台東区台東４－３２－７第二宮地ビル６階 03-5846-8213

HOANG　KIM　JAPAN 東京都 台東区東上野１－１－８　竹内ビル3階 03-5604-9919

ジェイテック 東京都 台東区東上野3－18－7SK上野ビル5階 03-5818-5711

エアーインターナショナルサービス 東京都 台東区東上野4-8-1TIXTOWER UENO 8F 03-6260-6886

トラベルシステムズ 東京都 台東区入谷一丁目19－4 03-3871-6955

羽田旅客サービス 東京都 大田区羽田空港3-3-2第1旅客ターミナル 03-5757-8211

ツアープラス・ワン 東京都 大田区下丸子２－１３－２－１２０１ 080-3734-5368

トラベルＲｏｃｋ．ｓ 東京都 大田区蒲田五丁目26-8アーデル蒲田７０５ 03-6375-7486

夢生活舎 東京都 大田区山王2-1-8山王アーバンライフ401 03-5742-0337

アルプス・トラベル・サービス 東京都 大田区雪谷大塚町1番7号 03-5499-3100

トーホー観光 東京都 大田区大森中2－19－1　山﨑ビル103 03-6450-0490

京浜企画インターナショナル 東京都 大田区大森北1-9-5シメギビル 03-6417-1098



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

スカイエクスプレス 東京都 大田区池上４－１４－７ 03-6662-7411

新国際観光 東京都 大田区池上4-16-9シティオ池上 03-3753-1234

全国ネットツーリスト 東京都 大田区池上八丁目16番10号 042-441-1212

井上　悦治（トラベルジャパン） 東京都 大田区中央2-12-13大森中央ハイツ７０７号 03-3775-3335

テマサトラベル 東京都 大田区田園調布２－５０－９第二開発ビル３階 03-3722-2184

はとバス 東京都 大田区平和島5-4-1 03-3761-8111

はとバスエージェンシー 東京都 大田区平和島5-4-1 03-3298-5571

農協観光 東京都 大田区平和島６－１－１ＴＲＣアネックス 03-6436-8204

たびりずむ 東京都 中央区京橋2-2-1京橋エドグラン13階 03-6262-6096

ダイナテック株式会社 東京都 中央区京橋一丁目１７番４号 03-5524-0933

ジェイアール東海ツアーズ 東京都 中央区京橋一丁目5番8号三栄ビル2階 03-3274-9774

ジェットアンドスポーツ 東京都 中央区銀座1-18-2タツビル2階 03-3535-5111

ゆこゆこ 東京都 中央区銀座２－３－６銀座並木通りビル 03-6745-0500

ジィーティーエイ銀座旅行協会 東京都 中央区銀座４－５－１聖書館ビル 03-3561-1554

Flower Communications 東京都 中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル５階 03-5537-6726

スペシャリスト 東京都 中央区銀座7-12-4友野本社ビル6F 03-3544-5251

ピカパカ 東京都 中央区銀座７丁目４番１５号RBM銀座ビル5階 03-6478-8540

トラベルジョーズ 東京都 中央区銀座8-10-4和孝銀座8丁目ビル9階 03-5537-7577

サンキュウビジネスサービス 東京都 中央区勝どき6-5-3山九第2ビル 03-3536-3982

ブルーライン 東京都 中央区新川2-1-1ブルーラインビルディング５階 03-5646-4775

アクアラグーン 東京都 中央区新富1-16-4エビナビル1F 03-3206-7814

銀座プラネットサービス 東京都 中央区築地１丁目５番８号樋泉ビル４階 03-3545-0688

APワールド 東京都 中央区築地2-4-3東銀座富岡ビル2F 03-6228-3021

読売旅行 東京都 中央区築地2-5-3 03-5550-0710

ティ・エ・エス 東京都 中央区築地4-10-16築地MSビル3階-B(302) 03-6275-2788

サイクル 東京都 中央区佃１-１１-８ピアウエストスクエア２階 03-3534-0400

リソルライフサポート 東京都 中央区佃1丁目11番8号ピアウエストスクエア 03-6758-3340

ティークエスト 東京都 中央区東日本橋１－１－５ヒューリック東日本橋９階 03-5821-6458

スカイパックツアーズ 東京都 中央区東日本橋1-1-5ヒューリック東日本橋ビル9階 03-5821-8551

JYJサンブリッジ 東京都 中央区東日本橋２－２５－４第３シラカワビル５F 03-5829-8385

オリオンツアー 東京都 中央区東日本橋3-10-6Daiwa東日本橋ビル3階 03-3664-1616

日本旅行 東京都 中央区日本橋１－１９－１日本橋ダイヤビルディング 03-6895-7800

ANA X 東京都 中央区日本橋2-14-1フロントプレイス日本橋 03-6733-4100

TDKサービス 東京都 中央区日本橋2-5-1日本橋髙島屋三井ビルディング 03-6778-1120

ＥＮＥＯＳトレーディング 東京都 中央区日本橋一丁目3番13号 03-6262-2535

スポーツインダストリー 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-6-3VORT茅場町Ⅰ 3F 03-5643-1031

阪神トラベル・インターナショナル 東京都 中央区日本橋小伝馬町１４番４号岡谷ビルディング３階 03-5962-3780

ポケットカルチャー 東京都 中央区日本橋小網町16番1号タナベビル２階 03-5623-9302

鶴亀トラベル 東京都 中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル 2階 B215号室 03-6403-7754

IACEトラベル 東京都 中央区日本橋馬喰町1-14-5日本橋Kビル 050-2018-8471

アイラス 東京都 中央区日本橋箱崎町20-14日本橋巴ビル3階 03-6264-9800

日本橋トラベラーズクラブ 東京都 中央区日本橋浜町2-17-9美術館ビル3階 03-3661-0111
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三進トラベルサービス 東京都 中央区日本橋堀留町１－１０－１９第１川端ビル２階 03-6264-8739

TCJ 東京都 中央区入船２－３－９平成新富町ビル 03-3553-2670

とらべる通信 東京都 中央区入船3-3-11第一明治ビル 03-3553-3105

トライズム 東京都 中央区入船二丁目9番10号五條ビル4階 03-5117-2361

国際興業 東京都 中央区八重洲2-10-3 03-3273-2859

SKY PARTNER JAPAN 東京都 中央区八丁堀 4-4-4コニファー桜橋２階 03-3537-8401

リゾネット 東京都 中央区八丁堀4-10-8第三SSビル501号室 03-3297-1731

JMTS 東京都 中央区湊2-11-1シティータワー銀座東423号 03-6275-2768

東栄商会 東京都 中央区明石町2番1号松屋明石町本館3階 03-3542-7848

ウィズトラベル 東京都 中野区新井2-3-2-506 03-3385-2024

トラベルロード 東京都 中野区中央2-9-1サンロータスビル5階 050-1748-2842

ヒグチトラベル 東京都 中野区中央5丁目38番地13号メゾンドール臼井B502 03-3382-2346

アイネス 東京都 中野区中野2-28-1プロスペアー中野405 03-5340-3330

アンティリーズ 東京都 中野区東中野1丁目45番5号 03-5332-8728

大日観光 東京都 中野区東中野３－１４－１グリーンビル３F 03-3362-7621

関東観光 東京都 中野区東中野５丁目２３番１４号 03-3362-6636

日新航空サービス 東京都 中野区本町１－３２－２ハーモニータワー 03-5358-1900

ジャストスカイネットワーク 東京都 中野区野方１－２９－５中野ハイネスコーポ２０９ 03-5318-5008

ｕｈｍｉ　ｔｒａｖｅｌ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ 東京都 町田市中町１－１９－１ミサワビル１階　YOUTH町田ラウンジ内 042-850-8110

タウンツアーズ 東京都 町田市中町２－６－１１ 042-727-2977

プリンシプル自動車　ファインツーリスト 東京都 町田市忠生１丁目２９番地１７ 042-789-3100

エス・ケー・エスツーリスト 東京都 町田市鶴間1-18-22サンアドバンス南町田 042-711-6960

神奈中観光 東京都 町田市鶴間７－６－２２ 042-788-2635

ベストワーク 東京都 調布市国領町3-3-20よろずやビル２階 042-480-2800

三慧 東京都 調布市仙川町1-3-27仙川第一ビル101 03-5969-9421

さくらツーリスト 東京都 調布市多摩川5-13-3-101 042-482-0050

国際思い出観光トラベルサービス 東京都 東村山市久米川町5-1-1 042-395-0239

スマイニー観光 東京都 東村山市秋津町3-3-46 042-313-0389

Ｔ＆Ｐ　ＴＯＵＲＩＳＭ 東京都 東村山市富士見町3-16-35 042-306-2004

東新観光 東京都 日野市上田388番地1 042-582-3351

全観 ツーリスト 東京都 日野市大坂上2-5-3ベルトピア日野1-A号室 042-584-0404

エヌケートラベル 東京都 日野市東豊田3-5-6 042-584-2210

ネクストリップ 東京都 八王子市旭町11-8アクセスビル9階 050-8886-2400

八王子ツ-リスト 東京都 八王子市横川町715-1秋山久夫 042-624-8000

さかやツーリスト 東京都 八王子市千人町4-1-11 042-667-0616

北斗ツーリスト 東京都 八王子市大横町13-3 042-627-4910

開運祥天 東京都 八王子市大楽寺町148－1 042-673-2482

ニュープリンス観光バス 東京都 八王子市丹木町2-207-1 042-692-0033

縁足旅行社 東京都 八王子市東中野72-3 042-670-4036

旅のデザインラボ 東京都 八王子市富士見町40-6 050-5586-6201

日本トラスト 東京都 板橋区高島平1-43-8-106ユーアイビル 03-5922-1210

東日ツーリスト 東京都 板橋区四葉2-5-11 03-5967-7840
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メイクアップツーリスト 東京都 板橋区志村1-35-1福本ビル２階 03-3967-1717

東和トラベルサービス 東京都 板橋区志村1-35-3-603ユニーブル高城 03-5959-8989

アップル旅建 東京都 板橋区志村2-20-24 03-3965-9334

美晴観光 東京都 板橋区成増1-16-2美晴ビル1Ｆ 03-3938-3322

鹿島観光 東京都 板橋区中台1-38-10 03-3932-8166

Z&H 東京都 板橋区仲町39-3 03-6755-6007

ラッキートラベル 東京都 板橋区南常盤台1-13-8小沢ビル1F 03-3554-0611

ノーブル 東京都 板橋区板橋２－４４－１０ヴァンクール１F 03-5985-4396

NOZOMI 東京都 板橋区板橋2-64-10新生ビル405号室 03-6905-6739

龍橋伊 東京都 板橋区板橋3－39－1LAI’ｓ　ＨＯＵＳＥ201号 03-6905-4898

日本空輸 東京都 品川区勝島1丁目5番21号20号倉庫２階 03-5471-7120

アルメックス 東京都 品川区上大崎三丁目1番1号目黒セントラルスクエア 03-6820-1480

エムエスツーリスト 東京都 品川区西五反田1-30-2ウイン五反田ビル5階 03-3495-4121

Ｔｈｅ　Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　Ｇｕｉｄｅｓ 東京都 品川区西五反田2-14-13-2F 03-5843-9068

不二観光 東京都 品川区西中延2-6-3 03-6426-9782

富士オフィス＆ライフサービス 東京都 品川区大崎１－１１－２ゲートシティ大崎イーストタワー１６階 03-5435-7317

明電興産 東京都 品川区大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ２階 03-6420-8570

東罐共栄 東京都 品川区東五反田2-18-1大崎フォレストビルディング 03-4514-2216

F－SUNツーリストジャパン 東京都 品川区東五反田４－１０－９シャトレー五反田２Ｂ 03-5422-7530

トラベックスツアーズ 東京都 品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー4F 03-4326-3388

JTB 東京都 品川区東品川2－3－11 0570-06-0489

ＪＴＢガイアレック 東京都 品川区東品川2-3-11JTBビル14階 03-5796-5375

ジャルパック 東京都 品川区東品川2丁目4番11号野村不動産天王洲ビル 03-5715-8120

帝産観光バス 東京都 品川区東品川４－１０－２７ 03-5460-1201

ベストリザーブ 東京都 品川区二葉四丁目１番２０号ＭＣ中延ビル 03-5751-8241

ACT 東京都 府中市四谷3-27-1-Aウエルズ府中96 042-319-9682

Tours 東京都 府中市若松町４－２－５ 042-304-8511

京王電鉄バス 東京都 府中市晴見町2-22京王府中晴見町ビル3階 042-352-3715

恵羽 東京都 府中市南町2-12-71 042-333-4505

タビユー 東京都 府中市本町2-19-55オルジュ本町３F 042-352-3365

栄光商事 東京都 武蔵村山市榎3-21-1えのきプラザ102 042-531-5400

ツーリストプランナー 東京都 武蔵村山市大南１－２－１大南ロフティ１階１０Ｅ 042-590-2061

大南トラベル 東京都 武蔵村山市中原３－２４ 042-520-6371

ワタルツーリスト 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1－15－1オリエントマンション 0422-43-4100

エスプリ・ゴルフ 東京都 武蔵野市境２－２－１４YMスクエア３０２号 0422-38-4822

立川トラベルセンター 東京都 福生市南田園1-9-24 042-553-2202

ファーイースト 東京都 福生市福生2213-1ベルハンドヴィラ２１１ 042-530-4891

日の丸自動車興業 東京都 文京区後楽１－１－８ 03-3815-1811

さんぽみち総合研究所 東京都 文京区向丘１－１３－１KRDビル１階 03-6240-0977

ＢＸあいわ 東京都 文京区西片1-17-3BXビル１０階 03-6899-2031

フライトツーリスト 東京都 文京区大塚５－７－１１パレドール文京Ⅱ９１４号 03-6677-3365

旅の企画 東京都 文京区湯島3丁目２０番９号ニューハイツ湯島６０１号 03-5807-8244
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アールスポーツウェブ 東京都 文京区湯島4-6-12 080-7610-7775

ビッグホリデー 東京都 文京区本郷３－１８－１４本郷ダイヤビル７階 03-3818-7438

アイウイングトラベル 東京都 文京区本郷5-25-14 03-3818-8677

JCBトラベル 東京都 豊島区高田3-13-2高田馬場TSビル 03-6907-9509

オーシャン 東京都 豊島区西池袋3-25-13リバーストンビル7階 03-3984-0891

立教オフィスマネジメント 東京都 豊島区西池袋5-10-5セントポールプラザ3F 03-3985-4220

和澤国際交流 東京都 豊島区巣鴨1-20-12富貴ビル４F 03-5810-1846

シナジークラブ 東京都 豊島区巣鴨1－29－11図南社ビル1階 03-5981-8549

サクセスコンベンション 東京都 豊島区池袋3-69-11 03-6709-1270

興和企画ツーリスト 東京都 豊島区池袋4-15-5 03-5953-5333

日本内外旅行 東京都 豊島区池袋４－２４－７ 03-3986-6518

ASトラベル 東京都 豊島区池袋本町4-43-16サンビューハイツ２０５号 03-3985-1518

神洲トラベル 東京都 豊島区東池袋1-17-3ウエルシャン池袋206号 03-5960-4053

ウインド 東京都 豊島区東池袋1-31-5-305池袋アビタシオン 03-5949-6799

トラベラーズサポート 東京都 豊島区東池袋1-32-7大樹生命池袋ビル2階 03-5956-0555

プレッサアンドカンパニー 東京都 豊島区東池袋１－４４－１０タイガースビル５０７号 03-5957-7155

勤労者レクリェーション協会 東京都 豊島区東池袋1-46-13ホリグチビル601 03-3984-0401

アクトトラベル 東京都 豊島区東池袋1-48-10-515 03-5911-7088

オーティーシージャパン 東京都 豊島区東池袋１丁目３３番４号ニュー池袋ハイツ２０１ 03-5950-7831

関東観光社 東京都 豊島区東池袋3-1-4メゾンサンシャイン1044 03-6709-2141

日本レクリェーションセンター 東京都 豊島区東池袋3-1-4メゾンサンシャイン906 03-3987-3241

西武トラベル 東京都 豊島区東池袋3-1-5 サンシャインシティプリンスホテル3階 050-3354-9062

新日本ツーリスト 東京都 豊島区東池袋3-8-5-1006パレドール池袋 03-3988-4531

ツアーTOKYO 東京都 豊島区東池袋4-14-9 03-5911-7186

トリプル 東京都 豊島区南大塚3-3-4双葉ビル6階 03-5843-3925

愛（あい）観光 東京都 豊島区南大塚3-40-6　１F 03-3910-0531

メイショウ 東京都 豊島区南池袋1-9-18-155 03-5956-2888

シティトラベルサービス 東京都 豊島区北大塚2-21-2柏ビル１階 03-5394-0888

和の旅 東京都 豊島区北大塚3-21-11アンザイ・ヤマキビル４F 050-3569-3136

東京目白旅行 東京都 豊島区目白 03-3952-4551

プラスワン教育 東京都 豊島区目白3-4-11ヒューリック目白4階 03-6907-2831

トラベルサイト 東京都 北区王子3-16-6睦ハイツ201 03-5902-5811

アイ・ルート・サービス 東京都 北区王子4-22-5 03-3919-4471

旅の魔法使い 東京都 北区十条仲原1-8-1NHビルヂング102号室 03-3909-9991

ほくとツアーズ 東京都 北区赤羽１－１９－７葵ビル７階 03-5249-3991

あうたび 東京都 北区赤羽1-59-8ヒノデビル4F 03-6356-4461

セカンドステージ 東京都 北区赤羽2-49-7山陽ビル2F 03-5249-4211

ライブ 東京都 北区赤羽2-70-8アーク赤羽ビル 03-3598-2554

エア・マート 東京都 北区赤羽西1-39-10AKABANE PHILIPPINE SQUARE 301号室 03-6675-3748

国際旅行通信 東京都 北区赤羽西1丁目41番4号アイテックビル 03-3909-3225

キャンディツアー 東京都 北区赤羽南1-15-3-1004 03-5249-3560

ペガサストラベルジャパン 東京都 北区赤羽北2-1-13竹之内マンション1F 03-6265-3837



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

東弘観光 東京都 北区滝野川1-66‐7‐405ダイヤパレス飛鳥山 03-5972-1857

トラベルオンデマンド 東京都 北区滝野川5-53-1 03-3910-6500

スポーツ文化 東京都 北区滝野川6-84-10 03-3916-5115

ジャパンスタートラベル 東京都 北区滝野川7-5-6JSTビル4F 03-5907-7611

アコード 東京都 北区中里２－６－１３アコードビル 03-3917-5155

M.E.G.トラベル 東京都 北区田端二丁目7番24号クレセントタバタ1F,2F 03-5834-8191

菱建商事（菱建トラベル） 東京都 北区東田端２丁目１番３号天宮ビル3階 03-6386-3102

東武トップツアーズ 東京都 墨田区押上1丁目１番２号東京スカイツリーイーストタワー１３階 03-3624-1231

TRSトラベル 東京都 墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル17F 03-6658-5154

JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 東京都 墨田区錦糸３－２－１ 03-5610-3200

三友観光社 東京都 墨田区堤通2-3-35 03-3614-0222

すみだ川バストラベル 東京都 墨田区東駒形3-1-17 03-3625-1115

幸福トラベル 東京都 墨田区東向島2-28-8 03-3610-5029

ヴァリー国際エージェンシー 東京都 墨田区両国2丁目12番2号 03-3631-0701

東日本国際旅行社 東京都 墨田区両国２丁目２番８号牧野ビル３階 03-5875-3800

メメントリップ 東京都 目黒区原町1-6-2 03-6312-9102

リバティヒルバケーション 東京都 目黒区自由が丘３－１７－１リバティヒルビル 03-3723-1500

ワンダートランスポートテクノロジーズ 東京都 目黒区中目黒1-4-3 03-6260-8753

東急バス 東京都 目黒区東山三丁目8番1号東急池尻大橋ビル 03-6412-0173

スター観光 東京都 目黒区碑文谷５－２０－１ 03-3714-0044

ちょこ旅たま 東京都 立川市錦町４ー７ー９ー１０２ 042-519-3936

立川観光 東京都 立川市曙町2-7-19 042-522-8184

エルフ観光社 東京都 練馬区関町南2-10-29 03-3929-2118

リズムトラベル 東京都 練馬区関町北2-29-10ライフスター  102 03-6904-7130

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ 東京都 練馬区高松５－１１－２６光が丘ＭＫビル４階 03-5910-7220

T－LIFEホールディングス 東京都 練馬区高松５－１１－２６光が丘MKビル４階 03-5910-7220

YMO 東京都 練馬区春日町3-31-7 03-6761-5599

寿観光 東京都 練馬区上石神井3-16-7ロイヤルステージ1F101 03-3920-2510

太平観光 東京都 練馬区東大泉7-38-9 03-3924-1911

ダイワトラベル 東京都 練馬区富士見台3-60-14第二中野ハイツ101 03-5923-9742

練馬観光 東京都 練馬区平和台２－1－５ 03-3933-3453

ショウトラベル 東京都 練馬区練馬1-26-2AegeanFront301 03-3992-4501

カミコウバス 神奈川県 愛甲郡愛川町田代227 046-281-5552

エヌジェイツーリスト 神奈川県 綾瀬市小園879-4 0467-79-6790

東海教育産業 神奈川県 伊勢原市下粕屋１６４ 0463-92-1881

ウィングトラベル 神奈川県 伊勢原市桜台１－２２－１５－３０２ 0463-96-5159

エム・ケー観光 神奈川県 伊勢原市上粕屋1519-12 0463-91-5032

さくらトラベル　S＆K 神奈川県 横須賀市安浦町1-22三河屋ビル１０１ 046-827-1028

GST 神奈川県 横須賀市衣笠町45-19 046-836-5550

東洋観光 神奈川県 横須賀市久里浜7-6-1 046-837-3900

あおき旅行舎 神奈川県 横須賀市佐野町5-6 046-853-2405

インペリアル（ヨコビル旅行センター） 神奈川県 横須賀市若松町1-6 046-827-0001
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

ヨコスカ旅行 神奈川県 横須賀市二葉２－１０－１小林ハイツ302 046-842-6660

ジュンコーポレーション 神奈川県 横浜市旭区南本宿町１２１ 045-353-1562

日本団体旅行センター 神奈川県 横浜市磯子区新杉田町3-6コンバイン新杉田ビル1F 045-772-2037

マリンツーリスト 神奈川県 横浜市磯子区杉田４－４－２４ 045-778-9253

横浜ダンボール 神奈川県 横浜市磯子区東町15－32モンビル横浜根岸406 050-3185-1555

旅らんど 神奈川県 横浜市金沢区瀬戸16-19 045-787-0577

ジョイフェスト 神奈川県 横浜市金沢区谷津町308番地ピュアウィンド金沢文庫106 090-7172-1333

ニュー日本観光 神奈川県 横浜市金沢区並木2-13-1イオン金沢シーサイド店２階 045-784-9595

旅人 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町１１１８－５ 045-270-6973

エムツアー 神奈川県 横浜市港南区芹が谷５－５０－１２ 045-824-3221

アルファーツアーズ 神奈川県 横浜市港南区港南中央通１－１６ 045-353-9228

富士バス観光 神奈川県 横浜市港南区最戸１－３－６ 045-714-2271

ミヤジマトラベル 神奈川県 横浜市港南区笹下1-5-9 045-847-0760

ツクイ 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-842-4183

マコト 神奈川県 横浜市港北区菊名１－１３－１７ 045-432-7770

ヴィクトリーツアー 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-14-8オフィス新横浜805 045-470-0445

ジャパントラベルライン 神奈川県 横浜市港北区新横浜２－６－３DSM新横浜ビル3階 045-476-1235

東芝ツーリスト 神奈川県 横浜市港北区鳥山町５５５新横浜東芝ビルＡ棟４階 050-3191-7403

ドリームワールド 神奈川県 横浜市神奈川区栄町1-1KDX横浜ビル5F 045-451-6333

たび寅 神奈川県 横浜市神奈川区白幡上町16-21 045-431-3972

天台観光 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和南４丁目８ー３１８ 045-366-6500

