
旅行事業者名 地区 電話番号 郵便番号 住所 HPアドレス
常陸旅企画 日立 0294-36-7729 316-0001 茨城県日立市諏訪町3-6-21
常陸旅企画 日立 0294-36-7729 316-0001 茨城県日立市諏訪町3-6-21
ナガヤマトラベル 日立 090-3409-5337 316-0006 茨城県日立市末広町3-13-18
日立埠頭株式会社 北茨城 0294-53-9313 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原200-3 https://funatabi.hitachi-futo.co.jp/
ライフィクス株式会社　北茨城店 北茨城 0293-30-5155 319-1715 茨城県北茨城市関南町神岡下280-1
JA常陸旅行センター 常陸太田 0294-72-9122 313-0013 茨城県常陸太田市山下町3889 https://www.ja-hitachi.jp/
有限会社アール交通　アールトラベル 常陸太田 0294-70-3316 313-0113 茨城県常陸太田市高柿町1624-3 http://www.r-kotsu.com/
美和旅行 常陸大宮 0295-58-3888 319-2603 茨城県常陸大宮市鷲子25-1
有限会社山方観光バス（山方ツーリスト） 常陸大宮 0295-57-9435 319-3103 茨城県常陸大宮市家和楽２９９−１
滝観光ツーリスト 大子 0295-72-0256 319-3551 茨城県久慈郡大子町大字池田1535番地1
名鉄観光サービス(株)水戸支社 水戸 029-221-4528 310-0026 茨城県水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル https://www.mwt.co.jp/
株式会社JTB　水戸支社 水戸 029-225-5233 310-0803 茨城県水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル2F https://branch.jtbbwt.com/j1442-0/
アライトラベル 水戸 029-225-1418 310-0911 茨城県水戸市見和1丁目318番地2 http://a-travel.sakura.ne.jp
アーストラベル水戸株式会社 水戸 029-303-5522 310-0804 茨城県水戸市白梅3-6-11 http://earthtravel2019.com
株式会社日本旅行　水戸支店 水戸 029-224-6003 310-0026 茨城県水戸市泉町1-2-4 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4442/
株式会社水戸京成百貨店 水戸 029-227-7215 310-0026 茨城県水戸市泉町1-6-1
茨城交通株式会社 水戸 029-251-3125 310-0055 茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号 http://www.ibako.co.jp/ryoko/
近畿日本ツーリスト株式会社　水戸支店 水戸 029-225-1015 310-0015 茨城県水戸市宮町2-4-33　小林ビル2階 https://www.knt.co.jp
エイチ・アイ・エス　水戸営業所 水戸 050-1752-3046 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44 COMBOX310 2F http://access.his-j.com/01/046/
サンライト旅行合同会社 水戸 029-224-4126 310-0815 茨城県水戸市本町1丁目4番27号
株式会社グッドツーリスト北関東支店 水戸 090-4609-3038 310-0801 茨城県水戸市桜川1-15-18すざく駅前ビル301 http://www.good-t.jp/
タビットツアーズ株式会社 水戸 029-222-0202 310-0841 茨城県水戸市酒門町5123番地 https://www.tabbit.jp/
株式会社ワイズ　ユウツーリスト 水戸 090-2768-8831 310-0852 茨城県水戸市笠原町1551-2
株式会社久信田観光 水戸 029-251-6120 311-4141 茨城県水戸市赤塚1-2005-12 https://www.kushidakanko.com/
有限会社トラベルオフィス 水戸 029-305-3811 310-0851 茨城県水戸市千波町417-5
石塚サン・トラベル株式会社 水戸 029-303-7650 310-0012 茨城県水戸市城東1-3-17 弓和ビル3F http://www.ishitsuka.co.jp
東武トップツアーズ株式会社　水戸支店 水戸 029-224-6627 310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル6階 http://www.tobutoptours.co.jp
水戸農業協同組合　JA水戸旅行センター 水戸 029-254-9352 311-4141 茨城県水戸市赤塚2-27
株式会社夢大陸（ムー大陸） 水戸 029-300-1233 310-0827 茨城県水戸市吉沼町96-5