九鬼ツーリスト 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-12-1プラザ瀬谷DS103 045-520-3840

イースタン企画 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷4-7-22 045-744-6068

ニコニコトラベル 神奈川県 横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号weworkオーシャンゲートみなとみらい10階 045-943-7251

レクシステム 神奈川県 横浜市西区久保町５－２０サンワイズ横浜３階 045-225-8100

横浜市教育会館 神奈川県 横浜市西区紅葉ケ丘53番地 045-231-0960

京急アドエンタープライズ 神奈川県 横浜市西区高島1-2-8京急グループ本社ビル16F 045-307-3855

ジェイツアー 神奈川県 横浜市西区西戸部町２－１５１ 045-225-8531

ティ－アイジェ－ 神奈川県 横浜市西区平沼1-3-13大勝ビル4階 045-624-9221

スポーツコミュニティ 神奈川県 横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル４階 045-565-9128

いいだこ 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町1074-26 045-975-0439

アジア航空サービス 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町528-5 090-2560-0419

江ノ新旅行サービス 神奈川県 横浜市泉区下和泉３－２４－３ 045-801-9996

新中央ツーリスト 神奈川県 横浜市泉区中田南2-1-30 045-805-1173

トラベルステーション 神奈川県 横浜市泉区和泉町7329-10グランビューひなた山 045-302-3715

東邦トラベルサービス 神奈川県 横浜市中区羽衣町2-5-6 045-252-4488

富士国際旅行社 神奈川県 横浜市中区桜木町1-1-7ヒューリックみなとみらい11階4 045-212-2101

MATCH 神奈川県 横浜市中区山下町２２０緑苑ビル４０１ 090-3240-0616

横浜エアーアンドシーサービス 神奈川県 横浜市中区曙町１－１ル・ヴァン・ブルービル２階 045-261-5222

ネクストツアー 神奈川県 横浜市中区長者町4-9-8ストーク伊勢佐木壱番館508 045-263-8244

横浜市交通局協力会 神奈川県 横浜市中区長者町5丁目85三共横浜ビル14階 045-253-9595

旅コレクション 神奈川県 横浜市中区尾上町3-35横浜第一有楽ビル 5階 045-680-5489
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b・e 神奈川県 横浜市中区野毛町３－１３３－１３三幸ビル３０２ 053-453-0056

MAHINA TRIP CREATE 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉１－２４－７ 090-7203-9899

横浜トラベルサービス 神奈川県 横浜市鶴見区生麦5丁目24番地14号 045-510-4535

三徳旅行 神奈川県 横浜市鶴見区平安町1丁目48番26号 050-1496-4376

ヨコハマ旅倶楽部 神奈川県 横浜市南区永田北２丁目２番１７号 045-711-6633

にこにこ旅行 神奈川県 横浜市南区三春台156-9 045-251-0821

あさひ国際旅行 神奈川県 横浜市南区別所１－２－１３斉藤紙器ビル 045-730-3381

NYTourist 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区上星川2丁目32番39号 045-520-3338

横浜国立大学 神奈川県 横浜市保土ケ谷区常盤台79-10大学会館1階 045-335-5217

とらべるわん 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区天王町1-25-9 045-335-1213

ワールドジャーニー 神奈川県 横浜市緑区三保町２３５２－５ 045-225-9745

ワールドプラン 神奈川県 横浜市緑区中山1-22-2 045-937-3741

アスコットトラベル 神奈川県 横浜市緑区長津田町4074番地 045-982-0771

レインボートラベル 神奈川県 海老名市上河内１１０－１２フロンティア観光バス内 046-206-4118

湘南旅行舎 神奈川県 茅ヶ崎市本村4-2-36-902 050-3154-0806

ウイングトラベル厚木 神奈川県 厚木市旭町1-22-3アバンデントビル３０１ 046-226-6100

アトランティックツアー 神奈川県 厚木市栄町１ー１－３ＩＱＬＡビル１階 046-222-7400

四季彩の旅 神奈川県 厚木市岡田2-3-1-207 090-4814-3641

ノースフィールド 神奈川県 厚木市厚木町1-17MPビル305 046-222-2025

毎日観光 神奈川県 厚木市幸町10-15 046-228-6655

厚戀観光 神奈川県 厚木市妻田西1-19-5 046-221-3222

シティアクセス相模 神奈川県 厚木市山際252-1 046-245-1306

トニーズワールド 神奈川県 厚木市船子1552 046-265-0945

三昭ツーリスト 神奈川県 高座郡寒川町宮山１２１－６ 0467-74-9900

南東京自動車 神奈川県 座間市相武台4-1-35南東京自動車 046-251-7000

ファーストスウェル 神奈川県 三浦郡葉山町下山口1400ー３ 046-872-7933

エムエス商事 神奈川県 小田原市栄町2-8-20 0465-46-7371

箱根登山バス 神奈川県 小田原市東町５－３３－１ 0465-35-1271

SUGIZAKI・トラベルサポート 神奈川県 小田原市堀之内24 0465-39-3900

秦野交通 神奈川県 秦野市平沢１－１ 0463-81-6071

マリアンナ・ワールド・サービス 神奈川県 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 044-978-0510

アルプスエンタープライズ 神奈川県 川崎市幸区紺屋町86-1-401 044-271-8778

アイ・ムーブ・ワールド 神奈川県 川崎市高津区久本２－４－１３－１０１ 050-5274-8141

アスリード 神奈川県 川崎市高津区溝口1-1-15 044-982-9502

ひまわり旅行 神奈川県 川崎市高津区溝口3-8-4嘉山ビル3階 044-328-5767

本多観光 神奈川県 川崎市川崎区貝塚１－２－８ 044-200-0512

京浜トラベルサービス 神奈川県 川崎市川崎区南町２２－３ 044-223-7940

スペース・プラン 神奈川県 川崎市多摩区登戸2106番地 044-931-1124

みやこ観光 神奈川県 川崎市中原区井田杉山町13-6 044-777-2410

新中央ツーリスト相模原 神奈川県 相模原市中央区光が丘2-17-1 042-750-2510

旅フレンド 神奈川県 相模原市中央区上溝7-39-11 042-762-7765

平成観光サービス 神奈川県 相模原市中央区星が丘3-14-12 042-768-0018



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

北相トラベル 神奈川県 相模原市中央区青葉1-3-1 042-755-9590

相模原観光 神奈川県 相模原市中央区千代田2-1-16相模ビル内 042-753-1116

三洋トラベルサービス 神奈川県 相模原市南区相南４－３－３２ＮＫビル 042-744-9511

YM交通 神奈川県 相模原市緑区下九沢１６３６番１ 042-707-2340

つばめ観光バス 神奈川県 相模原市緑区若柳1476番地1号 042-685-1307

旅キューピット 神奈川県 相模原市緑区二本松2-4-25-102 042-852-5123

トラベルサーティーナイン 神奈川県 相模原市緑区与瀬本町50番地 2F 042-682-6339

ヤブタ建設不動産 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴405 046-568-3400

フォレスト 神奈川県 足柄下郡湯河原町城堀207 0465-62-5540

サンロードサービス 神奈川県 足柄下郡湯河原町中央2-5-6 0465-62-5851

箱根観光旅館協会 神奈川県 足柄下郡箱根町湯本711 0460-85-6777

ツーリア 神奈川県 足柄上郡山北町山北144 0465-27-0887

丹沢交通 神奈川県 足柄上郡松田町松田惣領２３４８ 0465-85-1234

エニコートラベル 神奈川県 足柄上郡大井町上大井421番地9 0465-46-8477

泉の交通 神奈川県 大和市深見西５丁目４－２４ 046-262-7777

湘南トラベルプラザ 神奈川県 藤沢市湘南台1-5-10 0466-43-5155

スバル観光バス 神奈川県 藤沢市打戻1883-6 0466-48-2240

アイランズブルー 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目10番18 0466-37-2525

エイトバード 神奈川県 藤沢市片瀬海岸1-12-3ワンアンドオンリー湘南　1階 0466-22-0988

江ノ電バス 神奈川県 藤沢市片瀬海岸１－８－１６ 0466-24-2714

のあたび 神奈川県 藤沢市本藤沢6-13-4 0466-52-7775

ビックパワー 神奈川県 平塚市浅間町７－４ 0463-34-2306

リッツ 神奈川県 平塚市長持303－1 04-6326-3030

神田交通 神奈川県 平塚市東豊田５３１番３７号 0463-55-1313

湘南トラベル 神奈川県 平塚市平塚1-26-12 0463-68-4030

越後トラベル 新潟県 燕市吉田東栄町５３－１１ 0256-92-6533

朝日交通 新潟県 燕市佐渡5262 0256-46-0122

ケーアイトラベル 新潟県 加茂市駅前２番１号加茂ショッピングセンター メリア内 １階 0256-53-5501

内田観光サービス 新潟県 魚沼市井口新田144-2 025-792-2850

つばさ観光 新潟県 魚沼市井口新田827-11 025-793-3339

蒲原鉄道 新潟県 五泉市村松甲1364番地 0250-58-6121

浦島 新潟県 佐渡市窪田　978-3 0259-57-3752

にいがた南蒲 新潟県 三条市福島新田丁629 0256-45-7300

えちご中越 新潟県 三条市福島新田丁629 0256-45-7300

三愛旅行社 新潟県 糸魚川市大町1丁目4番3号 025-552-3445

共立観光 新潟県 十日町市駅通り120番地3共立観光本社ビル 025-752-4128

中央ツアー 新潟県 十日町市尾崎327-1 025-752-5753

小千谷トラベル 新潟県 小千谷市東吉谷甲846番地5 0258-83-4004

頸城観光 新潟県 上越市西本町２丁目３番２１号マルケー不動産ビル１階 025-543-4133

頸城自動車 新潟県 上越市石橋2-12-52 025-543-3781

エムケーケイ 新潟県 上越市石沢１１０３－１ 025-520-9761

トラベリンクス 新潟県 新潟市江南区亀田水道町２－４－１ 025-381-4089



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

フラット・イン 新潟県 新潟市秋葉区新津本町3-8-6 0250-25-7657

新潟富士ツーリスト 新潟県 新潟市秋葉区中新田484-5 0250-22-2607

トラベルマスターズ 新潟県 新潟市西蒲区漆山8200 0256-77-8056

N旅ジャパン 新潟県 新潟市中央区笹口２－１２－１まるよし第５ビル３０２号 025-240-7525

新潟トラベル 新潟県 新潟市中央区笹口2丁目12番地3 025-243-6543

新潟運輸 新潟県 新潟市中央区女池北1-1-10 025-285-5661

トップトラベル新潟 新潟県 新潟市中央区上近江4-12-20デッキィ401　1階 025-285-2400

プリーズ 新潟県 新潟市中央区新光町4-1新潟県庁生協売店内 025-250-6335

プロジェクトティー・エフ・ジー 新潟県 新潟市中央区鳥屋野2-13-22 025-284-3456

TRAJAPO 新潟県 新潟市中央区天明町１－６アイビーハウス管理事務所 025-240-3177

新潟県旅行業協会 新潟県 新潟市中央区東大通２丁目１１番２５号 025-243-5060

愛宕商事 新潟県 新潟市中央区東堀通一番町494番地3 025-365-0001

新潟スカイツーリスト 新潟県 新潟市中央区堀之内南2-19-14和合ビル2階 025-243-3177

スカイツーリスト 新潟県 新潟市中央区堀之内南2丁目19番14和合ビル2階 025-243-3182

ベルツアー 新潟県 新潟市中央区堀之内南3-7-10 025-285-4155

新潟交通 新潟県 新潟市中央区万代1丁目6番1号 025-246-6304

メディアシップ・ブランド 新潟県 新潟市中央区万代３丁目１番１号新潟日報メディアシップ　14階 025-385-7692

柳都トラベル 新潟県 新潟市東区下木戸1-4-1新潟市東区役所庁舎地下1階 025-279-2133

トラベルシステム 新潟県 新潟市東区江南1-5-1YSビル 025-286-5152

ゆめ旅 新潟県 新潟市東区山木戸５丁目１－５メゾンハミングバード１０２ 025-282-7605

富士タクシー 新潟県 新潟市東区木工新町１１９３－８ 025-279-2072

新発田市観光協会 新潟県 新発田市諏訪町一丁目２－１１ＭＩＮＴＯ館内 0254-26-6789

ケー・オー・ケー・ケー 新潟県 新発田市大栄町6-6-4 0254-22-1404

村上自動車 新潟県 村上市松山２３５ 0254-52-6350

大滝自動車工業 新潟県 村上市仲間町６３９番地４６ 0254-62-7789

越佐旅行 新潟県 長岡市寺泊敦ヶ曽根134 0256-98-6200

なごみ 新潟県 長岡市新産2-3-1 0258-94-5977

カンコー 新潟県 長岡市千秋２丁目2788-1千秋ヶ原ビル 0258-27-3771

越後交通 新潟県 長岡市千秋2丁目2788番地1千秋が原ビル 0258-29-1111

W-tourism 新潟県 長岡市南町2-5-15 0258-94-6341

布施観光 新潟県 長岡市緑町２－３－４ 0258-29-4500

昭和観光 新潟県 南魚沼市中野2番地 025-782-1113

南越後観光バス 新潟県 南魚沼市美佐島字野田道1603 025-773-2573

北越急行 新潟県 南魚沼市六日町２９０２－１ 025-770-2820

ひまわり旅行柏崎 新潟県 柏崎市駅前２－３－１０ 0257-21-2071

友愛会 新潟県 柏崎市関町10-6ルネ関町1階 0257-23-8626

柏崎交通 新潟県 柏崎市東本町3-1-37 0257-21-0061

サトウトラベルサービス 富山県 下新川郡入善町入膳5227-44 090-4689-5810

入善観光バス 富山県 下新川郡入善町入膳7019-44 0765-74-0533

ツアーズジャパン 富山県 滑川市上小泉2948-1 076-476-0161

旅行企画 富山県 魚津市釈迦堂1-16-12 0765-24-3900

高陵ニュートラベル 富山県 高岡市丸の内７番３５号丸の内ビル２階 0766-24-0678



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

加越能バス 富山県 高岡市江尻字村中1243番地の1 0766-22-4886

みゅうツアーズ 富山県 高岡市三女子152-1 0766-30-5233

トナミ商事 富山県 高岡市昭和町1-2-10 0766-22-9855

おむすび旅行 富山県 高岡市定塚町１２００番地 0766-54-6678

イルカ交通 富山県 高岡市二塚４１８－１ 0766-25-2244

高岡交通 富山県 高岡市二塚754-1 0766-26-1212

FKKツアーズ 富山県 高岡市伏木湊町45051 0766-44-0106

福福旅行社 富山県 高岡市福岡町大滝962-1 0766-64-5687

福岡観光旅行社 富山県 高岡市福岡町福岡1078-7 0766-64-2176

高岡トラベルサービス 富山県 高岡市問屋町25燕昇司２Ｆ 0766-25-5455

パンチツーリスト 富山県 高岡市和田３５９－１ 0766-24-3316

YKKツーリスト 富山県 黒部市飯沢6120-5 0765-54-8686

富山呉西トラベル 富山県 射水市三ヶ4044-1 0766-55-2711

トラベル新湊 富山県 射水市中新湊10-27 0766-84-2055

海王交通 富山県 射水市本町3-16-3 0766-82-6227

K．トラベル 富山県 砺波市永福町６―４８ 0763-33-2858

となみ野セントラルツアー 富山県 砺波市宮沢町３番１１号 0763-32-8625

雄神トラベル 富山県 砺波市庄川町示野１２１ 0763-82-6330

アイトラベル達信 富山県 砺波市杉木4丁目75番地74ビル1-3号室 0763-23-5511

マリー旅行社 富山県 砺波市千代146-5 0763-33-0395

日本海ツーリスト 富山県 砺波市太郎丸1-9-24 0763-33-5577

第一ツアーズ 富山県 南砺市福光7061番地2 0763-52-6381

ゆうゆうトラベル 富山県 南砺市北川128-6 0763-82-6672

ハスヌマ観光旅行社 富山県 南砺市本町一丁目49番地 0763-82-1170

なんと 富山県 南砺市野田1369 0763-62-3013

氷見市 富山県 氷見市朝日丘2-32 0766-74-8892

平和交通 富山県 氷見市柳田2078-1 0766-91-8989

北日本新聞開発センター 富山県 富山市安住町2-14北日本新聞社 3F 076-445-3587

ニュージャパン・トラベル 富山県 富山市奥田新町８番１号ボルファートとやま 076-441-2000

ティアンドティツアーズ 富山県 富山市花園町3-2-9池田ビル１階 076-492-4365

北電産業 富山県 富山市牛島町18番7号アーバンプレイス5F 076-431-0301

エヌトラベル 富山県 富山市五福３６０１－１３ 076-433-0048

新富旅行 富山県 富山市向川原町2-23ダイアパレス雪見橋 076-491-3223

富山地鉄サービス 富山県 富山市桜町1-1-36 076-442-8181

新富観光サービス 富山県 富山市上野３２２ 076-428-5544

ワールドトラベルサービス 富山県 富山市新根塚町 1-9-45BNK第一ビル２階 076-491-2337

ツアーパートナーズ 富山県 富山市新庄町1番地10 076-482-4936

ミカミツーリスト 富山県 富山市西宮(岩瀬御蔵町)１８７ 076-437-8441

品川グループ本社 富山県 富山市千歳町2-5-26 076-444-5566

西部トラベル 富山県 富山市太郎丸西町2丁目7-11ビューラーFM1階 076-422-6333

朝日人材サービス 富山県 富山市大手町3番9号 076-461-6030

ホクタテ 富山県 富山市中野新町1-2-10ホクタテ別館ビル３階 076-421-7210



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

アイ・エム・インターナショナル 富山県 富山市町村199-3 076-424-4246

トマト旅行 富山県 富山市萩原250-1 076-428-5110

タイセイツアーズ 富山県 富山市八尾町福島２５１ 076-455-8211

なのはな 富山県 富山市豊田本町3丁目18番21号 076-438-2211

PFUライフエージェンシー 石川県 かほく市宇野気ヌ９８－２ 076-283-8587

旅くらぶ四季彩 石川県 加賀市合河町ロ４７番地 0761-74-1250

石川観光旅行社 石川県 加賀市作見町ニ５４－１ 0761-72-7774

ＨＩＬＬ・ＴＩＰ 石川県 加賀市作見町へ16－１ 0761-76-9338

中部日本トラベル 石川県 加賀市大聖寺東町3-3-1 0761-73-3530

津幡観光社 石川県 河北郡津幡町字津幡ニ13-3 076-288-3214

アルバトラベル 石川県 金沢市もりの里3-242ブルーミングデール１階 076-261-6006

地球の旅行代理店 石川県 金沢市円光寺2-345サンピア泉が丘1F 076-245-0088

北鉄金沢バス 石川県 金沢市割出町５５６ 076-237-8355

北鉄航空 石川県 金沢市割出町559番地1 076-204-6760

トラベルシティ 石川県 金沢市玉鉾４丁目１９７番地 076-291-8989

中日本ツアーバス 石川県 金沢市御供田町ホ171-2 076-237-0240

学侑社 石川県 金沢市広坂1丁目2番23号 076-248-4016

旅企画 石川県 金沢市高柳町2-15-1マンションKS205 076-252-3336

ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル 石川県 金沢市黒田１丁目７６番地１ 076-249-8378

北日本観光旅行 石川県 金沢市佐奇森町ヲ８８番地３ 076-266-2533

トラベルアイ 石川県 金沢市寺地2-21-5 076-259-5517

デープラス 石川県 金沢市小立野2-27-16 076-254-1798

西日本ツーリスト 石川県 金沢市松村1丁目85番地中川ビル 076-266-2050

沖津商事 石川県 金沢市神宮寺３丁目９番１１号 076-253-5000

大和タクシーコールネット 石川県 金沢市西金沢1-102-1 076-218-4117

冨士トラベル金沢 石川県 金沢市浅野本町ニ１５０番地冨士交通２F 076-252-6668

金城交通 石川県 金沢市増泉4-3-3マックスバリュ内 076-255-7771

なるわ交通 石川県 金沢市大樋町2番３号 076-253-2211

マップ 石川県 金沢市中屋町西509-1 076-249-7300

トラベル・エー 石川県 金沢市東力町ニ１７７ＳＴビル１Ｆ 076-292-2500

YSトラベル 石川県 金沢市藤江北3丁目44番地２ 076-267-3000

北國観光 石川県 金沢市南町2番1号北國新聞会館12階 076-263-3441

ツアーシステム 石川県 金沢市入江2-88 076-292-0055

三紅国際 石川県 金沢市米泉町１丁目７７番地１ 080-3747-5666

正木商会エム・トラベル 石川県 金沢市片町２－１－１２Ｆ 076-260-5995

ヴァケーション 石川県 金沢市北安江3-13-13 076-232-6611

アルプ企画 石川県 金沢市問屋町2-31 076-237-3990

ワールドバケーション 石川県 金沢市里見町44-1タウンハイツ里見町1階 076-255-2000

トラベル愛ランド 石川県 七尾市小島町ハ６８番地３ 0767-53-7744

北鉄能登バス 石川県 七尾市津向町ト107-2 0767-52-9770

冨士トラベル石川 石川県 小松市園町ハ178番地1 0761-24-1131

加賀観光トラベル 石川県 小松市津波倉町ヲ１１番地 0761-44-1199



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

KMQツーリスト 石川県 小松市土居原町10-10アズスクエア1階 0761-24-3334

ワ－ルドトリップ 石川県 白山市乙丸町458 076-274-4000

とりっぷage 石川県 白山市古城町25番地 076-274-6747

北崎自動車工業 石川県 白山市三浦町151 076-275-0288

グリーン旅行北陸 石川県 白山市相川新町20 076-276-0867

のと鉄道 石川県 鳳珠郡穴水町字大町チ２４番地２ 0768-52-4422

スカイトラベル 石川県 鳳珠郡穴水町大町はの13番地朱鷺の苑 穴水ステーション 0768-52-3911

新日本ツーリスト 石川県 野々市市押野2-250 076-248-1455

UIGI 石川県 野々市市太平寺3丁目36番地 076-293-1845

北鉄奥能登バス 石川県 輪島市杉平町蝦夷穴70 0768-22-2311

あわら観光 福井県 あわら市市姫5-17-20 0776-73-3333

トラベル福井 福井県 あわら市自由ヶ丘二丁目２５-２４ 0776-63-5505

金津旅行会 福井県 あわら市春宮1-9-34 0776-73-0725

トラベルハート 福井県 あわら市大溝2-35-21 0776-73-8989

イー・トラベル 福井県 越前市粟田部町69-4 0778-42-5018

トラベル・フォーティワン 福井県 越前市横市町28-14-1 0778-22-8841

アイエス 福井県 越前市京町１丁目１－３ 0778-22-0052

ユー・トラベル福井 福井県 越前市府中2-7-21 0778-24-0083

福井鉄道 福井県 越前市北府２丁目５番20号 0778-21-0702

福鉄商事 福井県 越前市北府２丁目６－４ 0778-22-5520

福井ツーリスト 福井県 越前市本多１丁目６－１７ 0778-24-1060

タイムトラベル 福井県 坂井市丸岡町西里丸岡10-18セントラルプラザ1F 0776-66-3111

とまと旅行 福井県 坂井市丸岡町長畝75-17-1 0776-67-2229

タビィーザ 福井県 坂井市丸岡町北横地１９－１－２８ 0776-67-5733

あっしゅ 福井県 坂井市三国町三国東３－１０－１７ 0776-82-6300

相互トラベル 福井県 坂井市春江町随応寺16-11 0776-51-5878

ハッピートラベル 福井県 坂井市春江町随応寺23-11-1 0776-51-5522

エイビーシーツーリスト 福井県 鯖江市日の出町２番１号ＪＲ鯖江駅前ビル東角２Ｆ 0778-54-4511

越前観光 福井県 鯖江市平井町１６－３－２ 0778-62-3288

サントラベル 福井県 鯖江市有定町１－１０－８稲垣ビル 0778-53-0003

こだまツーリスト 福井県 勝山市滝波町４－１０１ 0779-87-7177

旅職人よこやま 福井県 小浜市伏原２９－１１－６上田ビル２階 0770-52-3303

ワカサ交通 福井県 大飯郡おおい町本郷147-1-44 0770-77-4688

大野観光自動車 福井県 大野市中野５７－１１－２ 0779-66-3023

敦賀海陸運輸 福井県 敦賀市桜町2番10号 0770-22-3111

Japan　Travel　敦賀店 福井県 敦賀市三島138-1-3（長沢） 0770-47-6617

日本旅行ツーリスト 福井県 敦賀市中央町2-4-15 0770-20-0147

マップトラベル 福井県 敦賀市中央町2丁目11-33-102センタービル1Ｆ 0770-24-4500

エンジョブ 福井県 敦賀市長沢６号３番地の８ 050-3183-0036

福井旅行 福井県 福井市花堂南２－１６－１ショッピングシティベル 0776-34-5555

トラベル開発 福井県 福井市開発1丁目405 0776-52-3833

西川電業 福井県 福井市御幸３丁目４番８号 0776-50-2528
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Jトラベル株式会社 福井県 福井市三尾野町第１号１番地１６ 0776-43-6171

キャリアネットワーク 福井県 福井市新田塚1-25-18 0776-25-0864

C&B 福井県 福井市菅谷1-1-22福井アカデミアホテル 0776-29-1063

北陸旅行 福井県 福井市大和田２丁目５０１ 0776-57-1200

福井観光トラベルサービス 福井県 福井市八ツ島町31-402 0776-28-1888

エフシーエージェンシー 福井県 福井市八重巻町16-14-1 0776-56-7788

スターライト・トラベル 福井県 福井市半田町6-102-1 0776-50-2088

日本旅行ワールド 福井県 福井市米松1丁目15-41 0776-53-3003

大野観光トラベルサービス 福井県 福井市宝永１丁目37-21VINTAGE2F・Ⅱ 0776-22-2052

旅行企画ABC 福井県 福井市宝永3丁目4-7 0776-21-5501

マリントラベル 福井県 福井市問屋町４－１０６ＳＫＹビル２階 0776-25-0888

アオイ観光バス株式会社 山梨県 甲州市塩山上塩後1116-1 0553-32-6311

勝沼観光トラベル 山梨県 甲州市勝沼町小佐手1254-9 0553-44-0075

豊観光 山梨県 甲斐市志田字柿木645-1番地ラザウォーク甲斐双葉1F 0551-45-8681

敷島観光 山梨県 甲斐市大下条940-1 055-277-1779

山梨エーエム観光 山梨県 甲斐市富竹新田404 055-279-6001

リニア観光 山梨県 甲府市音羽町３－３６ 090-7949-5126

トラベルサロン 山梨県 甲府市下飯田４丁目７番３０号 055-233-1123

スター　トラベル 山梨県 甲府市岩窪町３６８－２４ 055-267-9348

健康旅行サービス 山梨県 甲府市国母3-14-3 055-232-2885

アクトラス 山梨県 甲府市国母8丁目6-10 090-2494-5173

西東京観光サービス 山梨県 甲府市住吉本町1410 055-237-6363

城南観光バス 山梨県 甲府市上今井町２４９８ 055-242-0088

トウワ 山梨県 甲府市千塚4-7-10 055-254-4111

地球旅クラブ 山梨県 甲府市相生2-3-19ナトリビル1階 055-223-7300

GATES 山梨県 甲府市徳行4-13-9 055-269-5155

山梨交通 山梨県 甲府市飯田３－２－３４ 055-223-0811

YBS T&L 山梨県 甲府市北口2-6-10山梨文化会館2階 055-231-3366

日下部観光 山梨県 山梨市七日市場1233番地1 0553-23-5555

日観トラベルサービス 山梨県 山梨市小原西974-2 0553-20-8080

笛吹観光自動車 山梨県 山梨市大野1803-1 0553-23-0002

市民観光 山梨県 山梨市北６０－２ 0553-22-7889

東山梨観光トラベルサービス 山梨県 上野原市棡原１０１２７ 0554-67-2026

山梨旅行センター 山梨県 大月市御太刀1-9-13 0554-23-2455

エスコート山梨 山梨県 中央市浅利3578 055-268-2138

サクラ観光サービス 山梨県 中央市東花輪1268-9 055-274-7333

エリゼ 山梨県 中巨摩郡昭和町西条1949 055-275-6600

日新トラベルサービス 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰1558-5 055-268-6300

一宮交通一宮観光サービス 山梨県 笛吹市一宮町田中142-1 0553-47-0311

甲南観光サービス 山梨県 笛吹市境川町藤垈2290-1 055-266-6677

山梨中央交通トラベル 山梨県 笛吹市御坂町金川原1205-2 055-262-0777

日本観光 山梨県 笛吹市御坂町成田１１０３－２ 055-262-1000
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旅・倶楽部 山梨県 笛吹市春日居町国府428-4 0553-37-4708

栄和交通 山梨県 笛吹市春日居町別田361-1 0553-26-4546

和ツアーズ 山梨県 笛吹市石和町駅前16-1イオン石和店1Ｆ 055-262-9211

日之出観光自動車 山梨県 笛吹市石和町市部1109-10 055-262-2131

HSエイチエストラベルサポート 山梨県 笛吹市石和町中川1508－11 055-261-0911

甲信観光トラベルサービス 山梨県 都留市古川渡591-1 0554-43-2393

トラベルインフォメーション 山梨県 都留市上谷５－１１－１２トラベルビル１階 0554-43-0045

ジョイトラベル 山梨県 都留市田原３－１０－６５ 0554-45-6585

トラベルネット山梨 山梨県 南アルプス市曲輪田新田708-2 055-283-3332

フェニックストラベル 山梨県 南アルプス市飯野新田５４１－１ 055-215-0593

飯丘観光 山梨県 南アルプス市飯野新田676 055-285-1900

芦安観光トラベルサービス 山梨県 南アルプス市六科1587 055-285-3555

富士観光開発 山梨県 南都留郡鳴沢村字富士山8545-6 0555-72-1188

韮崎観光自動車 山梨県 韮崎市龍岡町若尾新田１１７２－１ 0551-22-7400

新倉観光社 山梨県 富士吉田市旭2‐10‐11 0555-22-3386

富士急トラベル 山梨県 富士吉田市上吉田2-5-1富士山駅ビルQ-STA2階 0555-30-5588

富士国際ツーリスト 山梨県 富士吉田市中曽根2-4-21 0555-24-3811

愛歩里企画 山梨県 富士吉田市富士見1-3-8 0555-22-1411

日本ツーリスト 山梨県 富士吉田市緑ヶ丘1-1-13 0555-23-1711

タビゼン 山梨県 北杜市高根町村山北割2033-1 0551-45-8279

山梨峡北交通 山梨県 北杜市須玉町若神子3126-5 0551-42-2343

名水ツーリスト 山梨県 北杜市白州町白須231 0551-20-4647

茅ヶ岳観光バス 山梨県 北杜市明野町上手4269-1 0551-25-6262

しらかば観光旅行 長野県 安曇野市穂高5207-2有限会社しらかば観光旅行 0263-82-3321

エムトラベル 長野県 安曇野市穂高有明10320-1 0263-81-5035

ツーリストツアープロデュース 長野県 安曇野市豊科4272-10イオン豊科店１階 0263-72-8631

伊那谷ツーリズム 長野県 伊那市高遠町西高遠1695 0265-94-6002

伊那バス観光 長野県 伊那市西町5230番地 0265-78-4321

エプソン日新トラベルソリューションズ 長野県 塩尻市広丘原新田80 0263-54-3937

朝日観光自動車 長野県 塩尻市広丘野村1610-4 0263-54-1099

ロータリー旅行 長野県 塩尻市宗賀３８４３番地 0263-51-6012

トラベルオフィス 長野県 塩尻市大門８番町３－３ 0263-51-6617

美勢タクシー 長野県 塩尻市大門一番町3番3号 0263-52-0120

塩尻旅倶楽部 長野県 塩尻市大門七区868-122 0263-50-6724

岡谷観光バス 長野県 岡谷市長地小萩2-11-11 0266-28-7831

ニオムネット 長野県 岡谷市長地片間町2-5-21ソーデナガノビル３Ｆ 0266-26-3737

全日本旅行 長野県 岡谷市本町4-11-36 0266-22-1322

ヤドロク 長野県 下高井郡山ノ内町平穏2277 0269-38-0252

イクシム 長野県 下高井郡野沢温泉村豊郷９７８４ー１ 0269-85-5150

森宮交通 長野県 下水内郡栄村北信3475-1 0269-87-2736

茅野観光 長野県 茅野市宮川2806-3 0266-72-4038

ヤマト開発株式会社トラベル 長野県 茅野市中沖2023-1 0266-82-1188
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こまくさ観光 長野県 駒ヶ根市下平６７０番地１ 0265-98-7078

旅行サービス長野 長野県 佐久市臼田2182-1 0267-82-7300

JWTジャパンウインズツアー 長野県 佐久市今井533-1 0267-66-1268

日本旅行佐久平サービス 長野県 佐久市佐久平駅南１０－２永存第一ビル 0267-66-0061

旅工房はなみずき 長野県 佐久市田口2599 0267-81-5044

東信観光サービス 長野県 佐久市平塚143 0267-67-0707

東信観光サービス 長野県 佐久市平塚１４３番地 090-4601-1355

千曲観光 長野県 佐久市野沢20番地 0267-62-1000

信和観光 長野県 小県郡長和町和田762 0268-88-3111

信州大学 長野県 松本市旭3-1-1 0263-36-2672

リングツーリスト 長野県 松本市梓川上野2036番地1 0263-87-6630

葵ジャパン 長野県 松本市県2-7-22 0263-33-1002

てまりツアー 長野県 松本市今井6931-26 0263-88-1071

エグゼクティブツアー 長野県 松本市出川2-3-1ネオパーク1F 0263-88-6644

トラベル本舗 長野県 松本市渚１丁目２－２３ 0263-29-2729

松本ツアーサービス 長野県 松本市渚2-7-20山上ビル1階 0263-28-8801

平成交通 長野県 松本市大字内田竹原3396-1 0263-57-0505

フリーランス 長野県 松本市中条９番８号 090-8943-0383

あづみ野ツアーサービス 長野県 松本市島立１６５３－５ 0263-87-0077

東洋エクスプレス 長野県 上伊那郡辰野町伊那富3090-2 0266-44-1919

トラビスジャパン 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5 0265-71-3800

わらび野観光 長野県 上高井郡高山村大字中山702-2 026-214-7611

日昇旅行 長野県 上田市腰越140-1 0268-43-8666

日本旅行企画 長野県 上田市上田原707-2キネタクビル 0268-28-7770

上田バス 長野県 上田市蒼久保1101-2 0268-34-5551

旅ネット長野 長野県 上田市長瀬3544-1 0268-43-8411

株式会社ＫＮＴ－Ｕ 長野県 上田市天神１－２－１デルトラウム上田駅前ビル　２階 0268-71-0075

ユーサイドツアーズ 長野県 上田市八木沢２１０番地２ 0268-38-8392

エヌ・ティー・エス・ツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町４６９６番地１ 0266-26-3350

来夢ツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町西四王4867-3レジデンス923一ツ浜B号 0266-26-1734

トータル 長野県 諏訪市湖南1352-1 0266-78-8090

日報ツーリスト 長野県 諏訪市高島3-1323-1長野日報ビル1階 0266-57-7888

日本国際交通 長野県 諏訪市高島4丁目1489-1 0266-52-8787

牛山旅行 長野県 諏訪市大字豊田文出２８３番地2 0266-54-1624

エヌ・ケー・ビー 長野県 諏訪市中洲4439-1 0266-53-0557

柿木観光バス 長野県 諏訪市豊田1152 0266-58-1987

長野ツーリスト 長野県 須坂市大字須坂1271番地 026-246-8211

日本ツーリスト 長野県 須坂市大字須坂字宗石1322 026-246-1743

日本リゾート 長野県 千曲市杭瀬下474番地1号 026-228-5255

長野ツアーズ 長野県 千曲市上山田温泉1-37-5 026-276-6549

信州観光バス 長野県 千曲市鋳物師屋117-2 026-272-8100

トラベルプラザ 長野県 大町市大町２９５９－２ 0261-23-2100
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りんどう観光 長野県 大町市大町7031-4 0261-22-3589

ワイ・エス企画 長野県 大町市平７５１６－８ 0261-22-7101

太陽旅行 長野県 長野市吉田三丁目６番２２号渡辺ビル 026-244-8075

長野電鉄 長野県 長野市権堂町2201番地権堂イーストプラザND４F 026-232-8121

ウィングツアーズ 長野県 長野市高田655-6東亜ビル3階 026-229-6671

信州ツーリストサービス 長野県 長野市篠ノ井御幣川766-4 026-274-5836

ハト観光 長野県 長野市若里４－８－３８－１ 026-227-4075

アイティオートラベル 長野県 長野市青木島町大塚913-4きょうしんビル 026-283-8050

第一旅行 長野県 長野市川中島町御厨1135 026-285-1919

裾花観光バス 長野県 長野市大字徳間字屋計３１３１番地 026-239-6100

エース観光 長野県 長野市中越2-11-17 026-217-3326

アルピコ長野トラベル 長野県 長野市中御所５－３－１ 026-228-8611

信毎販売センターふれあいネット 長野県 長野市南長池138 026-251-1500

聖高原バス 長野県 東筑摩郡筑北村東条1250番地4 0263-66-2082

やまふるたかぎ観光 長野県 東筑摩郡朝日村古見649-2 0263-88-8477

中島観光 長野県 南佐久郡小海町豊里2520 0267-92-3188

日の出ジェイツアー 長野県 飯田市上郷黒田７９２番地 0265-24-7373

信南交通 長野県 飯田市大通2-208番地 0265-22-6511

ツーリストＪ 長野県 飯田市知久町1-9マチカン2002 0265-48-6708

オリエントトラベル 長野県 飯田市中央通り4丁目46番地 0265-22-6443

旅ネット飯田 長野県 飯田市東中央通り3254-5 0265-52-6615

旅プランナー 長野県 飯田市東和町2-6-1 0265-22-3715

あずさ観光 長野県 北安曇郡池田町池田2149-4 0261-62-7207

草軽交通 長野県 北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-1 0267-42-2800

池の平商事 長野県 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野１５９６ 0266-68-2100

おんたけ交通 長野県 木曽郡木曽町福島2801 0264-22-2568

ノーストラベル 岐阜県 安八郡神戸町北一色919-29 0584-27-7801

ユーピーエストラベルサービス 岐阜県 羽島郡笠松町春日町26 058-387-7088

悠遊トラベル 岐阜県 羽島郡岐南町三宅２丁目８４番地 058-259-6577

飛騨総合案内ジョイツア－ズ 岐阜県 下呂市湯之島228 0576-23-3020

ミズノ観光 岐阜県 可児市兼山366-1 0574-59-2011

ポルテ 岐阜県 可児市土田５３４３ 0574-26-4123

川島タクシー 岐阜県 各務原市川島河田町９３４－６ 0586-89-3321

旅ステーション 岐阜県 各務原市蘇原柿沢町2-47 058-389-6722

長良観光バス旅行センター 岐阜県 関市下有知1648-1 0575-23-6001

プライムタカ 岐阜県 関市倉知５１６番地 0575-21-0222

ヒューレスト 岐阜県 関市東新町５丁目９０１番地３ 0575-29-3677

TaBeena 岐阜県 岐阜市加納本石町3丁目7番地テイクオフビル3　112号室 050-5480-2178

昭和コンクリート工業 岐阜県 岐阜市香蘭１丁目１番地 058-255-3367

ケイツーリスト 岐阜県 岐阜市石切町20番地A&Be'sビル N-1 058-277-5101

ファインスカイ 岐阜県 岐阜市徹明通1－19岡部ビル 058-264-3066

せんがプランニング 岐阜県 岐阜市美園町4-19アセラビル 058-263-4031



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

トラベルウェイズ 岐阜県 岐阜市平和通２－１４－１キャッスルハイツ長良平和通 058-295-7789

ぎふ大和企画 岐阜県 郡上市八幡町初納69-7 0575-67-0500

ベイホックトラベル 岐阜県 郡上市八幡町相生1112番地の1 0575-63-0815

郡上交通 岐阜県 郡上市八幡町中坪2丁目6-6 0575-66-0205

中部観光 岐阜県 恵那市大井町271-82市川ビル 0573-26-1855

ごとう観光 岐阜県 恵那市大井町2729-401 0573-26-1253

カク万商店旅行サービス 岐阜県 恵那市明智町100番地1 0573-54-2604

濃飛乗合自動車 岐阜県 高山市花里町６丁目１２５番地 0577-32-0045

久々野観光 岐阜県 高山市久々野町久々野241番地の1 0577-52-2992

高山エース旅行センター 岐阜県 高山市昭和町2-116-1 0577-34-7550

たびの恵み 岐阜県 高山市松之木町889-8 0577-33-8123

丹生川観光 岐阜県 高山市丹生川町日影４８ 0577-35-7070

多美人生開発 岐阜県 高山市朝日町甲１００２番地 050-8882-4343

どりーむ 岐阜県 瑞浪市上平町4-9-1 0572-66-1388

東海特殊観光サービス 岐阜県 瑞浪市西小田町6丁目16番地 0572-68-0820

コパン 岐阜県 多治見市光ヶ丘二丁目６０番地の１ 0572-56-1001

FKツアーズ 岐阜県 多治見市小田町６－１７－１あったか森の国からビル３ｆ－３ｃ 0572-44-8833

スイトトラベル 岐阜県 大垣市旭町３丁目１１番地 0584-78-7155

西濃ラインホリ 岐阜県 大垣市郭町１－２３ 0584-74-5036

大垣正和サービス 岐阜県 大垣市郭町２－６ 0584-78-6477

にこやか旅行 岐阜県 大垣市三本木4－21 0584-47-5665

ビッグトラベル 岐阜県 大垣市上石津町乙坂73番地 0584-48-1180

イビデン産業 岐阜県 大垣市内原１－１９７ 0584-89-0777

大幸ツアー 岐阜県 大垣市墨俣町墨俣137 0584-47-7441

フォーラムホテル フォーラムトラベル 岐阜県 大垣市万石2-31大垣フォーラムホテル 0584-73-4193

白川郷観光協会 岐阜県 大野郡白川村荻町1086番地バスターミナル内 05769-6-1013

パンダツーリスト 岐阜県 中津川市茄子川1190-1 0573-78-3015

ミノカモツーリスト 岐阜県 美濃加茂市太田町2565-1シティプラザ美濃加茂1階 0574-25-0323

ビジネストラベル 岐阜県 美濃加茂市太田町２６８９－２ 0574-26-9114

キャリッジ 岐阜県 美濃市松森上竹下２００サピーショッピングセンター 0575-35-1032

伊吹交通 岐阜県 不破郡関ケ原町大字関ヶ原288-3 0584-24-0202

東海観光旅行社 岐阜県 本巣郡北方町北方１７４３－２ 058-324-8111

ティーツー 岐阜県 揖斐郡揖斐川町谷汲大洞446-3 0585-56-0180

養老旅行センター 岐阜県 養老郡養老町高田９１－１ 0584-34-2704

サザンクロス 静岡県 伊東市吉田1006 0557-45-1234

東海自動車 静岡県 伊東市東松原町16-2 0557-38-6660

伊豆バス 静岡県 賀茂郡松崎町道部60-2 0558-43-2015

南伊豆町観光協会 静岡県 賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1 0558-62-0141

丸和観光開発 静岡県 掛川市駅前1-9D-oneビル2階 0537-23-1271

太平洋トラベルサービス 静岡県 掛川市杉谷南2-20-2 0537-23-8800

東亜ツーリスト 静岡県 掛川市大坂539大東ショッピングプラザピア内 0537-72-5556

静岡旅の企画室 静岡県 菊川市下平川6418 0537-73-8111
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静岡ツーリスト 静岡県 菊川市堀之内1371 0537-36-2225

エポック(YME観光） 静岡県 御前崎市塩原新田１２６９番地 0537-85-7166

浜岡中央観光トラベル 静岡県 御前崎市佐倉４６９４－１０ 0537-85-8500

時之栖ツアーズ 静岡県 御殿場市神山719 0550-86-0261

エーストラベル 静岡県 御殿場市川島田４９８－２ 0550-82-5553

富士旅行 静岡県 御殿場市二枚橋２３９番地二枚橋プラザ 0550-83-8805

御殿場旅行 静岡県 御殿場市萩原645番地6 0550-84-8383

伊豆箱根バス 静岡県 三島市大場300 055-977-0012

ヘイワツーリスト 静岡県 三島市梅名３１６－４ 055-977-1518

シード 静岡県 駿東郡清水町伏見58-1サントムーン柿田川アネックス3階 055-957-7373

タビーナ静岡 静岡県 沼津市御幸町１８－１３ヒラサワビル 055-934-7117

ツアーネットワーク 静岡県 沼津市志下481-8 055-941-8840

オフィス・ネクスト 静岡県 沼津市上香貫東坂２４３７－５ 055-934-2323

トラベルラウンジ沼津 静岡県 沼津市大手町１－１－６イーラdeビル２階 055-954-6601

アンビ・ア 静岡県 焼津市栄町2-2-21アンビ・アパークビル２階 054-620-7725

スルガ観光 静岡県 榛原郡吉田町神戸3001-1 0548-33-1000

吉田観光 静岡県 榛原郡吉田町神戸790-5 0548-33-0001

パワーラインツアーズ 静岡県 裾野市久根３３２－１ 055-993-9132

ジョットツーリスト 静岡県 裾野市御宿1500矢崎総業（株）Y-CITY 厚生センター内 055-965-3111

EJサービス 静岡県 裾野市御宿1536-21トヨタ自動車東日本健康管理センター内 055-997-2535

恋路企画 静岡県 裾野市深良3686-3 055-965-0880

クローバートラベル 静岡県 静岡市葵区春日2丁目11-8 054-251-4681

セイシン観光バス 静岡県 静岡市葵区瀬名4丁目7番77号 054-263-0303

レジャー開発 静岡県 静岡市葵区西草深町２１－７ 054-254-5661

旅ネット静岡 静岡県 静岡市葵区千代田6-9-1 054-655-0911

静旅 静岡県 静岡市葵区鷹匠１－３－３サクライビル２Ｆ 054-251-3089

アオイ観光 静岡県 静岡市葵区鷹匠2丁目3-1アオイ観光ビル 054-251-2000

サンコートラベル 静岡県 静岡市葵区追手町９－６静岡県庁本館１階 054-275-0015

スケッチの旅 静岡県 静岡市駿河区国吉田6-14-34 054-265-7757

コトブキ観光 静岡県 静岡市駿河区小鹿１丁目２番１号 054-281-0393

アロハネットワークジャパン 静岡県 静岡市駿河区聖一色４５番地の１ 054-265-3709

エンジョイトラベル静岡 静岡県 静岡市駿河区大谷３７０８－２ 054-237-7248

中央観光トラベル 静岡県 静岡市駿河区池田674-1 054-263-8820

静岡ユニオントラベル 静岡県 静岡市駿河区南町１１－２２静岡労働会館 054-203-6877

TAGATA（エイト・トラベル） 静岡県 静岡市駿河区用宗4-7-13 054-266-3850

静岡総合観光 静岡県 静岡市清水区銀座14番16号 054-367-1234

東海キャッスルツーリスト 静岡県 静岡市清水区駒越東町6-2サル－ン東屋1階 054-337-2600

柿澤学園 静岡県 静岡市清水区折戸2-13-3 054-334-0777

日本ゼネラル観光 静岡県 静岡市清水区本郷町１－２ 054-365-3706

静交トラベル 静岡県 静岡市清水区由比469-10 054-375-4523

パブリックツアーズ 静岡県 袋井市上山梨１６００－Ⅰ 0538-84-7911

駿遠観光 静岡県 島田市稲荷3丁目14-13 0547-39-7800
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大鉄アドバンス 静岡県 島田市金谷東2丁目1112-2 0547-46-3131