株式会社スカイブルーツアー 笠間 0296-71-8555 309-1611 茨城県笠間市笠間281-5
一般社団法人笠間観光協会笠間発見ツアーズ 笠間 0296-72-9255 309-1611 茨城県笠間市笠間1538-2 http://www.kasama-kankou.jp/
橙雅交通株式会社 笠間 0296-78-5441 309-1722 茨城県笠間市平町1108-4 http://www.daidaimiyabi.com
新星観光バス株式会社 笠間 0299-45-2000 319-0207 茨城県笠間市福島676 http://www.s-k-bus.com/
世紀21トラベル 小美玉 0299-37-2755 311-3416 茨城県小美玉市与沢976
株式会社長谷川観光社 小美玉 0299-58-2320 311-3423 茨城県小美玉市小川1539-1
フレックスインターナショナル株式会社　エフアイトラベル 小美玉 0299-46-6076 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥2727-4 https://www.fi-travel.co.jp/
大洗ポートトラベル 大洗 029-266-3325 311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央1番地 http://www.ｏａｒａｉ-ｔｅｒｍｉｎａｌ.ｊｐ/
大洋交通株式会社 城里 0296-88-2153 311-4401 茨城県東茨城郡城里町塩子1088 https://www.taiyokotsu.co.jp/
ミッキートラベルエージェンシー ひたちなか 029-353-3501 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡418-2
株式会社ツアーサービス ひたちなか 029-303-7080 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡1247
株式会社月川観光バス ひたちなか 029-262-4855 311-1226 茨城県ひたちなか市幸町4-15　　
合同会社Ａtours ひたちなか 029-265-1277 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町38番地　ひたちなかテクノセンター内 https://a-tours.jp/
株式会社トラベルサポート　サンモリノ那珂店 那珂 029-352-2842 311-0105 茨城県那珂市菅谷1618-2 FOOD OFF ストッカー サンモリノ那珂店
トキワトラベル 東海 029-350-2750 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川633-1 https://www.tokiwabus.com
ラルゴツーリスト東海店 東海 029-287-2131 319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1　イオン東海店2階 https://jtb-largo.com/
株式会社日本トラベルサービス　チェリオ営業所 鹿嶋 0479-25-4111 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中290-1
ライジングトラベル 鹿嶋 0299-83-8195 314-0023 茨城県鹿嶋市谷原1413 https://www.risingtravel.com/
旅行計画アドバルーン 鹿嶋 0299-83-5552 314-0023 茨城県鹿嶋市谷原1230-2
ウチダツーリスト株式会社 鹿嶋 0299-77-7334 314-0036 茨城県鹿嶋市大船津4283-1
幸栄トラベルサービス 鹿嶋 0299-77-9225 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中311-3　幸栄ビル201
イコットトラベル 神栖 0299-94-6210 314-0146 茨城県神栖市平泉1-118セイミヤ神栖店内 http://www.iccoto.jp/
鹿島観光ツーリスト 神栖 0479-44-0419 314-0408 茨城県神栖市波崎9282-1 http://www.kashima-kanko.com/
木之内トラベル株式会社 神栖 0299-92-3399 314-0134 茨城県神栖市賀1428-2 https://kinouchi-travel.co.jp/
カリヤトラベル 神栖 0479-48-6486 314-0346 茨城県神栖市土合西2-7-27
グリーン観光 神栖 0299-92-3916 314-0124 茨城県神栖市石神653
潮来観光有限会社（潮来観光ツーリスト） 潮来 0299-66-0101 311-2415 茨城県潮来市延方4048-2 http://itakokanko.jimdosite.com/
ニュー潮来旅行社 潮来 0299-62-2268 311-2424 茨城県潮来市潮来764
宮前観光 潮来 0299-66-6527 311-2412 茨城県潮来市宮前2-32-1