島田バス 静岡県 島田市幸町14-1山崎ビル 0547-36-8111

旅の素プラザ 静岡県 島田市本通３丁目３番１北ビル２Ｆ 0547-35-5700

WORLD FORCE 静岡県 藤枝市駅前3丁目14番７号 054-631-9437

大和自動車 静岡県 藤枝市高柳2115-1 054-634-2811

静岡旅行センター 静岡県 藤枝市青木3丁目12番1号フジビル 054-644-6633

中央バス 静岡県 藤枝市大手2丁目11-1 054-644-5677

ニコーサービス 静岡県 熱海市下多賀５６７－１ 0557-85-2525

熱海温泉ホテル旅館 静岡県 熱海市田原本町9-1 0557-81-5141

バーントラベル 静岡県 磐田市今之浦2-4-3 0538-35-1001

アポロ 静岡県 浜松市西区舞阪町舞阪1650 053-592-7077

遠州鉄道 静岡県 浜松市中区旭町12-1遠鉄百貨店新館事務所フロア 053-457-6470

つなぐ 静岡県 浜松市中区鴨江二丁目28番14号 053-543-6650

鈴恵観光 静岡県 浜松市中区高林4丁目14-10 053-482-9888

カワイアシスト 静岡県 浜松市中区寺島町200(株)河合楽器製作所本社内 053-453-4671

太陽観光 静岡県 浜松市中区上島7-4-1 053-472-2233

ハマカントラベル 静岡県 浜松市中区上島二丁目２３番３４号 053-478-2000

東海トラベル 静岡県 浜松市中区東伊場２－９－１６ 053-456-3550

カルチャーＣｌｕｂ旅行サロン 静岡県 浜松市中区北寺島町210-2新大邦ビル106号 053-454-4545

サニートラベル 静岡県 浜松市中区和合町936-503 053-476-0432

アクト観光 静岡県 浜松市東区下石田町1038-1 053-422-5555

浜松バス 静岡県 浜松市浜北区内野2423-1 053-584-4000

戸塚トラベルサービス 静岡県 浜松市浜北区平口2861サンストリート浜北内 053-545-3917

なゆたトラベルサービス 静岡県 浜松市浜北区平口５５３５－１ 053-587-8311

浜松ツーリストサービス 静岡県 浜松市北区初生町596-1アビタシオンイースト1F南店舗 053-488-7650

コロンブストラベル 静岡県 富士宮市外神１６７９－２ 0544-58-1513

フジワールド企画 静岡県 富士宮市元城町５－３ 0544-24-3126

清観光サービス 静岡県 富士宮市上条４８６－１ 0544-58-8555

ふじ観光プランニング 静岡県 富士宮市万野原新田2902-1 0544-26-6755

レイホートラベル 静岡県 富士市依田橋193-2 0545-33-3023

富士川まちづくり 静岡県 富士市岩淵1488-1道の駅　富士川楽座 0545-81-5555

吉原観光 静岡県 富士市吉原4丁目23番20号 0545-52-3763

信興バス 静岡県 富士市五貫島550番地 0545-60-1234

レイライン 静岡県 富士市松岡1170-1 0545-60-4192

エクセルツアーズ 静岡県 富士市石坂176-8 0545-22-5711

太洋観光トラベル 静岡県 富士市伝法894-4KCハイツ片宿 １－A 0545-67-3905

ジャパンツーリスト 静岡県 富士市八幡町6-3マックスバリュ富士八幡町店2Ｆ 0545-65-0310

サークルツー 静岡県 牧之原市勝俣1265-1 0548-22-6502

旅STYLES 静岡県 牧之原市勝俣28番地3 0537-25-7557

マルユウトラベル 静岡県 牧之原市波津1-2 0548-52-1235

三好旅行センター 愛知県 みよし市東蜂ヶ池31番地 0561-32-1435

悠遊観光 愛知県 愛西市古瀬町郷浦３１番地１ 0567-22-3444
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エコツー 愛知県 愛西市西保町森西４０２３－２ 0567-28-2540

さわやかツーリスト 愛知県 愛西市大野町山８０番地-1 0567-33-0554

金森自動車興業 愛知県 愛知郡東郷町春木新池3914 0561-38-5111

レスクル 愛知県 愛知郡東郷町清水1-1-7 0561-76-2502

三河ツーリスト 愛知県 安城市住吉町５丁目１９番地９ 0566-98-1919

マキタ・ゼネラル・サービス 愛知県 安城市住吉町三丁目１１番８号 0566-98-9022

グラージュ 愛知県 安城市美園町２－２８－８ 052-324-8299

遠山観光 愛知県 安城市浜屋町北屋敷８番地 0566-98-5858

今伊勢交通観光社 愛知県 一宮市今伊勢町宮後字東茶原１０－２ 0586-46-2111

サンワード観光サービス 愛知県 一宮市浅井町字上り戸17 0586-51-6016

アールエイチプランニング 愛知県 一宮市浅井町尾関字清山４－１ 0586-51-9277

日本中央交通 愛知県 岡崎市宮地町柳畑18番地 0564-54-0001

KRB(KRBトラベル) 愛知県 岡崎市欠町三田田北通り22番地イーストガーデンバラ館302 0564-64-4101

新生観光サービス 愛知県 岡崎市細川町字上平６５－９ 0564-64-2277

マスタートラベルサービス 愛知県 岡崎市上六名町寺山48番地4 0564-59-3851

富士プレイガイド 愛知県 岡崎市保母町字下ノ野１０番地１ 0564-55-2662

つばさ交通 愛知県 岡崎市保母町字下ノ野10番地1 0564-55-2626

ナビワールド 愛知県 海部郡蟹江町本町10丁目38番地Ｙ’ｓ HOUSE　Y-A 0567-97-3750

友遊 愛知県 海部郡飛島村竹之郷1-144 0567-56-6071

三河観光 愛知県 額田郡幸田町芦谷字伯楽48-1 0564-62-7110

三ヶ根観光社 愛知県 額田郡幸田町大字深溝字天王前３６－１ 0564-62-0313

蒲郡観光 愛知県 蒲郡市三谷北通３丁目９４ 0533-68-1291

アイシン・コラボ 愛知県 刈谷市昭和町２丁目３番地株式会社アイシン 本館３Ｆ 0566-24-8849

ダイヤ 愛知県 岩倉市神野町平久田23番地 0587-66-6610

まるぶん 愛知県 犬山市五郎丸八龍35-6カネスエ五郎丸店テナント棟 0568-65-2920

犬山ツーリスト 愛知県 犬山市上坂町3-81 0587-91-2123

サニートラベル 愛知県 江南市古知野町本郷98番地 0587-53-3222

FBトラベル江南営業所 愛知県 江南市赤童子町大間180-1旅と野菜が好き内 0587-51-1530

江南観光社 愛知県 江南市飛高町泉137番地3 0587-51-5253

三河観光社 愛知県 高浜市春日町5-5-44 0566-52-0503

シンワ観光ツーリスト 愛知県 高浜市二池町6-2-8 0566-53-1400

旅行屋ＳＵＮきんばら 愛知県 高浜市二池町一丁目7番地47 0566-53-1649

オレンジツーリスト 愛知県 高浜市稗田町二丁目２番地 0566-52-5281

中日ツーリスト 愛知県 春日井市勝川町6丁目151ルネッサンスシティ勝川2番街 0568-33-6700

ツーリストアイチ 愛知県 春日井市柏井町２丁目７６番地ＫＴＡビル 0568-37-0888

アース・トラベル 愛知県 春日井市柏井町4-17イオン春日井 0568-85-0136

小牧旅行社 愛知県 小牧市堀の内一丁目８０番地 0568-77-8111

陶都観光サービス 愛知県 瀬戸市京町２丁目６６番地 0561-85-8558

三重交通第一旅行会 愛知県 瀬戸市陶原町六丁目２３番地 0561-82-3914

ツーリスト中部 愛知県 清須市助七１－１７６片岡ビル1階 052-409-8070

ツアーコミュニケーションズ 愛知県 西尾市一色町養ヶ島郷前２０－２ 0563-77-8160

西尾ニュータウン開発 愛知県 西尾市下町神明下78 0563-57-8111



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

吉良トラベル 愛知県 西尾市吉良町乙川中切31番地 0563-32-3248

青木興業 愛知県 西尾市熊味町上池田１２番地 0563-56-5261

トラベル三河 愛知県 西尾市山下町八幡山35番地1 0563-56-5281

西尾スポーツガイド 愛知県 西尾市城崎町５丁目１５番地 0563-56-8555

名古屋国際観光バス 愛知県 大府市横根町酉新田６９番地３ 0562-44-1001

宿リザーブジャパン 愛知県 大府市共和町茶屋47番地211 0562-74-3082

情場トラベル（トラベルサロン扶桑） 愛知県 丹羽郡扶桑町高雄天道１０番地アルジェンタビル１F 0587-92-4649

ツアー・ステーション 愛知県 丹羽郡扶桑町大字柏森字西前282番地1 0587-93-1128

タカラトラベルサービス 愛知県 知多郡阿久比町卯坂字富士塚５３番地 0569-49-2595

みなと観光サービス 愛知県 知多郡美浜町河和南屋敷69-1 0569-82-1247

ダイトウプロジェクト 愛知県 知多郡武豊町小迎200番地 0569-72-8803

ドリームトラベル 愛知県 知多郡武豊町長尾山101 0569-72-9891

エ－ル旅行 愛知県 知多市八幡字西水代１０３－１１ 0562-33-7122

へきなんツアーズ 愛知県 知立市西丘町西丘９３番地 0566-43-4343

アイラブイット 愛知県 津島市越津町柳之内105 0567-24-9008

片岡トラベル 愛知県 津島市昭和町3―8―1 0567-28-8856

日新旅行 愛知県 東海市大田町寺下93-1ニッチェル大橋 0562-33-1258

旅プランナー 愛知県 東海市大田町畑間141-3　2階 0562-74-4489

旅行プラザ 愛知県 東海市中央町1丁目２４８番地CPビル1階 0562-33-5881

横須賀観光サービス 愛知県 東海市養父町北反田４３番地 0562-33-4126

ジェイエルシー 愛知県 日進市栄２丁目１６０３ヴィオラ日進１号 0561-73-3070

名鉄知多バス旅行 愛知県 半田市広小路町１５０番地の６ 0569-24-6651

エム企画 愛知県 半田市仲田町2-4-1 0569-23-8435

名鉄知多タクシー 愛知県 半田市南末広町124番地１２ 0569-37-1112

ATM 愛知県 半田市有楽町5-215-14 0569-23-3773

ラヴィ・ツーリスト 愛知県 豊橋市つつじが丘３丁目３６－４マルキチビル１Ｆ 0532-64-0666

豊鉄観光バス 愛知県 豊橋市磯辺下地町字東坪51 0532-54-5679

サン・トラベルワールド 愛知県 豊橋市花田二番町７６ 0532-34-2600

豊鉄バス 愛知県 豊橋市植田町字新津田３８ 0532-44-8414

シンエイトラベル 愛知県 豊橋市新吉町24番地 0532-52-4166

旅行屋本舗 愛知県 豊橋市神野新田町ヨノ割52-1 0532-31-6152

第一観光 愛知県 豊橋市大橋通2-122 0532-54-1651

トラベル東海 愛知県 豊川市三蔵子町 一里塚41-4 0533-84-7115

エムケー・ツーリスト旅行企画 愛知県 豊川市大木新町通２丁目１０２番地 0533-93-0002

協和 愛知県 豊田市下市場町六丁目２１番地 0565-33-1100

城南観光 愛知県 豊田市柿本町１－１７－６ 0565-88-5307

エルポップツアー 愛知県 豊田市広美町下之切１７８番地 0565-21-1575

森龍観光サービス 愛知県 豊田市青木町４丁目５７番地コノミヤ青木内 0565-45-6655

中央トラベル 愛知県 豊田市土橋町8丁目26番地1 0565-28-1288

ツーリストジョイ 愛知県 豊田市緑ケ丘1丁目47番地ジョイビル2階 0565-25-1911

キョウワトラベル 愛知県 豊明市沓掛町森前２６番地 0562-85-1535

名東ツーリスト 愛知県 豊明市西川町島原９－６ 0562-92-4000



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

トラベルメイト 愛知県 北名古屋市鹿田1929ヨシヅヤ師勝店1F 0568-24-0880

トラベルプラザメイナン 愛知県 名古屋市港区幸町1-39 052-653-4848

福祉観光 愛知県 名古屋市港区港楽３－３－４ 052-653-2611

レーヴェ 愛知県 名古屋市港区宝神2丁目908番地宝勝ハイツ505号室 0567-95-8833

旅プランニング 愛知県 名古屋市港区宝神３丁目１２１７ 052-389-2600

トラベルウインズ 愛知県 名古屋市昭和区川名本町２－２０－４ 052-753-3921

アトコ 愛知県 名古屋市昭和区白金三丁目18番26号ATG西館２Ｆ 052-871-1651

玉樹ツーリスト 愛知県 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町2丁目24番地4 052-851-6061

KUトラベルBOX 愛知県 名古屋市西区菊井1丁目12番18号カステロアッソ803号 052-228-9428

トヨタファイナンス 愛知県 名古屋市西区牛島町6番1号名古屋ルーセントタワー 052-977-0656

中央日本ツアーズ 愛知県 名古屋市西区浄心１－１－４３浄心ステーションビル北館２階 052-532-3711

シティツアーズ 愛知県 名古屋市西区幅下２－１８－１０シティツアーズビル 052-563-0180

DOVA　TRAVEL 愛知県 名古屋市西区名駅二丁目25番10号ヤマエイビル2階 052-571-3056

トラベルコンシェルジュ 愛知県 名古屋市西区名塚町２丁目９２番地 052-526-1471

Ytours 愛知県 名古屋市千種区今池４－７－２０デイリーヤマザキ名古屋今池北店２階 052-734-4949

ディパーチャーズ 愛知県 名古屋市千種区今池四丁目12番10号YAMAMAN今池ビル2階 052-734-8385

合宿インフォメーションセンター 愛知県 名古屋市千種区東山通5-65東山ビルＡ棟２階 052-782-5818

トラベルプロインターナショナル 愛知県 名古屋市千種区内山３－５－１安シャンブルクレールチクサ３０２号 052-784-5460

ティーネットインターナショナル 愛知県 名古屋市中区栄1-3-3AMMNATビル6階 052-218-2918

ツアープラス 愛知県 名古屋市中区栄1丁目16番15号伏見DOビル 052-232-7577

朝日航空 愛知県 名古屋市中区栄２－１－１２ダイアパレス伏見４F 052-201-5758

日本旅行グローバルソリューションズ 愛知県 名古屋市中区栄2-11-30セントラルビル６階 052-232-6701

トラベルネットサービス 愛知県 名古屋市中区栄2-12-12 052-202-3939

ジェイエスティ 愛知県 名古屋市中区栄3-15-27いちご栄ビル4Ｆ 052-264-0300

大丸松坂屋百貨店 愛知県 名古屋市中区栄3-16-1 052-264-3911

TRAVEL CREATE 愛知県 名古屋市中区栄3丁目19番19号フォルテ栄ビル６階 052-265-9751

レクスト 愛知県 名古屋市中区栄三丁目１３番６号ＬＥＸＴ ＨＯＵＳＥ 052-263-4806

イートラベル 愛知県 名古屋市中区栄二丁目９番３０号栄山吉ビル 052-253-7183

旅行プランサービス 愛知県 名古屋市中区丸の内１－１４－２４ライオンズビル第二丸の内７０５号 052-204-1945

ワールドホッピングジャパン 愛知県 名古屋市中区丸の内3-10-20クラシタイヤー丸の内601 090-9127-6545

キャラバンツアー 愛知県 名古屋市中区丸の内3-15-34第16KTビル602号 052-973-1261

OPAクリエイトインターナショナル 愛知県 名古屋市中区丸の内3-4-10大津橋ビル1階 052-950-2901

堀田観光旅行社 愛知県 名古屋市中区丸の内3-5-28サウスレジデンス丸の内3-D 052-951-5411

富士ツーリスト 愛知県 名古屋市中区丸の内3丁目21-21丸の内東桜ビル805 052-228-7751

サンフイルド 愛知県 名古屋市中区丸の内三丁目18-15メナードビル 052-962-7381

ＮＴセブンス 愛知県 名古屋市中区橘2丁目3-33NTPビジネスプラザビル1階 052-350-3535

エヌティアドバイザーズ 愛知県 名古屋市中区錦２－１３－１９ 052-222-0012

長屋心 愛知県 名古屋市中区錦3丁目11-31錦Ｉ.Ｇビル8階 052-684-7201

ブリル 愛知県 名古屋市中区錦３丁目１１番２５号アーク栄錦ニュービジネスビル４Ｆ 052-962-4140

アクト・ユートラベル 愛知県 名古屋市中区錦3丁目5番28号錦サンライズビル2Ｆ 052-951-4451

日本ユース旅行 愛知県 名古屋市中区錦一丁目８番１８号錦ハーモニービル２Ｆ 052-218-2525

ジャパンHRソリューションズ 愛知県 名古屋市中区錦三丁目１１番２５号アーク栄錦ニュービジネスビル８階 052-951-8782
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

トラベルアイランド 愛知県 名古屋市中区錦二丁目８番２３号キタムラビル２階 052-212-1066

旅企画 愛知県 名古屋市中区金山5-3-5 052-613-8648

中日企業 愛知県 名古屋市中区三の丸1丁目５－２中日新聞社北館1階 052-231-0800

パーソナルツアーズ 愛知県 名古屋市中区新栄2-16-25 052-252-8277

アイ・ツーリスト 愛知県 名古屋市中区新栄３丁目２番５号 052-242-6000

トラベルクラフト 愛知県 名古屋市中区千代田３－１１－１２モモセビル 052-332-0630

宿ネットワークサービス 愛知県 名古屋市中区千代田3-11-12モモセビル3Ｆ 052-339-4811

舟橋観光 愛知県 名古屋市中区千代田３丁目４番１号舟橋観光ビル 052-322-4405

ハウインターナショナル 愛知県 名古屋市中区東桜2-23-22ホテルマイステイズ名古屋栄2F 052-935-1586

ほていや 愛知県 名古屋市中区平和2丁目2番17号 052-321-1011

スカイ・トラベル 愛知県 名古屋市中川区山王３丁目１番５号 052-331-5137

名鉄観光バス 愛知県 名古屋市中川区西日置2-3-5名鉄交通ビル７階 052-228-8000

ツ－リストトップワ－ルド 愛知県 名古屋市中川区長良町3丁目20番地 052-362-5011

PROGRESS 愛知県 名古屋市中川区尾頭橋1-5-25モリタビル１F南 090-9229-8566

ネオプラン 愛知県 名古屋市中川区露橋２－２４－５ 052-361-6859

日本観光社 愛知県 名古屋市中村区岩塚本通1-18オカダビル１階 052-413-6000

トリプルツアー 愛知県 名古屋市中村区十王町8番1号 052-486-3733

ツイントラベル 愛知県 名古屋市中村区猪之越町2-2-16 052-483-6588

愛知県旅行センター 愛知県 名古屋市中村区椿町２０番１５号名古屋国鉄会館 ４階 052-451-6851

クレセント 愛知県 名古屋市中村区椿町７－２０恒川ビル５階 052-756-3838

禄英社 愛知県 名古屋市中村区名駅１－１－４JRセントラルタワーズ36階 052-551-0195

トップ 愛知県 名古屋市中村区名駅５丁目１７番３号 052-589-6770

名阪近鉄旅行 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目２１番７号名古屋三交ビル６階 052-563-7556

日本コスパ 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-1-14新納屋橋ビル4F 052-588-7721

リンクス 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-20-16グレイス名駅南401 052-569-5981

アイユーサービス 愛知県 名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号 052-361-7111

トラベルマネジメントシステム 愛知県 名古屋市中村区名駅南4-8-12T&E名駅南ビル1階 052-566-0035

名鉄観光サービス 愛知県 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号住友生命名古屋ビル 052-582-2110

ＴＡＢＩＴＯＭＯ 愛知県 名古屋市天白区原２丁目８０４番地ダイアパレスステーションプラザ原１００２ 052-848-3370

イーエストラベル 愛知県 名古屋市天白区八幡山1520オフィス八幡山 052-750-7575

カナックス 愛知県 名古屋市東区葵1丁目７番１号タジマビル６０１号室 052-931-7373

ユー・ツアー・サービス 愛知県 名古屋市東区泉1-17-38リバーパーク泉2Ｆ 052-963-9500

トヨタツーリストインターナショナル 愛知県 名古屋市東区泉１－２３－３６NBN泉ビル 052-951-0111

ハイライトツアー 愛知県 名古屋市東区泉２丁目２３番９号タウンマンション泉１階 052-931-8819

ドリーマー 愛知県 名古屋市東区白壁４－４５－１ 052-933-0011

サンアイ旅行 愛知県 名古屋市南区千竈通３－６－１ 052-819-3095

鯱バス 愛知県 名古屋市南区滝春町1-80 052-825-4125

KAORU CONCIERGE SERVICE 愛知県 名古屋市南区鶴田一丁目４番１６号 090-4466-5780

相互観光 愛知県 名古屋市南区本地通２－３－２ 052-821-0176

中部ツアーシステム 愛知県 名古屋市熱田区金山町１丁目１４番２号ハイツ金山３０１ 052-671-5278

東邦総合サービス 愛知県 名古屋市熱田区桜田町19番18号 052-872-9483

ファミール鶴田殖産 愛知県 名古屋市熱田区森後町３－２４ 052-682-5115



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

グリーントラベル 愛知県 名古屋市熱田区大宝３丁目６番２８号 052-681-8121

たびぱーく 愛知県 名古屋市北区御成通1-9-1第一諏訪ビル3Ｆ 052-325-3173

ユニバーサルトラベルビューロー 愛知県 名古屋市北区大曽根3-15-58大曽根フロントビル8階 052-910-0050

テイサントラベル名古屋 愛知県 名古屋市北区如意1-107-3 052-903-7830

日本ツーリストサービス 愛知県 名古屋市北区敷島町９１ー２ 052-917-2231

中部キャラバン 愛知県 名古屋市名東区上社２－１７２ 052-771-5171

東海コープ事業連合 愛知県 名古屋市名東区猪高町上社字井堀２５番１ 052-703-1352

ツーリストタビーズ 愛知県 名古屋市名東区明が丘115サクシードＩＦ 052-769-4488

JFF 愛知県 名古屋市緑区神沢3丁目2108番地 052-413-8200

シティ・トラベル 愛知県 名古屋市緑区相川三丁目240番地の2 052-875-0333

ツーリズムデザイナーズ 愛知県 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字生山1番第25番地リーデンススクエア・ザ・シーズ1201号 052-629-5828

上野観光 三重県 伊賀市上野池町1231番地 0595-21-1316

ミヤマトータルイノベーション 三重県 伊賀市長田3480-3 0595-41-2202

JAいがふるさと旅行センター 三重県 伊賀市平野西町 0595-21-3180

三重旅行サービス 三重県 伊賀市平野西町71番地岡森書店白鳳店内 0595-21-2917

ハローツーリスト 三重県 伊賀市緑ケ丘東町1019-3 0595-48-5860

コスモス観光 三重県 伊賀市枅川82-10 0595-38-0111

旅日記 三重県 伊勢市浦口２丁目9-6 0596-20-8280

伊勢国際観光 三重県 伊勢市下野町654-208 0596-31-3335

伊勢農業 三重県 伊勢市河崎1-4-35 0596-62-1125

H＆A 三重県 伊勢市御薗町高向519-9サンソンハイツ101 0596-21-2960

シンフォニア商事 三重県 伊勢市小木町曽祢538イオンタウン伊勢ララパーク 0596-36-7772

日交旅行 三重県 伊勢市田尻町433-1 0596-36-3195

INT'L 三重県 員弁郡東員町穴太2340 0594-76-0733

熊野市観光公社 三重県 熊野市井戸町654-1 0597-89-2229

北勢観光サービス 三重県 桑名市安永1531 0594-22-3363

中部トラベルサービス 三重県 桑名市下深谷部４７０６－２ 0594-33-6577

たどトラベルサロン 三重県 桑名市多度町御衣野4022 0594-48-6123

銀河トラベル 三重県 桑名市長島町西外面１５４１番地 0594-41-1131

冨士交通 三重県 四日市市鵜の森２丁目１番１０号冨士交通ビル 059-352-5403

スリーナインズ 三重県 四日市市高角町2825番地 059-337-9093

HM 三重県 四日市市坂部ヶ丘1丁目1667-69 059-361-1600

菰野東部交通 三重県 四日市市桜台1丁目33番地3 059-396-5151

旅くらぶ 三重県 四日市市小古曽2-16-6 080-3687-7867

旅する温泉道場 三重県 四日市市生桑町311 059-331-8111

タイセービッグエアーツアー 三重県 四日市市大谷台１丁目１０５番地 059-334-8760

第一観光 三重県 四日市市中川原1-1-29 059-351-8182

トラベラックス 三重県 四日市市中川原3-6-13 059-356-3100

三重ジャーナル観光社　 三重県 四日市市中町８番２１号 059-351-3605

カネニ総業 三重県 四日市市天カ須賀1丁目8-26 059-353-8555

三岐鉄道 三重県 四日市市富田3-22-83 059-364-2141

和栄タクシー 三重県 志摩市阿児町神明１８２８－１ 0599-43-6086



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

日本ユニバース観光 三重県 松阪市外五曲町84-5 0598-21-1500

アースナビ 三重県 松阪市垣鼻町1085 0598-50-1110

エーストラベル 三重県 松阪市垣鼻町808 0598-26-1331

TAGツアーズ 三重県 松阪市鎌田町722番地1 053-455-4765

なごみ 三重県 松阪市久保町１８５５番地１０８３ 0598-29-4600

旅ネットワーク 三重県 松阪市春日町1丁目192番地 0598-26-2100

エクセランツーリスト 三重県 松阪市西之庄町86-1 0598-25-2033

青木バス 三重県 松阪市大石町618 0598-49-3317

インプレストラベル 三重県 松阪市田村町235-1 0598-25-5677

近畿トラベル 三重県 松阪市豊原町1000-1 0598-28-8000

エス・パール交通 三重県 多気郡大台町上三瀬２６５番地３ 0598-82-3593

奥伊勢ツーリスト 三重県 多気郡大台町栃原937-2 0598-85-0509

トラベル・アイ 三重県 津市安濃町川西1236 059-253-7805

ＬＳＳトラベルメイク 三重県 津市一志町八太1592-6 059-253-1100

トラベルラボ 三重県 津市乙部2017-1 059-221-7000

旅屋 三重県 津市久居北口町560-43 059-253-8181

東海ツーリスト 三重県 津市戸木町４１１３－１２ 059-254-4444

三重トラベル 三重県 津市幸町３３番２０号 059-228-8181

ツーリスト宝島 三重県 津市香良洲町4081-4 059-292-7002

ワールド・ワープ 三重県 津市上弁財町18-13ワープビル3階 059-990-7700

全旅みえ 三重県 津市神戸202津スポーツセンター２F 059-222-9000

三重交通 三重県 津市中央１－１ 059-224-5161

ジョイツアーズ 三重県 津市野田21-375 0595-82-2221

ツーリスト旅仲間 三重県 北牟婁郡紀北町東長島２０９８－１６ 0597-46-0505

名張観光ツーリスト 三重県 名張市つつじが丘北2番町43 0595-68-4103

メイハン(名阪観光ナビ） 三重県 名張市東田原1395 0595-48-6071

テイクオフツーリスト 三重県 鈴鹿市寺家6-13-28 090-4796-3557

ジェイワントラベル 三重県 鈴鹿市庄野東１丁目４番１８号 059-375-0020

三重観光開発 三重県 鈴鹿市白子1-6-23 059-386-1861

中央旅行 滋賀県 愛知郡愛荘町市814－3 0749-42-2927

ナガハシ 滋賀県 蒲生郡日野町十禅師６３０－１ 0748-52-3020

トラプロジャパン 滋賀県 蒲生郡竜王町岡屋763-5 0748-29-3107

キリーク企画 滋賀県 栗東市安養寺４－５－８ 090-4289-7503

第一ツーリストビクトリー 滋賀県 栗東市御園1028番地JRA栗東トレーニングセンター ハ－ティーショップコーラル内 090-3036-6923

TS観光サービス 滋賀県 栗東市北中小路10-6 077-516-6655

トラベルジェイサービス 滋賀県 湖南市針228－1 0748-72-6115

滋賀観光バス 滋賀県 甲賀市甲南町寺庄395番地2 0748-72-1501

タビネットジャパン 滋賀県 甲賀市信楽町長野１３７８－３ 0748-82-3003

滋賀旅行 滋賀県 甲賀市水口町水口５５８７－２水口納税協会 0748-63-3939

中田運送タカシマトラベルサービス 滋賀県 高島市マキノ町下開田711-1 0740-27-0710

RSTRAVELHIKIDA 滋賀県 守山市伊勢町451-137自宅事務所 077-582-0132

第一観光サービス 滋賀県 守山市下之郷3丁目14-25 077-583-6752
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

堀井商店　ＬａＬａツーリスト 滋賀県 守山市播磨田町185-1 077-581-1095

中央トラベル 滋賀県 守山市播磨田町一勢1303-5 077-583-4711

武田観光 滋賀県 草津市上笠２丁目６番１６号 077-564-4114

滋賀県職員生活協同組合 滋賀県 大津市京町四丁目１番１号滋賀県庁内 077-526-2865

旅助 滋賀県 大津市松山町11-20 077-528-2266

トラベル・プロダクト 滋賀県 大津市大萱1-18-34中川ビル4Ｆ 077-543-4377

ジャパンスタディツアー 滋賀県 大津市唐崎1-31-32大川プラザ4号館2階 077-572-8500

旅新 滋賀県 大津市本宮二丁目５－１ビワハイツ２０５号 077-522-5533

サンツーリスト 滋賀県 大津市本堅田５丁目１６番７号 077-574-3828

ウイングトラベル 滋賀県 大津市雄琴北1-20-21 077-578-6166

北近江観光 滋賀県 長浜市高月町唐川105-6 0749-85-3330

アクセル 滋賀県 長浜市十里町80番地10 0749-68-0180

ひばり観光バス 滋賀県 長浜市森町426-1 0749-62-7111

太陽ツーリストサービス 滋賀県 長浜市大辰巳町４２－３ 0749-63-5539

湖北観光 滋賀県 長浜市大路町990番地 0749-74-0359

長浜観光 滋賀県 長浜市中山町６番１号 0749-63-4180

メッツワールド 滋賀県 長浜市八幡中山町514－5 0749-63-3200

トラベルメイトサービス 滋賀県 長浜市八幡東町266-1 0749-68-2888

ワオナス 滋賀県 東近江市宮川町683-103 0748-55-4877

ツーリストジャパン 滋賀県 東近江市桜川東町507番地 0748-36-2100

エイタク旅行企画 滋賀県 東近江市山上町3687番地 0748-27-2051

近江トラベル 滋賀県 彦根市駅東町15-1 0749-22-3308

サントラベルサービス 滋賀県 彦根市後三条町625-3 0749-27-4388

旅行屋本舗 滋賀県 彦根市高宮町94-3 0749-21-1066

平和堂 滋賀県 彦根市西今町1番地 0749-23-3111

カワバタインターナショナル 滋賀県 彦根市川瀬馬場町９１４番地の１５ 0749-28-1213

滋賀の旅人 滋賀県 野洲市永原1006 077-587-2677

びわこ観光バス 滋賀県 野洲市小篠原386 077-588-4700

プラスツーリスト 京都府 綾部市幸通り１１番地 0773-42-2055

新京阪観光社 京都府 宇治市宇治妙楽178-9 0774-22-4728

宇治吉田運送 京都府 宇治市木幡東中34-7 0774-33-3339

有限会社楠新聞舗 京都府 亀岡市北町24 0771-22-1356

千代屋　千代屋トラベル 京都府 宮津市住吉1816 0772-22-7210

丹後橋立交通 京都府 京丹後市大宮町谷内１５１５ 0772-68-0670

KAJI TRAVEL 京都府 京田辺市薪山垣外1-87 090-1151-5941

京都総合旅行 京都府 京都市右京区嵯峨中通町10-2嵐山ビューハイツ1F 075-882-2151

京都フレッシュ観光 京都府 京都市右京区西院西淳和院町3-3 075-322-6911

プレジェンド 京都府 京都市右京区西京極橋詰町１番地 075-312-4555

リトルコンシェル 京都府 京都市下京区綾堀川町296番地四条堀川ビル５F 075-823-6098

トラッツ 京都府 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680－1第八長谷ビル2F 201A 075-744-0139

日本教育旅行 京都府 京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入西玉水町287番地 075-361-5305

京都第一ツーリスト 京都府 京都市下京区五条高倉角堺町２１Jimukino-ueda bldg.401 075-746-4600
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富光商事 京都府 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町１番地 075-341-7080

エイチアイトラベル 京都府 京都市下京区中堂寺粟田町９３京都リサーチパーク４号館３階 075-323-5300

新京阪観光案内所 京都府 京都市左京区一乗寺青城町167 075-722-4151

マヤトラベル 京都府 京都市左京区吉田上大路町12番地 075-751-5333

ユニティツアーズ 京都府 京都市左京区高野清水町136番地ARICA105号 075-707-1212

サイガツアー 京都府 京都市左京区松ヶ崎河原田町６-１インペリアル松ヶ崎５０３ 075-711-1107

ACCESS・JAPAN 京都府 京都市左京区松ケ崎河原田町7-5北山AYビル4階 075-746-5661

エムトラベルプラニング 京都府 京都市左京区田中門前町69-2 075-712-6543

エルムンドトラベル 京都府 京都市左京区北白川地蔵谷町１番地京都北白川アーバンコンフォート２２４号室 090-9992-0096

西邦観光 京都府 京都市左京区北白川東久保田町31-1 075-791-1747

L.S.S. 京都府 京都市山科区勧修寺西北出町23番地 075-741-7970

京都府庁生活協同組合 京都府 京都市上京区下立売通新町西入京都府庁内 075-441-7657

Ｈｉ－ｐｉｎｄｏ 京都府 京都市上京区荒神口上がる宮垣町９１－１０２ 075-708-3198

セントラル 京都府 京都市上京区千本通中立売上ル玉屋町３９ 075-415-7080

アルファトラベル 京都府 京都市中京区河原町通二条下ル一之舟入町３７５ＳＳＳビル４０1 075-256-8377

ハピネス 京都府 京都市中京区高瀬川四条上る紙屋町357番地 075-241-4444

アートツーリスト 京都府 京都市中京区新町通二条下る頭町２１番地５ 075-252-2234

KSAエンタープライズ 京都府 京都市中京区壬生高樋町13番地 075-812-0085

エル・ユニオン京都 京都府 京都市中京区壬生仙念町30-2ラボール京都6階 075-801-1501

豊田旅行 京都府 京都市中京区壬生辻町54 075-841-1915

日興トラベル 京都府 京都市中京区西ノ京職司町67－87 075-801-3931

アサカ観光社 京都府 京都市中京区西ノ京西中合町４８ 075-821-0650

ＢＴＸ 京都府 京都市中京区西ノ京東中合町５６パレット御池２階 075-823-3550

ミホツーリスト 京都府 京都市中京区西ノ京伯楽町24-10サンハイツ伯楽201 075-463-6763

夢ツーリストきたみ 京都府 京都市中京区西ノ京北壷井町34 075-822-8030

関西フクシツーリスト 京都府 京都市中京区猪熊蛸薬師下る下瓦町５８１三原ビル２階南 075-813-1755

グローカル 京都府 京都市中京区東堀川通丸太町下る七町目2番地3 075-213-4011

トラビュー観光 京都府 京都市東山区福稲柿本町２７コーポ大敬１０３ 075-531-5677

ホリバコミュニティ 京都府 京都市南区吉祥院宮ノ東町２ 075-312-9938

京都トラベルマーケット 京都府 京都市伏見区下中町628-4 075-203-5912

トラベルワン 京都府 京都市伏見区向島中島町105-6 075-644-6934

ザ・ヴィーナス 京都府 京都市伏見区深草西浦町４丁目５１－1メゾン・ヴィーナス２階 075-641-2550

京都ロイヤルツーリスト 京都府 京都市伏見区深草直違橋11丁目137番地 075-643-3160

Eclat（榮くら）Japon 京都府 京都市伏見区瀬戸物町711 075-202-8182

ライオンズ旅行企画 京都府 京都市伏見区竹田真幡木町55 075-621-8117

セブンシーズトラベル 京都府 京都市伏見区竹田西桶ノ井町８４ブラハウス３０１号 075-623-6073

アイレックストラベル 京都府 京都市北区紫竹西野山東町25 075-493-0333

ツアーポート 京都府 向日市上植野町鴨田3番地の4 075-934-1123

照見 京都府 城陽市市辺中垣内51-7 0774-55-2013

西日本ツーリスト 京都府 南丹市園部町新町火打谷1番地3 0771-62-0647

京都南丹観光 京都府 南丹市園部町竹井辻田垣内１ 0771-62-1222

京都京阪バス 京都府 八幡市上奈良宮ノ東２番５ 075-971-2200
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コスモ観光 京都府 舞鶴市公文名７０－１ 0773-77-1555

舞鶴トラベル 京都府 舞鶴市浜町4番地9 0773-62-2662

さとう 京都府 福知山市東野町1番地 0773-27-0100

丹後海陸交通 京都府 与謝郡与謝野町字上山田641番地1 0772-42-0321

ケイズブレイン 大阪府 茨木市中穂積１－６－１２－９０７ 050-3578-6058

西日本旅行 大阪府 茨木市美穂ヶ丘3番1号ジョイントビル3F 072-627-0311

旅行社トリプルワン 大阪府 羽曳野市古市３－６ー１３ 072-959-8090

エムツーリスト 大阪府 貝塚市三ツ松646-5 072-446-0828

アクジカ 大阪府 貝塚市畠中一丁目３番地１３ 072-436-5410

岸和田観光バス 大阪府 岸和田市磯上町四丁目281番地の3 072-436-2222

TRAVEL HEARTS 大阪府 岸和田市下松町4丁目5番42号 072-426-8002

アクア 大阪府 岸和田市五軒屋町16-11 072-436-9052

旅情報ジェイロード 大阪府 岸和田市作才町 1-5-7 072-439-1500

アジア航空サービス 大阪府 岸和田市春木若松町21-1ラパーク長崎屋岸和田店・キスパ内1階 072-432-8989

新日本旅行 大阪府 岸和田市西之内町65-26 072-438-6300

トラベルウェーヴ関西 大阪府 岸和田市土生町4-3-1 072-493-1200

モリトラベル 大阪府 岸和田市並松町11-3 072-436-6637

トーヨートラベル 大阪府 岸和田市臨海町20-5 072-429-2260

2933 大阪府 高石市取石4-6-34 072-260-4912

大阪大栄旅行 大阪府 阪南市下出167-1わくわくCITY1階 072-473-0700

はんなんトラベル 大阪府 阪南市黒田47 072-470-6660

なにわトラベルサービス 大阪府 堺市堺区向陵中町４－４－１ 072-256-1550

大阪第一トラベル 大阪府 堺市堺区神南辺町１-４５-１ 072-227-1236

Ｃ・Ｔ企画 大阪府 堺市堺区田出井町１－１－１００ 072-221-1110

日観交通社 大阪府 堺市堺区南旅篭町西3丁5番6号 072-232-9262

第一ツーリスト 大阪府 堺市西区上566平井ビル3F 072-272-6270

関西旅行 大阪府 堺市西区堀上緑町1-5-5 072-220-0955

太平洋旅行 大阪府 堺市中区小阪71-4 072-281-3900

南和トラベル 大阪府 堺市中区深井清水町３６１７－３ 072-270-2788

パインツーリスト 大阪府 堺市中区深井中町1180番地9 072-283-4000

平和旅行社 大阪府 堺市中区深阪4丁13番20号 080-5319-6677

トラベルKIX 大阪府 堺市南区晴美台1-3-5 072-296-3200

トラベルボックス 大阪府 堺市南区晴美台3-12-12 06-6443-8005

さくらトラベル 大阪府 堺市北区金岡町705 072-240-5600

MTTOURS 大阪府 四條畷市蔀屋新町4-44 090-5881-1701

ビッグベル 大阪府 四條畷市中野本町27番24号 072-863-5577

トラベルスクエア 大阪府 守口市金田町１丁目１０－９ 06-6916-7766

インターナショナルトラスト 大阪府 守口市藤田町6丁目16番11号 06-6967-8121

トラベルジャパン 大阪府 守口市本町1-8-24　シテイ守口202 06-6995-3986

太陽観光インターナシヨナル 大阪府 松原市新堂3-2-31 072-289-5186

近畿観光社 大阪府 松原市天美西3丁目215-1 072-339-1161

クロス倶楽部 大阪府 寝屋川市高柳栄町3-10 072-826-5001
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セブンラックツアー 大阪府 寝屋川市清水町12-29 072-380-2082

ノブ・コーポレーション 大阪府 寝屋川市早子町19-12 072-838-7777

彩里旅遊 大阪府 吹田市原町4丁目22番ダイアパレス吹田　3-1306号室 06-6195-9075

ジョイツーリストサービス 大阪府 吹田市佐井寺四丁目２２番１－２０９号 06-6378-8805

関大パンセ 大阪府 吹田市山手町３-３-３５関西大学１００周年記念会館内 06-6368-1967

FSA 大阪府 吹田市垂水町3-23-27-201 090-9620-2956

SKトラベル 大阪府 吹田市西御旅町1-14 06-6381-5676

関西大学 大阪府 吹田市千里山東３-１０-１ 06-6368-7545

ＴＮＫツーリスト 大阪府 吹田市朝日町1-202吹田さんくす１番館２階 06-4860-9091

夢旅人 大阪府 吹田市津雲台１－１－３０トナリエ南千里２階 06-6155-1701

ビガー・トラベル・サービス 大阪府 吹田市南金田1-14-7 06-6389-4333

シンファート 大阪府 吹田市豊津町12－19エタニ第一ビル205号室 06-6192-8790

ダスキン 大阪府 吹田市豊津町１－３３ 06-6821-5252

セブンツアーズ 大阪府 摂津市香露園１３－２４ 072-657-7794

PAOプラス 大阪府 摂津市昭和園7-12-515ダイヤシャトー千里 072-637-3850

コスモストラベル 大阪府 摂津市千里丘２－１０－３近畿ビル2階 06-6190-7738

関空エンタープライズ 大阪府 泉佐野市松原2-2929-2 072-469-0100

りんくうトラベル 大阪府 泉佐野市上瓦屋910-1情報都市ビル 072-458-1200

旅えのぐ 大阪府 泉佐野市南中安松758 072-466-0545

プライムツアー 大阪府 泉大津市旭町１８－３いずみおおつＣＩＴＹ１階 0725-20-5489

エクセルワールドツアー 大阪府 泉大津市東豊中町1丁目7番1号 0725-45-1111

トラベルオフィスタガワ 大阪府 泉南郡熊取町五門東３－３３－３６サンジミアーノ２階１－２号 072-468-8275

ふじ観光 大阪府 泉南市新家1414-223 072-457-5648

和泉ノ国観光 大阪府 泉北郡忠岡町高月南３－１０－１ 0725-32-1222

和泉旅行 大阪府 大阪狭山市今熊1-133-29 0725-24-8159

浪速観光社 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-13-14 06-6653-4111

ケイワントラベル関西 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目6-5 06-6115-6058

Watokun 大阪府 大阪市阿倍野区阪南町一丁目47番地2-2階 050-3559-9010

関西ツーリストサービス 大阪府 大阪市阿倍野区昭和町2-19-28青葉グランドビル201号 06-6690-0558

Ａストリームインターナショナル 大阪府 大阪市阿倍野区松崎町２－３－１７ケイサンエス２０５号 06-6626-1180

ツーリストアルファ大阪 大阪府 大阪市旭区新森１－４－２０椿ハイツ　５０１号 06-6953-7878

マアト 大阪府 大阪市港区築港3丁目6番10号ポートヴィラメイセイ206号 06-6599-8205

たなか観光 大阪府 大阪市港区南市岡3-2-6ハイツ渡辺Ⅱ605号室 06-7182-3646

ジャパンライフトラベル 大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-1-21丸山マンション2階 06-6699-9321

歓喜旅行サービス 大阪府 大阪市住吉区苅田3-12-16 06-6691-0088

クラウン観光交社 大阪府 大阪市住吉区苅田７－４－２３－１００ 06-6696-2601

大和ツーリスト 大阪府 大阪市住吉区清水丘2-31-26 06-6671-5900

日本城タクシー 大阪府 大阪市住之江区新北島３－１－１２ 06-6685-2714

フジツーリスト 大阪府 大阪市住之江区西住之江3-1-17 06-6672-0560

協和トラベル 大阪府 大阪市住之江区中加賀屋3-7-9 06-6683-2246

ミズノアベール 大阪府 大阪市住之江区南港北１丁目１２－３５ミズノ株式会社　１８Ｆ 06-6614-8426

さんふらわあトラベル 大阪府 大阪市住之江区南港北2-1-10ATCビルO’s棟北館6階605 06-7634-8255
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アズクリエーション 大阪府 大阪市城東区中浜2-16-13 06-6961-8686

日本トラベルセンター 大阪府 大阪市西区阿波座１－１－１０平田ビル７F 06-6532-0973

グッドニーズツアー 大阪府 大阪市西区阿波座1丁目14番16号江野ビル502 06-6684-9848

伸和エージェンシー 大阪府 大阪市西区阿波座1丁目5番16号大和ビル 06-6532-0135

丹羽トラスト 大阪府 大阪市西区京町堀1-4-16センチュリービル6F 06-6232-8781

OSAKA TRAVEL 大阪府 大阪市西区京町堀1-8-31安田ビル　2階 06-6448-2151

大阪旅行企画 大阪府 大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル2階 06-6543-1901

九州観光株式会社 サウスランドトラベル 大阪府 大阪市西区新町1丁目4-26四ツ橋グランドビル7階 06-6533-5811

モントトラベル 大阪府 大阪市西区新町1丁目8番1号行成ビル8階 06-6531-1344

THクラブツアーズ 大阪府 大阪市西区南堀江3-9-11グランドシーズ南堀江503 090-9696-7793

リベロ・ヴィアッジ 大阪府 大阪市西区北堀江１－１－３ 06-6532-2620

AZITO 大阪府 大阪市西区北堀江１丁目６－２４階 080-1443-4559

トラベルトピア 大阪府 大阪市西区立売堀2-3-16㈱山善内 06-6534-3042

TJC日本旅行 大阪府 大阪市中央区安土町１ー７ー２０新トヤマビル９F 06-6575-7210

HAZLO 大阪府 大阪市中央区安土町1-4-5A&K本町ビル307 06-7708-4235

ワールドツーリスト 大阪府 大阪市中央区安土町1丁目5番8号本町DSビル7階 06-4708-4520

ヤングリゾート 大阪府 大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング23階 06-6271-0101

サントラベル 大阪府 大阪市中央区瓦町4-3-14御堂アーバンライフ306 06-6231-8508

TEAM TRAVEL KURAMOTO 大阪府 大阪市中央区久太郎町4-2-9新中央ビル３Ｆ 06-6245-0878

美信 大阪府 大阪市中央区久太郎町三丁目１番２７号船場大西ビル 06-6210-1343

ニュートラベルサービス 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-5-11北浜旭ビル1F 06-6222-1717

エムビーエス 大阪府 大阪市中央区十二軒町5番12号 06-6767-5033

三鶴航空サービス 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-3-2御堂筋ミナミビル10F 06-6213-3123

ゼロワントラベル 大阪府 大阪市中央区鎗屋町1-2-10ル・クール谷町3F 06-4790-5736

大阪エイドセンター 大阪府 大阪市中央区大手前３－１－４３府庁新別館北館B1 06-6949-0628

エイ・トラックス 大阪府 大阪市中央区大手通3-2-21 06-6941-8050

ナニワツーリスト 大阪府 大阪市中央区谷町9丁目3番7号中央谷町ビル10階 06-6761-1941

海鴎トラベル 大阪府 大阪市中央区淡路町３－４－１３東和ビル３Ｆ 06-6233-2888

トラベルあさひエージェンシー 大阪府 大阪市中央区天満橋京町2-6天満橋八千代ビル別館 06-6941-2266

ワ－ルドツア－ズ 大阪府 大阪市中央区東平２丁目３番１５号大実ビル２階 06-6763-2556

スカイツーリング 大阪府 大阪市中央区内平野町1-1-5-206西大手前ビル 06-6943-0222

関西トラベルセンター 大阪府 大阪市中央区内平野町１丁目２番６号ダイアパレス大手前３０２ 06-6947-1515

トラベル遊 大阪府 大阪市中央区内平野町2-3-1 06-6947-6655

エアーワールド 大阪府 大阪市中央区内本町2丁目2番14号GSハイム内本町207号 06-6947-1065

サニーワールド 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14三興ビル 06-6251-3223

ジータック 大阪府 大阪市中央区南船場2-10-30NLC心斎橋アースビル３階 06-6282-5488

ジー・ティー・アンド・カンパニー 大阪府 大阪市中央区南船場２－１０－３０ＮＬＣ心斎橋アースビル８Ｆ 06-6282-4433

プリマツアーズ 大阪府 大阪市中央区南船場２丁目５－８長堀コミュニティービル５Ｆ 06-6261-2011

シーティーインターナショナル 大阪府 大阪市中央区南船場3-7-27NLC心斎橋ビル3J 06-6245-5353

ワールドアクセス 大阪府 大阪市中央区南船場4-6-15東和ビル703 06-4704-7373

モンドツアー 大阪府 大阪市中央区南船場4-8-4ブライズ南船場602号 06-6253-8002

ミツルトラベル 大阪府 大阪市中央区南本町1-3-9-1008サンコービル 06-6266-1245
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アビエーションインターナショナルジャパン 大阪府 大阪市中央区南本町２－４－６インターワンプレイス本町 06-6282-7766

ホドジャパン 大阪府 大阪市中央区博労町1-2-1オーセンティック東船場Ⅱ9階 06-6264-4600

ワールドトラベル 大阪府 大阪市中央区博労町1-4-10博労町エステートビル1003 06-6563-7676

ドリームリゾート開発 大阪府 大阪市中央区博労町1-4-10博労町エステートビル603 06-6563-7678

トラベルファィブ・ジャパン 大阪府 大阪市中央区博労町３丁目６番７号御堂筋三都ビル 06-6253-0212

サン旅行企画 大阪府 大阪市中央区伏見町４－４－９淀屋橋東洋ビル3階 06-6228-0140

アクセストラベル 大阪府 大阪市中央区平野町１丁目４番９号 06-6229-2431

アルボルドスインターナショナル 大阪府 大阪市中央区平野町２丁目６番４号アトレ三休平野ビル5階 06-6221-3688

デイブレイク 大阪府 大阪市中央区平野町3-3-7ニューライフ平野町1001号 06-6222-5215

SEIビジネスクリエイツ 大阪府 大阪市中央区北浜4-4-9 06-6204-5500

フラウ・インターナショナル 大阪府 大阪市中央区北浜東1-22北浜東野村ビル8階 06-4791-2400

万達旅運 大阪府 大阪市中央区本町４－４－１０－２Ｆ 06-6252-7781

フォーティーズ 大阪府 大阪市鶴見区放出東3-23-20水田ビルディング2F 06-6167-7600

スターツーリスト 大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目3-31うえほんまちハイハイタウン14階 06-6711-0936

スター海外観光 大阪府 大阪市天王寺区真田山町2番2号東興ビル３０１号 06-6762-6827

パステルツアー 大阪府 大阪市天王寺区大道１丁目７－１２ 06-6779-2122

三洋旅行 大阪府 大阪市都島区友渕町２－１３－３４ 06-6921-8200

エム・ジェイ・プロジェクト 大阪府 大阪市東住吉区杭全１丁目１７－７ 06-6710-3388

三井トラベルサービス 大阪府 大阪市東住吉区住道矢田9-15-17 06-6704-9080

摂陽観光 大阪府 大阪市東住吉区西今川４－３２－１８ 06-6702-8754

株式会社めばえ 大阪府 大阪市東成区玉津１－５－２６ラウンドビル2階 06-4308-5233

アン・ティケ 大阪府 大阪市東成区深江南2丁目11-9 06-6971-6810

喜楽観光 大阪府 大阪市東成区大今里１丁目１－４ 06-6971-3826

中央国際旅行 大阪府 大阪市東成区東小橋１－１８－１７下村ビル 06-6974-3535

サンプラスツーリスト 大阪府 大阪市東淀川区瑞光1丁目9-22 06-6815-3388

大阪旅行 大阪府 大阪市東淀川区淡路4丁目5番16号 06-6325-1111

阪神ステーションネット 大阪府 大阪市福島区海老江一丁目1番31号阪神野田センタービル5階 06-6347-6603

神姫トラベル 大阪府 大阪市福島区福島2丁目4番3号ABCアネックス6階 06-6454-0555

アクロスツアーズ 大阪府 大阪市平野区瓜破3-1-8 06-6790-6660

新日本ツーリスト 大阪府 大阪市平野区加美鞍作1-8-1 06-6794-0007

コスモツーリスト 大阪府 大阪市平野区喜連2-5-79 06-6769-6425

ステイドリームツアーズ 大阪府 大阪市平野区長吉川辺3丁目16ー33パークハイム八尾南402 06-7890-8840

大阪ツアーズ 大阪府 大阪市平野区平野本町1-16-8ダンケシェーン平野郷 06-6794-8966

ツアーデスク 大阪府 大阪市北区芝田1-10-10芝田グランドビル1102 06-6374-0675

アーク・スリー・インターナショナル 大阪府 大阪市北区芝田１丁目１４－８梅田北プレイス１３階 06-7633-0020

Crossroads Makoto 大阪府 大阪市北区西天満2-6-8堂島ビルヂング204 06-6362-7220

トラベル・オーダー 大阪府 大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新1201号室 06-6948-8381

加賀観光旅行 大阪府 大阪市北区西天満5-8-15八千代ビル別館 8階 06-6365-6007

大倉 大阪府 大阪市北区西天満5丁目1番9号大和地所南森町ビル6F 06-6130-5151

サニーホリデー 大阪府 大阪市北区西天満6丁目4番13号グラン・ビルド荒木.2Ｆ 06-6312-2442

総合ツアーシステム 大阪府 大阪市北区曽根崎２－２－１梅新２１ビル７Ｆ 06-6364-9377

ヨリドコ観光 大阪府 大阪市北区大淀中2-1-1小川ビル3階 06-6485-9550
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ラド観光 大阪府 大阪市北区大淀南１丁目１１番５号ＩＤビル４階 06-6345-5671

ヤンマービジネスサービス 大阪府 大阪市北区茶屋町1-32ＹＡＮＭＡＲＦＬＹＩＮＧ-Ｙ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ 06-6376-6358

ブロード 大阪府 大阪市北区茶屋町6番23号茶屋町TATSUMIビル3階 06-6319-9191

ジョージハウスジャパン 大阪府 大阪市北区中崎３丁目５番１４号 06-6375-2066

リンクオブマインド 大阪府 大阪市北区中崎西３－３－４３北大阪中崎第二ビル５階 06-6485-5110

ホワイト・ベアーファミリー 大阪府 大阪市北区中津１－１１－１中津センタービル２階 050-3625-4045

アヤイトラベルエージェンシー 大阪府 大阪市北区中津2-4-20渡辺ビル 06-6377-2128

トラベルマックス 大阪府 大阪市北区長柄西1-2-25OSGハイツ1001 06-6881-7709

JU観光 大阪府 大阪市北区天神橋1-18-27天神ビル4階 06-6135-7111

エスワールドツアー 大阪府 大阪市北区天神橋2-5-14ビギンビル1階 06-6356-3456

旅の匠 大阪府 大阪市北区天神橋3-6-15 06-6355-0031

パシフィックトラベルサプライ 大阪府 大阪市北区天神橋３丁目10-30コープ野村扇町111 06-6881-4355

ニューワールドツーリスト 大阪府 大阪市北区天満1-19-15 06-6353-4141

中西興産 大阪府 大阪市北区天満橋3-3-5 06-6351-5775

株式会社キョーエーツーリスト 大阪府 大阪市北区東天満2-10-14TCS-HD南森町ビル３階 06-6351-6051

トライシード 大阪府 大阪市北区東天満２－６－５ 06-6355-0300

西日本高速道路 大阪府 大阪市北区堂島一丁目6番20号堂島アバンザ18階 06-6344-4000

日本レジャー観光 大阪府 大阪市北区南森町2-2-2南森町千代田ビル3F 06-6312-1731

ジェイ・エイチ・アールツアーズ 大阪府 大阪市北区南森町2丁目１番20号南森町エンシンビル 06-6316-6521

日本案内通信 大阪府 大阪市北区梅田1丁目１１番４ー１１００号大阪駅前第４ビル１１階 06-6348-9601

トラベルギャラリー 大阪府 大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル11F 06-6456-4881

エントランス 大阪府 大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル27階 06-6346-2227

阪急阪神ビジネストラベル 大阪府 大阪市北区梅田２－５－２５ハービスＯＳＡＫＡ 06-4795-5777

阪急交通社 大阪府 大阪市北区梅田二丁目５番２５号 06-4795-5901

ツアーバンクシステム 大阪府 大阪市北区豊崎2-1-9GRビル7階 06-6376-1687

アクシアロ－ド 大阪府 大阪市北区豊崎5-2-2-502三和豊崎第二ビル 06-6375-3131

メルヘン 大阪府 大阪市北区本庄東１－６－２１ブリージェ天六ビル７階 06-6376-0508

たびぱる 大阪府 大阪市北区本庄東2-2-30ウィッシュ大阪ビル6階 06-6374-8600

ミレーノ 大阪府 大阪市北区本庄東２－３－３１ASKビル 06-6373-1531

フロレゾン 大阪府 大阪市淀川区三津屋北2-20-4-102サンシャイン　1F 06-6476-7792

ドリーム・ステージ 大阪府 大阪市淀川区十三本町1-16-18ドルチェヴィータ新北野1001号 06-6398-7317

日本ツーリスト 大阪府 大阪市淀川区西中島3-9-12空研ビル4階 06-6306-4601

ツアーズジャパン 大阪府 大阪市淀川区西中島4-8-26鯛ビル 2F 06-6101-0088

ジョイックス 大阪府 大阪市淀川区西中島５－８－３新大阪サンアールビル北館 06-6390-3400

プレジレイト 大阪府 大阪市淀川区西中島6-8-31花原第6ビル3F 06-6886-7011

コミュニケーションツアーズ 大阪府 大阪市淀川区東三国4-4-11東明ビル 06-6151-5766

マイウエイ 大阪府 大阪市淀川区東三国６丁目１-３０東三国コボリマンション２階 06-6391-8801

日本旅行企画 大阪府 大阪市浪速区元町1-2-2井上難波ビル3F 06-6644-1131

ビーウェーブ 大阪府 大阪市浪速区元町1-5-17難波MORIビル 06-6630-7878

ケイズコーポレーション 大阪府 大阪市浪速区元町1丁目4-22ロアジール難波306 06-6643-9000

南海国際旅行 大阪府 大阪市浪速区難波中１－１０－４南海ＳＫ難波ビル８Ｆ 06-6641-6000

STEPトラベル 大阪府 大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル15階 06-6634-0123
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大阪府旅行業協会 大阪府 大阪市浪速区湊町１－４－１ＯＣＡＴビル４階 06-6643-8800

ゴルフショップサンディー森口裕子 大阪府 大阪市浪速区湊町1-4-36-1402 06-6533-5705

産経新聞開発 大阪府 大阪市浪速区湊町２－１－５７難波サンケイビル７階 06-6633-3719

照南トラベルサービス 大阪府 大東市北条１丁目１番２５号野崎駅前ビル２階 072-863-3380

Kプロジェクト 大阪府 東大阪市岩田３－５－６５－７１６ 06-7163-5396

ティジー・テック 大阪府 東大阪市御厨栄町4-1-10大商大リラク 06-4308-6222

ニュースターツアー 大阪府 東大阪市高井田中3丁目6番21号 06-6785-2255

ツーリストカンサイ 大阪府 東大阪市四条町1－3 072-980-4600

Y'sトラベル 大阪府 東大阪市若江東町2-6-19 072-961-1100

小阪興業 大阪府 東大阪市菱屋西6－9－30パレイースト小阪１Ｆ 06-6781-1011

アリヨシ（A-Travel） 大阪府 藤井寺市岡1-6-17 072-931-3311

大喜ツーリストサービス 大阪府 藤井寺市藤井寺1-7-23ラ・コート藤井寺602号 072-938-5648

瀬川商事 大阪府 豊中市庄本町1-12-16 06-6842-7240

せいら 大阪府 豊中市中桜塚1丁目16番39号 090-6605-6244

ケー・ティー・ジー・エンタープライズ 大阪府 豊中市東豊中町4-1-16 06-6848-5544

豊中交通社 大阪府 豊中市南桜塚2丁目12番20号一色ビル内 06-6849-5801

トラベルコンフォート 大阪府 豊能郡豊能町光風台4-16-3 072-738-8155

いすゞ旅行 大阪府 枚方市岡本町4-3宮崎いすゞビル1階 072-844-5101

ハートツアーズ 大阪府 門真市栄町19-4ITO１階 06-6994-4155

トラベルYOU 大阪府 門真市下馬伏町27-19 072-881-2747

ＴＰＳ 大阪府 門真市幸福町３番１号Core古川橋西館 06-6780-5151

ナイスツーリスト 大阪府 和泉市黒鳥町2-5-23 0725-45-5123

田中観光センター 大阪府 和泉市緑ヶ丘1-9-3 0725-53-1190

あきあかね 兵庫県 たつの市揖西町南山３－２７ 0791-72-9371

MKRトラベル 兵庫県 たつの市誉田町福田450-7 0791-63-6380

播磨乃国観光バス 兵庫県 たつの市龍野町富永360-1 0791-63-0188

翔聖 兵庫県 芦屋市船戸町2-1ラポルテ西館　204 0797-23-4747

アリス 兵庫県 芦屋市大原町１３－１０ 0797-34-1983

カズインターナショナル旅倶楽部 兵庫県 伊丹市若菱町３－１ 090-4646-5556

加古川産業会館 兵庫県 加古川市加古川町寺家町６２１ＪＡビル３階 079-423-6555

加古川バスツーリスト 兵庫県 加古川市尾上町池田1832-2 079-426-6337

ツーリスト　イン　サンシャイン 兵庫県 加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川1階 079-422-7288

トラベルバケーション 兵庫県 加古川市米田町平津２４６番地の１３ 079-434-4111

国際トラベル 兵庫県 加古川市別府町緑町2番地アリオ加古川 079-430-0489

アート観光 兵庫県 加東市社1048番地1 0795-40-2566

みのり 兵庫県 加東市社1777-1 0795-42-5141

日本エース観光 兵庫県 加東市社77番地の4 0795-42-0796

大西洋ツーリスト 兵庫県 高砂市神爪1丁目1-20グランパティオ宝殿102号 079-431-8881

高砂バスツーリスト 兵庫県 高砂市北浜町牛谷661-9 079-448-2828

クラブコンコルド 兵庫県 三田市すずかけ台２－３－１えるむプラザ２階 079-556-5591

兵庫トラベル 兵庫県 三田市相生町9-18 079-553-8223

ケイズ　トラベル　プラン 兵庫県 洲本市本町６丁目４番３３号 0799-53-5128
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小野旅行センター 兵庫県 小野市王子町800-1小野商工会館 0794-63-4600

ハロートラベル 兵庫県 小野市王子町914パークサイドハイツ 0794-63-6315

アイ・ツーリスト 兵庫県 小野市浄谷町3200 0794-62-6237

山陽バス 兵庫県 神戸市垂水区清水が丘２丁目１０番２２号 078-754-6202

ディーエヌエス 兵庫県 神戸市西区持子1-15　 078-927-8338

ジィ・アンド・ジィ 兵庫県 神戸市中央区磯上通4丁目1番6号シオノギ神戸ビル2階 078-222-1551

兵庫県職員互助サービス 兵庫県 神戸市中央区下山手通5丁目10-1兵庫県庁別館福利厚生センター内 078-361-6845

ＨＡＴＡ 兵庫県 神戸市中央区下山手通6-1-4オフィス下山手4階 078-351-0659

チャイナウィングツアー 兵庫県 神戸市中央区琴ノ緒町５－２－２三信ビル７０２号 078-241-1771

セントラルツアーズ 兵庫県 神戸市中央区三宮町2丁目11-1-A-1センタープラザ西館B1F 078-392-2008

神港ツーリスト 兵庫県 神戸市中央区相生町4丁目８－５神戸駅前マーチハイム１F 078-341-3512

神戸新聞興産 兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-5-7 078-362-7173

ボン・ヴォヤージュ神戸 兵庫県 神戸市中央区楠町6丁目3番19号 078-351-0266

サンシャイントラベル 兵庫県 神戸市中央区弁天町2-8エスタシオン・デ・神戸 内 078-371-5531

ツーリストイン神戸 兵庫県 神戸市中央区北長狭通３－３－６元町商工ビル 078-391-2481

ラグナ 兵庫県 神戸市中央区北長狭通3-7-6サニーハイツ鯉川403 078-327-4388

全国観光 兵庫県 神戸市中央区北長狭通３丁目７-７ナカニシビル３階 078-321-2841

ビートラベル 兵庫県 神戸市中央区浪花町５６三井住友銀行神戸本部ビル2F Kip内 050-5305-2005

三洋航空サービス 兵庫県 神戸市東灘区岡本１－７－８ 078-411-8700

EXE. 兵庫県 神戸市東灘区魚崎西町2丁目2モンセーヌ住吉川公園2-309 078-842-5700

輪 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中7-2-1-6-806 078-857-5160

コープエイシス 兵庫県 神戸市東灘区田中町5-2-1コープエイシスビル 078-441-9200

ＰＧＪ 兵庫県 神戸市灘区篠原南町5-3-11 078-585-7232

日本ツアーサービス 兵庫県 神戸市兵庫区駅前通1-32-1アルバビル 078-577-2522

みずほトラベルサービス 兵庫県 神戸市北区若葉台４丁目１番１０号 078-597-2800

トラベルルーム 兵庫県 神戸市北区日の峰3-5-13 078-586-5222

プロクシー 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台北町１－９－１ベルスト鈴蘭台３０４ 078-596-6067

ジョイトラベルサービス 兵庫県 西宮市上甲東園3丁目7-4 0798-52-2420

ベルツリートラベル 兵庫県 西宮市名塩新町11番地1番館313号 090-3465-5420

ジョイツアーズ 兵庫県 西宮市鳴尾町4丁目7-22 0798-41-3341

山旅人 兵庫県 西宮市門戸荘１８－３８ 0798-56-1026

ネイブルツアー 兵庫県 西脇市寺内65-1 0795-25-0085

ジェイツーリスト 兵庫県 西脇市小坂町字横溝148-2 0795-24-5656

日本観光旅行センター 兵庫県 西脇市西脇712-88 0795-22-1720

エムアンドアイ 兵庫県 相生市垣内町8-20 0791-23-0297

関西旅行社 兵庫県 丹波市柏原町柏原１１４６－１ 0795-72-0325

ハート 兵庫県 丹波市柏原町母坪335番地１丹波の森ショッピングタウン 0795-73-0810

丹波旅行センター 兵庫県 丹波篠山市東岡屋49-1 079-552-2247

イースター・ツアー 兵庫県 南あわじ市榎列小榎列535 0799-42-2256

イワサバス 兵庫県 尼崎市水堂町４－２０－１６ 06-6437-4888

ドリーム観光サービス 兵庫県 尼崎市長洲西通１丁目３－２４公楽ビル２０５ 06-6488-5300

ひなたの風 兵庫県 尼崎市南七松町1-8-18 06-7162-0047



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

赤玉旅行 兵庫県 尼崎市武庫之荘1-19-1　中村ビル3F 06-6432-7050

ＳＵＮＡＭＥＲＩ　ＨＯＴＥＬＳ 兵庫県 姫路市国府寺町１５黒田ビル2階 079-281-3931

天馬トラベル 兵庫県 姫路市大津区天満353-3 079-230-0901

あくと 兵庫県 姫路市南畝町1丁目41番地 079-283-0890

兵庫灘旅行 兵庫県 姫路市白浜町宇佐崎北2丁目278-17 079-247-0039

神姫観光 兵庫県 姫路市北条口1丁目28番地 079-224-1504

国際旅行 兵庫県 姫路市網干区和久478-1アサヒビル 079-273-2421

銀のステッキ 兵庫県 宝塚市逆瀬川1-1-46 0797-91-2260

七夕 兵庫県 宝塚市山本東２－４－１２－２１５ 0797-88-7597

新日本ツアーズ 兵庫県 宝塚市中筋山手2-3-5 0797-20-4742

たじま 兵庫県 豊岡市九日市上町550-1 0796-24-8200

たびぞう 兵庫県 豊岡市戸牧539-8 0796-29-1500

i．スマイル 兵庫県 豊岡市若松町７番４０号 0796-26-6140

出石まちづくり公社 兵庫県 豊岡市出石町内町104-7 0796-52-6045

セカンドクラス旅設計事務所 兵庫県 豊岡市昭和町4-22三協ビル 0796-37-8515

トラベル神戸 兵庫県 明石市大久保町西島809-5 078-962-6767

あすか観光バス 兵庫県 揖保郡太子町鵤1255-3寺本ビル３F 079-280-1977

スカイウェイ 兵庫県 養父市上箇182番地 079-664-2552

マックアース 兵庫県 養父市丹戸８９６番地の２ 050-3852-3799

全但バス 兵庫県 養父市八鹿町八鹿１１３－１ 079-662-2131

ベルトラベル 奈良県 磯城郡田原本町味間857 0744-33-3885

奈良LLツアーズ 奈良県 御所市戸毛1191番地 0745-67-1525

サンキュー観光 奈良県 御所市末広町170番地 0745-62-2659

トラベルハウスアイ 奈良県 香芝市西真美2-18-12 0745-77-0585

さくらトラベル 奈良県 桜井市黒崎779 0744-45-4330

濱観光サービス 奈良県 桜井市三輪115-1 0744-45-3515

奈良名阪トラベル 奈良県 山辺郡山添村北野1470 090-7109-3523

奈良スマイル観光 奈良県 生駒郡三郷町勢野東4-6-47 0745-31-4519

森田企画 奈良県 生駒市鹿ノ台東２－８－６ 090-3263-1338

生駒交通 奈良県 生駒市小明町1835-1 0743-73-3232

アイテム 奈良県 生駒市小明町541-3 0743-73-3636

メディケアサポート２１ 奈良県 生駒市真弓二丁目9番24号 0743-78-8533

ツーリスト企画 奈良県 生駒市萩の台三丁目7番19号 0743-76-1451

奈良旅ネットワーク 奈良県 大和郡山市筒井町897-1八百井店舗２ＦＢ 0743-56-3587

日本レジャーツーリスト 奈良県 大和高田市幸町2-18 0745-23-5501

奈良トラベルサービス 奈良県 大和高田市幸町６－３－７１０ 0745-24-5050

教育旅行推進機構 奈良県 大和高田市片塩町17番14号市駅吉田ビル4階 050-7110-2888

ジャパントラベル 奈良県 天理市三島町100-5 0743-68-0022

ジョイアス・トリップ旅行社 奈良県 天理市三昧田町元東方4-3 0743-85-5815

アルファトラベルジャパン 奈良県 天理市杉本町393-21 0743-62-6022

南都観光社 奈良県 天理市川原城町332-1南都観光ビル 0743-62-5850

なかにし 奈良県 天理市田井庄町126番地6 0743-62-2884



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

大和高原交通 奈良県 奈良市針町677 0743-82-2270

奈良交通 奈良県 奈良市大宮町１丁目１－２５（奈良中央郵便局私書箱第１号） 0742-20-3116

日本宣伝 奈良県 奈良市大宮町2-5-8 0742-33-5123

ロイヤルツーリスト 奈良県 奈良市大宮町６丁目１－１１新大宮第二ビル３階 0742-36-1020

レインボートラベル 奈良県 奈良市中山町１２１－１アートビル２０３ 0742-53-0035

亜細亜交流旅行（TWO WAY TRAVEL JAPAN） 奈良県 奈良市宝来4丁目16-25-102 0742-51-2520

かさい観光 奈良県 北葛城郡上牧町松里園3-6-3 0745-76-3516

日の丸観光バス 和歌山県 伊都郡かつらぎ町佐野1395-1 0736-22-6366

トラスト旅行 和歌山県 伊都郡かつらぎ町新田４１ 0736-22-7305

伊藤工業 和歌山県 岩出市高瀬92番地 0736-61-4126

ファインツーリスト 和歌山県 岩出市西安上46番地の1 0736-62-6666

和歌山旅行 和歌山県 紀の川市桃山町最上167番地 0736-66-1225

紀和観光案内所 和歌山県 橋本市岸上３６９－６ 0736-32-0635

コスモス観光 和歌山県 橋本市神野々1201番地の1 0736-39-3005

関西エアーサービス 和歌山県 橋本市東家1丁目2番24号 0736-32-9521

シーエスケーステーション　YSSトラベルセンター 和歌山県 御坊市薗271-1 0738-32-2388

ツーリストコンシェルジュ 和歌山県 御坊市湯川町財部1138-1 0738-22-8577

中紀バス観光社 和歌山県 御坊市湯川町小松原410-1 0738-24-1110

トラベルワールド 和歌山県 新宮市新町1-2-13 0735-23-1711

Traffic Comfort 和歌山県 西牟婁郡白浜町堅田2434-1 0739-43-1133

龍神観光 和歌山県 田辺市下屋敷町12番地 0739-26-3200

ヒトミ観光バス 和歌山県 田辺市上の山1丁目664-3 0739-34-2254

中紀バス 和歌山県 日高郡由良町里480番地の3 0738-65-2222

キビトラベル 和歌山県 有田郡有田川町下津野1037-1 0737-52-7323

紀州観光 和歌山県 有田郡有田川町天満245-1 0737-52-8612

橘観光 和歌山県 有田市新堂48-1 0737-82-3543

相互タクシー 和歌山県 和歌山市松島２２２番地 073-473-3000

有交観光 和歌山県 和歌山市太田１０５番地 073-479-0700

東光 和歌山県 和歌山市中649-2-1グリーンプラネットハウス319号 073-497-8028

わかやまスイングトラベル 和歌山県 和歌山市東長町８丁目２４番地 073-426-2088

阪和ワールドツーリスト 和歌山県 和歌山市八番丁１８番地 073-424-0166

関西ツアーズサービス 和歌山県 和歌山市八番丁９番地県信ビル5Ｆ 073-421-3050

パルネット 和歌山県 和歌山市和歌浦東3-6-16 073-444-1511

中部旅行社 鳥取県 倉吉市山根540-1パープルビル2Ｆ 0858-26-4531

日本交通旅行社 鳥取県 鳥取市雲山219番地 0857-26-3111

日ノ丸観光トラベル 鳥取県 鳥取市古海６２０番地 0857-22-4004

トラベルハウス 鳥取県 鳥取市千代水2丁目45ＥＫビル2階 0857-37-3353

河原交通 鳥取県 鳥取市長谷209-1 0857-53-1912

新日本観光センター 鳥取県 鳥取市二階町3丁目206-3 0857-24-4175

日ノ丸産業 鳥取県 鳥取市富安2-11 0857-23-0291

安来旅行 島根県 安来市安来町1966-22 0854-22-5252

株式会社  石見エアサービス 島根県 益田市駅前町17-2 0856-31-1470



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

石見観光 島根県 益田市駅前町17番2号 0856-23-2299

全国観光公社 島根県 益田市常盤町5-29 0856-22-1144

富士観光 島根県 益田市中島町イ１６２３－３ 0856-23-1225

ツーリストいずも 島根県 出雲市矢野町924-1 0853-21-0113

一畑トラベルサービス 島根県 松江市千鳥町２４番地一畑松江しんじ湖温泉ビル 0852-23-3789

日本交通旅行社 島根県 松江市東朝日町２７８ー３ 0852-23-3703

瑞穂観光 島根県 邑智郡邑南町市木575番地1 090-7509-8818

日の丸旅行 岡山県 井原市井原町１０９－１日の丸ビル１階 0866-62-5511

西部観光バス 岡山県 井原市下出部町2丁目18番地の8 0866-62-1110

一丸タクシー 岡山県 井原市岩倉町352-1 0866-62-2137

すぎやまクリエイト 岡山県 岡山市中区湊880-61 086-944-6888

両備ホールディングス 岡山県 岡山市東区西大寺上1-1-50 086-943-3833

シンクトラベル 岡山県 岡山市東区富士見町1-19-4 090-8715-9325

Tikiナビトラベル 岡山県 岡山市南区洲崎2-6-33 086-261-1550

全観国際ツーリスト 岡山県 岡山市北区吉備津1039-9 086-287-6543

リョービツアーズ 岡山県 岡山市北区錦町6-1両備ビル8階 086-239-1151

下電観光バス 岡山県 岡山市北区厚生町1-2-8 086-225-1234

スカイトラベル 岡山県 岡山市北区七日市西町7-48セザール岡南702号 086-221-3636

総合旅行サービス 岡山県 岡山市北区大元1-1-14 086-244-1220

天満屋トラベル 岡山県 岡山市北区中山下２丁目３番２０号 086-231-7747

パルツアー 岡山県 岡山市北区田中598-3 086-241-0638

トラベルプランニング 岡山県 岡山市北区奉還町1-6-7奉還町１丁目ビル　3F-E 086-250-0119

エールツアー 岡山県 岡山市北区野田屋町1-6-20 086-231-2770

山陽新聞事業社 岡山県 岡山市北区柳町２丁目１番１号 086-803-8220

賀陽交通 岡山県 加賀郡吉備中央町吉川4469-88 0866-56-7201

井笠観光 岡山県 笠岡市笠岡5595-1 0865-62-3344

ユイコーポレーション 岡山県 玉野市宇野2-32-16 0863-33-5080

三井造船 岡山県 玉野市玉２丁目５－５ 0863-31-5566

ビホクツーリスト 岡山県 高梁市旭町1306 0866-22-8778

なんば 岡山県 高梁市成羽町下原1006-7 0866-42-2213

備北バス 岡山県 高梁市川上町領家381-1 0866-48-9111

北振バス 岡山県 小田郡矢掛町東川面950-8 0866-84-0777

中国ツアーサービス 岡山県 倉敷市玉島陶3449 086-522-5489

nts 岡山県 倉敷市児島駅前2-35TOPIA店2階 086-470-0633

三愛旅行社 岡山県 倉敷市児島稗田町1539-2 086-473-8741

太陽トラベル 岡山県 倉敷市新倉敷駅前3-73-1 086-522-2737

港交通 岡山県 倉敷市神田１丁目２番５号 086-445-1056

倉敷観光 岡山県 倉敷市鳥羽14-2 086-462-5621

野村交通 岡山県 倉敷市福田町古新田860番地 086-455-1110

全観トラベルネットワーク 岡山県 倉敷市北畝６－１１－４７ 086-455-2400

美袋交通 岡山県 総社市美袋３２－２ 0866-99-1281

勝田交通 岡山県 津山市上河原２０７－５ 0868-22-1234



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

フォーティートラベル 岡山県 津山市上河原543-2北の街ビル3階 0868-25-0404

鏡野観光 岡山県 苫田郡鏡野町古川1141 0868-54-0323

光トラベルセンター 岡山県 美作市栄町189-2 0868-72-5682

吉野自動車 岡山県 美作市五名７７番地 0868-76-0311

熊野トラベル 広島県 安芸郡熊野町中溝４丁目１－４８ 082-855-6046

マグネット 広島県 安芸郡府中町浜田本町４番３号 082-510-1950

三矢旅行広島 広島県 安芸高田市高宮町原田2055番地2 0826-59-0370

あすなろ旅倶楽部 広島県 呉市中通2-1-23 0823-32-5100

新広島トラベル 広島県 呉市宝町レクレヴァンデュール呉駅南３Ｆ　 0823-25-8139

広島修道大学生活協同組合 広島県 広島市安佐南区大塚東1丁目1番1号 082-830-1004

サンコウトラベル 広島県 広島市安佐南区緑井三丁目１３番８号 082-831-2835

ささき観光トラベル 広島県 広島市佐伯区湯来町伏谷下小伏原303-1 0829-40-5008

広交観光 広島県 広島市西区三篠町３－１４－１７ 082-238-3355

中国ターミナルサービス 広島県 広島市中区基町11-13合人社広島紙屋町アネクスビル3階 082-512-1070

たびまちゲート広島 広島県 広島市中区胡町3-19中国ビル 082-543-2103

タイムトラベル 広島県 広島市中区光南2丁目１６－１４ 082-245-0855

アール・ティー・エス 広島県 広島市中区大手町1-1-20相生橋ビル7階 082-236-8616

安心プラザ 広島県 広島市中区中町1-21シゲトウ中町203 082-544-7718

つばめ交通 広島県 広島市東区牛田本町４-５-１０ 082-222-8181

SENインターナショナル 広島県 広島市東区光町１-１１-５-321 082-258-2435

プラザ広島 広島県 広島市東区若草町１１－２グランアークテラス２Ｆ 082-568-5050

ユー・ツアーズ広島 広島県 広島市東区中山新町2-5-20 082-280-0348

ゆめカード 広島県 広島市東区二葉の里3-3-1株式会社イズミ本社２階イズミトラベルサービス 082-264-3331

宇品海運 広島県 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-251-5191

瀬戸内海クルーズ 広島県 広島市南区宇品海岸１丁目１３番１３号 082-253-5501

ニューワールドツーリスト中国観光 広島県 広島市南区京橋町1-2新京橋ビル６階 082-261-5255

セレスコーポレーション 広島県 広島市南区西蟹屋4丁目2番17号広島ブライダル館 082-568-8111

正広パーキング 広島県 三原市本郷町善入寺1775 0848-86-0400

ホープバス 広島県 山県郡北広島町有田1532 0826-73-0657

備北交通 広島県 庄原市東本町3-12-12 0824-72-2123

ツーリストプラザ 広島県 大竹市新町1丁目7-12西岡ビル１F 0827-53-5101

スト－ク 広島県 東広島市黒瀬町市飯田１５４２番地 0823-82-3336

昭和観光社 広島県 東広島市黒瀬町大多田828－2 0823-81-0510

日本トラベルサービス 広島県 東広島市西条栄町９番２３号なべしまビル１階 082-424-1333

芸陽バス 広島県 東広島市西条西本町21番39号 082-424-4721

ツーリストスクエア 広島県 廿日市市宮園2丁目6-27 0829-39-3313

廿日市交通 広島県 廿日市市串戸3-24-1 0829-32-3304

アイティーエムツーリストサービス 広島県 尾道市因島土生町1762-38 0845-22-8888

ビサンゼセッション 広島県 尾道市久保三丁目８番３３号 0848-37-5317

瀬戸田観光社 広島県 尾道市瀬戸田町瀬戸田349-12 0845-27-0517

本四バス開発 広島県 尾道市東御所町１１番１５号 0848-25-5571

尾道海運 広島県 尾道市東御所町９番１号尾道駅前桟橋構内 0848-23-2900



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

おのみちバス 広島県 尾道市東尾道１８番地１ 0848-46-4301

ユアーズエージェント 広島県 府中市府中町28-4 0847-41-2000

青山商事 広島県 福山市王子町2丁目14-38青山王子ビル 084-920-0044

福山観光旅行 広島県 福山市丸之内１丁目３－１９ 084-924-5816

SHOコーポレーションタシマ観光 広島県 福山市御幸町森脇420-1 084-982-6680

福山トラベル 広島県 福山市多治米町６丁目１９番８号 084-959-2190

福山ツーリスト 広島県 福山市東深津町4-16-25 084-926-7722

中国トラベル 広島県 福山市南蔵王町5-10-11 084-940-3310

福山観光サービス 広島県 福山市入船町１－６－８ 084-973-9227

バードツーリスト 広島県 福山市北吉津町三丁目１０番１２号 084-924-4533

スカイトラベル 広島県 豊田郡大崎上島町中野３０５５－２ 0846-67-5544

船鉄観光旅行社 山口県 宇部市大字船木９８０ 0836-67-0321

サンデン旅行 山口県 下関市一の宮町3丁目10-5 083-263-4334

明徳観光 山口県 山口市阿東徳佐中3734-5 083-957-0410

グリーントラベル山口中央旅行社 山口県 山口市嘉川3372-1 083-989-5686

山口大学生活協同組合 山口県 山口市吉田1677-1FAVOBooks 083-933-0611

ワールドツーリスト 山口県 山口市小郡高砂町2番10号第1原ビル 083-973-7344

日本ツーリストクラブ 山口県 周南市児玉町二丁目１３番地 0834-22-3200

防長トラベル 山口県 周南市有楽町23番地近鉄徳山ビル 0834-31-1241

ツーリスト山口 山口県 萩市大字御許町４２番地１アトラス萩店１階 0838-26-6412

エヌティーエー旅行 山口県 萩市土原165-1 0838-21-0020

西日本観光サービス 山口県 防府市駅南町7番３７号 0835-22-7573

柳井三和交通 山口県 柳井市中央一丁目９番１１号 0820-22-1001

コスモス観光 徳島県 阿南市羽ノ浦町古毛車田10番地1 0884-44-2135

徳島中央観光 徳島県 阿南市学原町中西35-12 0884-22-4212

喜多旅行 徳島県 阿南市富岡町トノ町２８－４ 0884-23-1270

スカイトラベル徳島 徳島県 阿波市市場町上喜来字南久保734-2 0883-36-6239

美波観光 徳島県 海部郡美波町奥河内８４番の１ 0884-77-0373

横瀬観光 徳島県 勝浦郡勝浦町大字三渓字上川原４３－１７ 0885-42-2068

エアトラベル徳島 徳島県 徳島市幸町1丁目47-3スタッフクリエイトビル2F 088-625-0220

徳バス観光サービス 徳島県 徳島市出来島本町一丁目25番地 088-655-2311

スタンビジネスシステム 徳島県 徳島市川内町平石流通団地21 088-665-2252

アークトラベル恵 徳島県 那賀郡那賀町仁宇字王子前201-14 0884-63-0125

四国相互観光 徳島県 板野郡藍住町徳命字元村140-15 088-692-5457

藤西阿観光 徳島県 美馬市脇町字西赤谷208-27 0883-53-2351

大川観光 香川県 さぬき市長尾西1061 0879-52-2521

西讃観光サービス 香川県 観音寺市吉岡町932-1 0875-25-4744

西讃観光 香川県 観音寺市植田町50-1 0875-25-1200

オーガトラベル 香川県 観音寺市大野原町大野原４９３６－１ 0875-52-5511

琴参観光 香川県 丸亀市塩飽町48-1丸亀プラザビル１階 0877-24-3131

琴参バス 香川県 丸亀市土器町北二丁目７７番地 0877-22-2151

第一観光 香川県 高松市円座町１１７４－２ 087-886-2000



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

瀬戸内トラベルサービス 香川県 高松市宮脇町一丁目21番14号 087-833-7708

山城 香川県 高松市栗林町１丁目１５番１８号 087-831-6474

トラベルビジョン 香川県 高松市今里町1-32-1 087-835-3519

タダノビジネスサポート 香川県 高松市新田町甲３４（高松東郵便局私書箱第１号） 087-839-5794

マルナカツーリスト 香川県 高松市多肥下町1552-17 087-815-0725

東交トラベル 香川県 高松市朝日新町32-10 087-821-1119

一歩進 香川県 高松市番町5丁目6-37-405サーパスシティ番町ウエストテラス 087-831-9910

四国旅客鉄道 香川県 高松市浜ノ町８－３３ 087-825-1636

四国航空 香川県 高松市兵庫町8－1高松兵庫町ビル 087-851-7500

SETOLIVE 香川県 高松市片原町3-8岡本ビル2F 087-887-7462

西岡産業（エコロ観光） 香川県 三豊市豊中町上高野２６９５－６ 0875-62-5787

ひめさき観光 愛媛県 伊予郡松前町昌農内613-4 089-961-6055

アイライン 愛媛県 伊予市宮下６０５番地１ 089-983-2244

ユー・トラベル 愛媛県 宇和島市栄町港３丁目３－１８ 0895-25-8311

宇和島自動車 愛媛県 宇和島市錦町3番22号宇和島自動車本社ビル1F 0895-22-2202

四国レジャーサービス 愛媛県 宇和島市恵美須町2丁目4番10号 0895-22-3985

ワールド・ウィング 愛媛県 宇和島市寿町2-7-3 0895-22-8697

四国旅行 愛媛県 宇和島市並松2丁目3－22 0895-25-7270

ジェイジェイ旅行センター 愛媛県 喜多郡内子町内子１９４８番地 0893-44-5788

今治国際ホテル 愛媛県 今治市旭町一丁目４番地６ 0898-36-1111

常盤タクシー 愛媛県 今治市常盤町５丁目5-29 0898-22-0068

ゆずえサービス 愛媛県 今治市大西町新町甲945番地 0898-53-6315

せとうち観光社 愛媛県 今治市美須賀町１丁目２番地２ 0898-33-1000

若竹旅行 愛媛県 四国中央市三島中央1-11-27 0896-24-3100

漣観光社 愛媛県 松山市永代町１１－１ 089-932-3373

フジ・トラベル・サービス 愛媛県 松山市宮西一丁目5-10 089-947-8070

コンパストラベルサービス 愛媛県 松山市空港通１－５－２８ 089-974-1171

国際旅行 愛媛県 松山市室町2丁目7-5 089-941-8686

日本交通社 愛媛県 松山市勝山町１丁目１８番地１０日本交通社ビル 089-946-3911

愛媛新聞旅行 愛媛県 松山市大手町一丁目12番地1 089-933-3564

コープえひめ 愛媛県 松山市朝生田町三丁目1番12号 089-931-5201

伊予鉄トラベル 愛媛県 松山市湊町５丁目１番地１まつちかタウン内 089-946-0333

西日本観光 愛媛県 西条市三芳886-1 0898-66-0919

愛媛バス 愛媛県 西条市楠甲547-1 0898-66-0303

野村ツーリスト 愛媛県 西予市野村町野村12-671 0894-72-3323

えひめ内外旅行社 愛媛県 大洲市田口甲418-2 0893-23-5000

Office旅ニケーション 愛媛県 大洲市徳森2622-3 090-4502-9718

共盛社 愛媛県 八幡浜市朝潮橋１５９０番地１０ 0894-22-3437

土佐パシフィック旅行 高知県 高知市竹島町1-5-2階北 088-832-0767

えびす興産　(太平洋トラベル) 高知県 高知市南金田１１－１９ 088-882-3353

高知新聞企業 高知県 高知市本町３丁目２－１５高知新聞放送会館　1階 088-825-4334

土佐市観光 高知県 土佐市高岡町乙2670－1 088-852-1237



旅行事業者一覧 3月26日 現在

旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

ＬＣ 福岡県 うきは市吉井町橘田２３８番地３ 0943-73-4891

国際観光社 福岡県 みやま市瀬高町高柳272-2グレースハイツB棟105号 0944-63-3875

ケイエムトラベル 福岡県 遠賀郡遠賀町松の本１－１－１ゆめタウン遠賀店 093-291-4488

くるめ・旅倶楽部 福岡県 久留米市諏訪野町1662-1 0942-48-6886

西日本旅行 福岡県 久留米市西町864-2 0942-32-8383

トラベルプラン 福岡県 久留米市東合川８－１０－３２ 0942-44-8808

アジア福岡パートナーズ 福岡県 久留米市百年公園1-1久留米リサーチセンタービル6階 0942-27-8683

トラベルウィズ 福岡県 宮若市本城1119番地いきいき本城ⅡA 0949-32-1139

西日本ツーリスト 福岡県 京都郡苅田町上片島2222-2 0930-25-5489

ジョイトラベル 福岡県 古賀市中央1-6-40 092-943-1355

北斗観光 福岡県 三潴郡大木町横溝1743-3 0944-85-8594

パル旅行社 福岡県 糸島市前原西1丁目１５番２４号 092-321-1550

ロータス 福岡県 糸島市前原西1丁目5番22号第２サンビル2階 092-324-6254

ラボスタイル 福岡県 糟屋郡志免町王子1-24-26 092-937-2470

漫遊 福岡県 糟屋郡新宮町美咲2-8-6-202コスモスBLD.6 092-985-1553

大牟田観光 福岡県 大牟田市岬町3-4イオンモール大牟田イオンモール大牟田 0944-54-1300

リョーユー商事 福岡県 大野城市旭ケ丘1-6-1 092-589-2662

筑後旅行センター 福岡県 筑後市山ノ井７０９ー２ 0942-52-4911

筑後観光バス 福岡県 筑後市和泉１５７－１ 0942-52-3511

トップサポートカンパニー 福岡県 筑紫野市上古賀３－９－１ 092-919-5335

ハル・トラベル 福岡県 筑紫野市美しが丘北2丁目5-15 092-408-6248

くろき交通 福岡県 八女市黒木町本分1624-7 0943-42-0426

YKGトラベル 福岡県 八女市室岡1302-25 0942-45-0610

堀川トラベルサービス 福岡県 八女市本村347-1 0943-24-2100

アンバサダージャパン 福岡県 福岡市西区今宿駅前1-19-23-401 092-407-7203

ツアーサプライ 福岡県 福岡市西区上山門1-1-20ロワールマンション上山門503号 092-882-7322

旅ネットジャパン西都 福岡県 福岡市西区西都2-11-18-1 092-807-8616

DREAM INTERFACE 福岡県 福岡市早良区城西1-8-36Phoenix西新3F 092-846-0168

旅の輪九州 福岡県 福岡市早良区西新7-1-57田村ビル1階 092-707-7577

日中友好旅行社 福岡県 福岡市早良区南庄2-18-3 090-1363-2228

九州ツーリスト 福岡県 福岡市早良区野芥４丁目３－１５ 092-873-4156

ハルク 福岡県 福岡市中央区警固２－１１－６宇田ビル２０３ 092-734-5500

シーアンドシーツアーズ 福岡県 福岡市中央区荒戸1-2-6コーポ大濠601 092-731-9301

コスモ観光 福岡県 福岡市中央区高砂２丁目６番４号第１０上村ビル５F 092-406-7477

ティーアイプロジェクト 福岡県 福岡市中央区今泉1-2-30-2F天神プレイスイースト棟 092-713-7133

プランニングツアー 福岡県 福岡市中央区笹丘3-11-16 092-737-6512

LTK福岡 福岡県 福岡市中央区大名2-4-38チサンマンション天神3-519 092-734-0077

ツアー旅行社 福岡県 福岡市中央区大名２丁目１１－２５新栄ビル１階 092-752-0550

西日本新聞旅行 福岡県 福岡市中央区天神1丁目4番1号西日本新聞会館14階 092-711-5518

九州トラベルサービス 福岡県 福岡市中央区天神4-1-18サンビル３階 092-738-1150

九州不動産管理センター(レジャープランKasane） 福岡県 福岡市中央区天神４ー９ー１０第二正友ビル１階 092-725-9090

アドツーリスト 福岡県 福岡市中央区天神4丁目9番10号第2正友ビル3F 092-725-0091
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

トラベルウエスト 福岡県 福岡市中央区天神５－１０－１１イトーピア天神ビル７階 092-717-5822

新日本観光 福岡県 福岡市中央区渡辺通１丁目１番１号サンセルコビル７階 092-735-2323

九電産業 福岡県 福岡市中央区渡辺通2-1-82電気ビル北館 092-731-4891

アフロトリップ 福岡県 福岡市中央区渡辺通5-5-10オトフジハウス402 092-732-1180

ジェイエフトラベル 福岡県 福岡市中央区舞鶴1丁目8番23号アンピール舞鶴902号 092-737-3537

西鉄旅行 福岡県 福岡市中央区薬院3-16-26西鉄薬院ビル 092-524-2211

ツアークラフト 福岡県 福岡市中央区薬院３－３－２９－２０２ライオンズマンション薬院駅南 092-534-6141

アジアネットツアー 福岡県 福岡市東区松田1-831-1 092-409-5598

サン・ツーリスト 福岡県 福岡市東区多々良２－４４－２ 092-661-6511

TRAVELAGE 福岡県 福岡市東区箱崎１丁目32-31スピタルハコザキ２F 050-5832-3123

トラベル恵 福岡県 福岡市南区大橋4丁目2－51階 092-561-5155

キントウンツアーズ 福岡県 福岡市博多区沖浜町14-1博多港国際ターミナル3階 092-260-3433

西日本ユウコー商事 福岡県 福岡市博多区下川端町3-1博多リバレイン9F 092-271-5898

春日観光 福岡県 福岡市博多区元町1-3-6 092-581-1986

ツアーバンク 福岡県 福岡市博多区春町2-3-26-301　筑紫ヶ丘ビル 092-404-0983

トラベルオンザロード 福岡県 福岡市博多区神屋町9-20パソナール博多2階 092-291-3633

プラムツアー 福岡県 福岡市博多区西春町１丁目１－３０サンケイコーポ１F 092-585-2600

西部ガス都市開発 福岡県 福岡市博多区千代1-17-1パピヨン24ビル1階 092-633-2477

三進旅行サービス 福岡県 福岡市博多区千代4-29-46アストール博多ビル602号 092-643-8533

ネオ倶楽部 福岡県 福岡市博多区中洲５丁目６－２４第６ガーデンビル５階 092-282-5571

アイダヴリューエイツアー 福岡県 福岡市博多区店屋町６－２５オクターブ店屋町ビル 092-262-7778

トラベルオペレーショングループ 福岡県 福岡市博多区東光1丁目2－8内山東光ビル201 092-475-1888

海洋観光 福岡県 福岡市博多区奈良屋町14-20ベスト大博ビル5F 092-292-0908

ハッピートラベル 福岡県 福岡市博多区博多駅前１－３１－１７－１１階 092-483-1177

グリーンネットワーク 福岡県 福岡市博多区博多駅前１－５－１博多大博通りビルディング４階 092-481-7864

ランドシステムジャパン 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-10-12ハイラーク博多駅前815 092-482-1838

たびっとくんツアー 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-12-9第6グリーンビル5階 092-415-6311

HAKATAグローバル 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-4-7新博多ビル201 092-982-5792

ジー・ピー・イー 福岡県 福岡市博多区博多駅前３丁目２２番６号ビジネスワン博多駅前ビル７階 092-413-6588

エーエスエー 福岡県 福岡市博多区博多駅前4丁目33番地7号ロマネスク博多駅前2階212号 092-477-8118

西日本日中旅行社 福岡県 福岡市博多区冷泉町5-32オーシャン博多ビル４Ｆ 092-283-8989

グレイスツアーズ 福岡県 福津市宮司元町3番1号 0940-72-4430

日豊ツーリスト豊前旅行センター 福岡県 豊前市吉木1011-1 0979-83-4891

MHI福岡 福岡県 北九州市若松区ひびきの２－６ 093-883-8812

サンリブ 福岡県 北九州市若松区本町2丁目17番1号ベイサイドプラザ若松2F 093-752-3711

タイガートラベル 福岡県 北九州市小倉南区新道寺469-1 093-453-1717

ユニバーサル旅行 福岡県 北九州市小倉南区石田町１０－１ 093-961-5511

西日本観光旅行 福岡県 北九州市小倉北区京町3-14-11五十鈴ビル1F 093-551-5757

トラベル北九州 福岡県 北九州市八幡西区下上津役1-20-1 093-612-8900

ドーエイ 福岡県 北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 093-645-8880

トラベルルック 福岡県 北九州市八幡西区折尾4丁目9-9柴田ビル 093-602-6666

オフィス敷田 福岡県 北九州市八幡東区枝光本町７番１号４Ｆ 0948-65-0310
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

ユーユートラベル 福岡県 北九州市八幡東区西本町4-1-1 093-681-0555

九州観光 福岡県 北九州市八幡東区西本町４－４－１７第九岡部岡部ビル203号 093-671-2561

柳城トラベルズ 福岡県 柳川市下宮永町651-1 0944-73-1963

九州トラベル 福岡県 柳川市大和町中島577-4 0944-76-0556

有明交通 福岡県 柳川市大和町中島80 0944-76-3310

トラベルイマリ 佐賀県 伊万里市伊万里町１４７－１ 0955-20-1522

西九州ツーリスト 佐賀県 伊万里市新天町７１８－１ 0955-25-9010

伊万里交通 佐賀県 伊万里市南波多町井手野2954-2 0955-24-2145

東和商事 佐賀県 杵島郡白石町福富1185-1 0952-87-3730

アーバントラベル 佐賀県 佐賀市神野東２－２－６ 0952-32-4724

松尾建設 佐賀県 佐賀市多布施一丁目4番27号 0952-24-4448

ロイヤル観光 佐賀県 佐賀市大和町東山田２０６８番地１ 0952-62-0001

日本旅行サービス 佐賀県 佐賀市北川副町新郷759-1 0952-28-1112

佐賀大学 佐賀県 佐賀市本庄町本庄1番地 0952-25-4450

旅ひろば 佐賀県 三養基郡みやき町西島２１４５－１－D 0942-80-5163

祐徳旅行 佐賀県 鹿島市大字高津原４０７８番地1 0954-63-1151

ジョイックストラベル 佐賀県 神埼市千代田町迎島547-8 0952-34-6776

鳥栖商工センター 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜２番１協同組合鳥栖商工センター　本部ビル 0942-85-1779

エム企画九州旅行 佐賀県 唐津市鏡1058-1 0955-77-1369

肥前ツーリスト 佐賀県 唐津市町田3丁目2-12 0955-73-8200

雲仙観光 長崎県 雲仙市小浜町南木指32-2 0957-74-5123

アイラオリエンタルリンク 長崎県 五島市木場町240-1 0959-76-3636

タイムリーツーリスト 長崎県 佐世保市大塔町１４－２イオン大塔ショッピングセンター１階 0956-27-2121

西肥バス旅行社 長崎県 佐世保市白南風町8番17号 0956-23-8080

タイムリートラベル 長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店1階 095-860-2244

対馬旅行センター 長崎県 対馬市厳原町国分１３６６ 0920-52-1110

対馬空港ターミナルビル 長崎県 対馬市美津島町鶏知乙４４０番地 0920-52-7171

村里運輸 長崎県 大村市森園町1585番地2 0957-53-9988

長崎空港ビルディング 長崎県 大村市箕島町593番地2第2ビル内 0957-49-5500

長崎県交通観光 長崎県 長崎市魚の町2-9 095-821-2121

長崎旅行企画 長崎県 長崎市恵比須町7-12オックス.STAY BLD 095-811-1008

長崎県職員生活協同組合 長崎県 長崎市元船町17－1長崎県大波止ビル 095-821-6553

日中悠友旅行 長崎県 長崎市五島町5-36CEOTY GOTO 5階 095-811-0108

長崎ダイヤモンドスタッフ 長崎県 長崎市淵町２番25号 095-861-8111

新日本観光 長崎県 島原市片町　546-3 0957-63-1032

ナガサキトラベル 長崎県 諫早市多良見町化屋719-2セントロービル３階 0957-43-8530

熊本阿蘇タクシートラベル 熊本県 阿蘇郡高森町高森1717-3 0967-62-2323

山口・トラベル 熊本県 阿蘇郡西原村河原４９４－１４ 096-288-6822

なないろ 熊本県 宇城市松橋町きらら３丁目１－６ 0964-32-7716

熊本宇城 熊本県 宇城市松橋町久具302-2熊本宇城農業協同組合 0964-34-3311

村上トラベル 熊本県 玉名郡長洲町長洲832-2 0968-78-0120

玉名旅行センター 熊本県 玉名市岩崎　１０１１番地7 0968-72-6666
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旅行事業者名 都道府県 住所 電話番号

熊本ツーリスト 熊本県 玉名市高瀬357-13 0968-72-4123

岸田観光 熊本県 玉名市大浜町4139-2 0968-75-2122

日専連ツアーズ 熊本県 熊本市中央区安政町6番5号 096-326-1611

九州産交ツーリズム 熊本県 熊本市中央区花畑町4-3太陽生命熊本ビル 096-325-1221

ビッグミカエル 熊本県 熊本市中央区九品寺1-5-3熊本第2ビル 096-361-1188

ユニオントラベル熊本 熊本県 熊本市中央区九品寺1丁目17-9熊本県労働者福祉会館2階 096-371-2022

サンワールド九州 熊本県 熊本市中央区細工町5丁目27 096-288-3730

鶴屋百貨店 熊本県 熊本市中央区手取本町６番１号鶴屋百貨店 096-359-7522

バカンスプロジェクト 熊本県 熊本市中央区上林町1-25-405 096-212-6010

山の旅企画室 熊本県 熊本市中央区新屋敷1-14-30シェルパ内 096-366-9411

コスモス旅行 熊本県 熊本市中央区新屋敷2-19-18 096-371-8411

ユース・コーポレーション 熊本県 熊本市中央区新町３－５－１３－２ 096-325-5177

サカキ・エンタープライズ 熊本県 熊本市中央区水前寺5-27-3 096-385-7000

あそ熊本ツーリスト 熊本県 熊本市中央区水前寺6丁目47番30号 096-234-7918

日本内外旅行 熊本県 熊本市中央区水道町14-21 096-352-5800

天草観光企画 熊本県 熊本市中央区帯山7-23-5 096-273-8953

熊本市農業協同組合 熊本県 熊本市中央区南熊本1-7-26 096-371-6543

トラベラーズスカイ 熊本県 熊本市中央区南千反畑町6-1福永ビル301 096-288-9077

熊本バス 熊本県 熊本市中央区萩原町３－２１サザンハイツ１Ｆ 096-380-8001

熊本旅行 熊本県 熊本市中央区白山1-1-1 096-288-5805

山一観光 熊本県 熊本市中央区保田窪2丁目12-6 096-340-1111

学会旅行センター熊本 熊本県 熊本市中央区本荘１－１－１熊本大学病院内 096-363-0865

CKT企画 熊本県 熊本市東区江津３丁目４－１２Hagino51.BLD 5F 096-370-2222

アースランド観光 熊本県 熊本市東区西原2丁目２５－６ 096-382-5566

セフティー観光JAPAN 熊本県 熊本市東区尾ノ上3-15-16河崎アパート101 096-381-1155

ゆとり旅 熊本県 熊本市南区島町３－１－１ 096-288-2203

Ｓｏｎｏｔａｂｉ７１８ 熊本県 熊本市南区八分字町79-2 090-8839-6591

旅のよろこび 熊本県 熊本市北区山室6丁目8番2号 096-345-0811

グレーストラベル 熊本県 熊本市北区植木町植木555ショッピングプラザウエッキー２階 096-201-3860

P＆P 熊本県 熊本市北区植木町滴水72番1 096-215-3366

TKUヒューマン 熊本県 熊本市北区徳王1丁目6番52号TKUぷらざ2階 096-359-3488

荒尾観光振興 熊本県 荒尾市緑ケ丘１丁目1-1　あらおシティーモール１階 0968-57-8011

鹿本農業 熊本県 山鹿市鹿央町持松159番地1 0968-41-5120

トラベルロード 熊本県 山鹿市鹿本町梶屋17-1 0968-36-9331

トラベルアシスト熊本 熊本県 上益城郡益城町平田2328-6 096-287-1777

いわやまトラベル 熊本県 上益城郡御船町木倉2537 096-200-1824

旅企画山都 熊本県 上益城郡山都町下市50番地 0967-72-9402

つばめタクシー 熊本県 人吉市中青井町306-6 0966-22-5585

くまもと 熊本県 水俣市古賀町１丁目１－１ 0966-63-2121

九州旅行会 熊本県 八代市鏡町鏡１８８－１ 0965-52-1006

ジェイツーリスト九州 熊本県 八代市建馬町３番１号ゆめタウン八代 0965-30-9700

八代観光旅行社 熊本県 八代市高下西町1905-4 0965-30-0250
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くす旅サービス 大分県 玖珠郡玖珠町帆足262-21 0973-72-3070

サンライズトラベル 大分県 佐伯市中村西町2番地18号 0972-20-4425

ラッキートラベル 大分県 佐伯市長島町1-35-27 0972-23-8888

豊後ドリームラボ　ワールドトラベラー 大分県 大分市王子南町５番６号 097-533-5507

ハート 大分県 大分市荷揚町9番9号イワオビル 097-594-3303

太平洋トラベル 大分県 大分市松原町３－４－２５ビラ松原１０２ 097-551-6718

エスツアーズ 大分県 大分市大字曲1439番地の1ヴェルジュS2-101 097-568-0887

いいたび 大分県 大分市大手町３－２－２大手町法曹ビル 097-547-8258

大分県労働者総合 大分県 大分市中央町4丁目1番32号 097-548-5515

おおいたツーリスト 大分県 大分市萩原１－４－５八千代ビル205 097-560-1500

大分航空トラベル 大分県 大分市舞鶴町１丁目２番１７号セゾン舞鶴２０２ 097-536-0120

オーシートラベル 大分県 大分市末広町2丁目3番28号 097-534-0123

オーシートラベル 大分県 大分市末広町2丁目3番28号 097-534-0123

中津旅行センター 大分県 中津市中殿町３－９－１４ 0979-53-9900

ひた旅行センター 大分県 日田市玉川町３－１４５５－１ 0973-24-6181

日豊ツーリスト 大分県 日田市城町１丁目3-70 0973-28-6173

藤山観光 大分県 日田市大字三和95-1 0973-23-9964

旅助 大分県 別府市石垣西5丁目1422 0977-24-3118

宇和島運輸交通社 大分県 別府市大字南石垣無番地 0977-21-2364

オフィスケイ 大分県 別府市野口元町12-31 0977-21-5130

エスエスツーリスト 大分県 豊後高田市新町２７１８－１ 0978-24-3113

ツーリズム豊後大野 大分県 豊後大野市三重町市場６０６－３ 0974-22-3706

ゆふ旅行 大分県 由布市庄内町大龍１７０４番地 097-578-8421

トラベルナイス 宮崎県 延岡市安賀多町４丁目1-9 0982-21-0575

グッチョイストラベル中島 宮崎県 延岡市浜砂１－３－１２林田ビル１０４ 0982-34-2022

スカイLAN九州 宮崎県 宮崎市旭1-3-12 0985-83-4563

亜細亜観光 宮崎県 宮崎市吉村町平塚甲１８４０－２青葉ＭＭＫビル１Ｆ 0985-25-7554

エムシーツーリスト 宮崎県 宮崎市橘通東4-9-23 0985-24-6089

宮崎県勤労者旅行会 宮崎県 宮崎市広島1-12-17 0985-24-1555

トラベルワン 宮崎県 宮崎市松橋１丁目13-12 0985-41-7000

メモリード宮崎（ベルズ宮崎ツーリスト） 宮崎県 宮崎市神宮東2丁目13-15ガーデンベルズ宮崎 0985-26-5794

トラベルジャパン 宮崎県 宮崎市神宮東３丁目１番２号神宮ステーションビル１階 0985-22-4446

コープみやざき 宮崎県 宮崎市瀬頭2丁目10番26号 0985-32-1234

旅工房 宮崎県 宮崎市清水1丁目9-28ひめのビル1階 0985-31-5065

大坪建設工業（ひなたJIKAN） 宮崎県 宮崎市大塚町大塩道下4700-1アメニティ大塚108号 0985-55-0563

宮崎交通 宮崎県 宮崎市大淀3丁目5番16号　南宮崎駅前ビルE棟1階 0985-55-0056

JUJUトラベル 宮崎県 宮崎市霧島２丁目１２２番地 0985-77-7555

宮崎ツアーサービス 宮崎県 小林市細野２８８－１ 0984-23-5551

アレンジ 宮崎県 都城市松元町2-4 0986-26-9000

宮崎旅行サービス 宮崎県 都城市蔵原町12街区3号 0986-51-5200

西部旅行 宮崎県 都城市鷹尾3丁目33－24 0986-25-4642

ワールドトラベル 宮崎県 都城市中町１３街区７号 0986-25-6666
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ハッコートラベル 宮崎県 日向市日知屋16284-1 0982-52-8001

西日本観光 宮崎県 日向市本町１１－８内山ビル１階 0982-52-5550

大清 宮崎県 日南市吾田東１１丁目６－１ 0987-23-1116

MISOLA LINK 鹿児島県 姶良市鍋倉124-7 0995-73-6666

叶運輸 鹿児島県 奄美市名瀬塩浜町２２８１ 0997-52-5151

奄美航空 鹿児島県 奄美市名瀬入舟町８－２１有村ビル 0997-53-6111

ヤクデン商事 鹿児島県 熊毛郡屋久島町宮之浦1009屋久島トラベル 0997-42-0216

Ｌｅａｆ 鹿児島県 熊毛郡屋久島町宮之浦799屋久島観光センター内 0997-42-0230

種子島航空センター 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間5137番地5 0997-27-3737

スカイトラベル 鹿児島県 薩摩川内市西向田町1-13 0996-22-7811

南栄ツーリスト 鹿児島県 指宿市湯の浜1-1-6 0993-27-0010

希 鹿児島県 鹿屋市寿１丁目１５番１０号 0994-43-1111

JKトラベル 鹿児島県 鹿児島市宇宿1-19-15中村ビル1F 099-814-3661

さくらツアー 鹿児島県 鹿児島市下荒田1丁目20番7号 099-286-0539

山形屋 鹿児島県 鹿児島市金生町3-1 099-227-6353

鹿児島県旅行業協同組合 鹿児島県 鹿児島市山下町17-5 099-201-9897

霧島観光社 鹿児島県 鹿児島市西千石町1-24 099-226-3388

アーベル 鹿児島県 鹿児島市石谷町88-1 099-201-5858

南国交通 鹿児島県 鹿児島市中央町１８番地１南国センタービル3階 099-255-2141

鹿児島交通観光 鹿児島県 鹿児島市東千石町12-20 099-223-0123

西川海陸輸送 鹿児島県 鹿児島市南栄5丁目10-9西川ビル 099-260-3811

鹿児島ツーリスト 鹿児島県 鹿児島市堀江町16-14トドコビル1F　101号 099-239-4378

旅丸ツーリスト 鹿児島県 鹿児島市名山町１－３クリスタルビル 099-216-2039

全日本旅行センター 鹿児島県 鹿児島市与次郎1丁目8-3 099-257-7080

スカイトラベル出水 鹿児島県 出水市緑町１２－３安全ハイツ1階 0996-79-3693

サニーワールド 鹿児島県 垂水市栄町13 0994-32-7550

新日本観光社 鹿児島県 南さつま市加世田村原４－８－１ 0993-52-3036

南薩観光 鹿児島県 南九州市知覧町郡5500 0993-83-2275

レキオツーリスト 沖縄県 うるま市みどり町4-2-10 098-973-2002

沖電ビジネスサービス 沖縄県 浦添市牧港５丁目２番１号別館１階 098-874-6050

ワールドツーリスト 沖縄県 沖縄市久保田1丁目7番26号 098-933-8787

カリーツアーズ 沖縄県 沖縄市登川2-1-5サンハイツ登川102号 098-939-8131

ツーリスト大旗 沖縄県 沖縄市美里４－１３－１８ 098-934-7000

ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ 沖縄県 宜野湾市宇地泊７５１ー７２階 098-988-4601

パンプキンサポート沖縄 沖縄県 宜野湾市真栄原1-2-11アラカキビル２F 098-942-2602

美ら島 沖縄県 糸満市北波平240-1 098-840-3909

旅らぼ沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村喜名2346－11読谷村地域振興センター２F 098-958-4562

沖縄スカイ観光サービス 沖縄県 中頭郡読谷村字高志保1046番地 098-958-1130

北谷ツーリズムデザインラボ 沖縄県 中頭郡北谷町美浜９番地１ 080-8376-9058

国際旅行社南部 沖縄県 島尻郡南風原町兼城235-3 098-889-3131

ガリバー旅行企画 沖縄県 島尻郡南風原町兼城603-2F 098-889-4545

スケヨシ 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平５１スケヨシ旅行サービス 098-889-2055
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JTB沖縄 沖縄県 那覇市旭町１１２番地１ 098-860-4800

沖縄リゾートトラベル 沖縄県 那覇市安里1丁目1番58号光生ビル 098-861-7026

エイチ・アイ・エス沖縄 沖縄県 那覇市久米２丁目3-15　COI那覇ビル1F 098-860-9181

ジャンボツアーズ 沖縄県 那覇市久茂地2－15－10 098-867-0007

国際旅行社 沖縄県 那覇市久茂地3-4-10YAKAビル2Ｆ 098-864-5931

Ever Green Travel 沖縄県 那覇市久茂地一丁目３番１８号だるまマンション１０１号室 098-943-2966

日本旅行沖縄 沖縄県 那覇市久茂地三丁目21番1号國場ビル2階 098-862-3355

エアーアシスト 沖縄県 那覇市金城五丁目2番地8 098-858-1159

結トラベルデザイン 沖縄県 那覇市具志3-23-13 098-851-9617

中央ツーリスト 沖縄県 那覇市古波蔵１－５－１ 098-854-5454

東亜旅行社 沖縄県 那覇市字安里４１８番地コーポラティブひめゆり２階 098-885-8855

ビックアオバ 沖縄県 那覇市字宇栄原680ダイオマンション　106号室 098-857-0002

沖縄ツーリスト 沖縄県 那覇市松尾１丁目２－３ 098-917-2546

リウボウ旅行サービス 沖縄県 那覇市松尾１丁目９番４９号 098-861-3404

富士ツーリスト 沖縄県 那覇市前島２丁目２番７号 098-862-3333

イーストホームタウン沖縄 沖縄県 南城市玉城志堅原458マルミネマンション106 098-943-9331

名護ツアーセンター 沖縄県 名護市宮里453-6 0980-53-7500