関東ツーリスト 潮来 0299-62-3294 311-2421 茨城県潮来市辻246-1
霞観光(株) 行方 0299-55-2529 311-3513 茨城県行方市手賀4478-5 https://www.kasumikanko.com
有限会社柳町観光自動車 行方 0291-35-3955 311-1705 茨城県行方市内宿569-1
株式会社レイク　レイク観光 行方 0299-72-0190 311-3832 茨城県行方市麻生3298-6 http://www.reiku-kankou.com/
新茨城旅行株式会社 鉾田 0291-36-6211 311-1504 茨城県鉾田市安房1654-7
昭和観光 鉾田 0291-37-4501 311-1414 茨城県鉾田市子生1番地 http://www.showa-1.com/
株式会社フカサク旅行企画 鉾田 0291-34-1835 311-1523 茨城県鉾田市串挽318



株式会社かしま旅紀行 鉾田 0291-36-5026 311-1501 茨城県鉾田市舟木211-4
読売旅行茨城営業所 土浦 029-824-4375 300-0034 茨城県土浦市港町1-7-23-1階 https://www.yomiuri-ryokou.co.jp
関鉄観光株式会社 土浦 029-822-3727 300-0051 茨城県土浦市真鍋1-10-8 http://www.kantetsu.co.jp/kankan/
株式会社クラブツーリズム　茨城旅行センター 土浦 029-844-5555 300-0037 茨城県土浦市桜町1-16-12 リーガル土浦ビル6階 http://www.club-t.com/
土浦旅行サービス株式会社 土浦 029-821-2670 300-0037 茨城県土浦市桜町1-6-14
株式会社常総ツーリスト 土浦 029-821-5559 300-0034 茨城県土浦市港町1-7-5
東武トップツアーズ株式会社　茨城南支店 土浦 029-835-3201 300-0034 茨城県土浦市港町1-4-19　土浦駅東口駅前ワコー第2ビル2階 https://www.tobutoptours.co.jp
株式会社スカイワールド 石岡 0299-56-6622 315-0013 茨城県石岡市府中5-9-21
もり旅ジャパン合同会社 龍ヶ崎 0297-66-9106 301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫3-15-11-B-201
とりで旅行センター 取手 0297-74-1681 302-0004 茨城県取手市取手3-4-20 中山ビル1階 https://www.e-tabitabi.com
（株）MARCO TOURS 牛久 029-886-7085 300-1206 茨城県牛久市ひたち野西4-22-3　オーシャンパドラーF http://marco-tours.com
さくら自動車株式会社 美浦 029-885-3485 300-0414 茨城県稲敷郡美浦村信太字信太原2869-1 https://sakura-judosha.jp/
常南交通株式会社 つくば 029-837-1271 305-0853 茨城県つくば市榎戸433-2 https://www.jyonankotsu.com
大曽根タクシー株式会社　本社営業所 つくば 029-864-7777 300-3253 茨城県つくば市大曽根2684番地1 https://ozone-tx.co.jp
植松観光株式会社 つくば 029-867-1233 300-4231 茨城県つくば市北条4359-3 http://www.uematsu-bus.com
近畿日本ツーリスト株式会社　つくば支店 つくば 029-852-2255 305-0005 茨城県つくば市天久保3-1-1　筑波大学大学会館B棟 https://www.knt.co.jp
株式会社上郷タクシー　上郷トラベル つくば 090-1114-0046 300-2635 茨城県つくば市東光台2-18-6
株式会社大栄観光 つくば 029-851-3311 305-0005 茨城県つくば市天久保1-12-7 https://www.daiei-kanko.co.jp
つくばトラベル株式会社 つくば 029-864-3355 300-3261 茨城県つくば市花畑3-19-4 https://ozone-tx.co.jp/
有限会社つく紫観光 つくば 029-866-1510 300-4353 茨城県つくば市沼田229-5
関東旅行センター つくば 029-867-3512 300-4231 茨城県つくば市北条1563番地
総武観光トラベル　ショッピングセンターパルナ店 稲敷 0479-73-2333 300-0726 茨城県稲敷市西代1495 http://sobu-kanko.co.jp/
日東観光株式会社 稲敷 029-894-4111 300-0622 茨城県稲敷市神宮寺1345
ハッピートラベル 稲敷 080-7183-6969 300-0507 茨城県稲敷市犬塚1630-1
株式会社県南観光バス　県南ツーリスト 稲敷 0299-79-2603 300-0612 茨城県稲敷市市崎2237-5 htpps://kannan-bus.jp/
旅行企画 古河 0280-92-8250 306-0235 茨城県古河市下辺見648番地2
東武旅行 古河 0280-92-4751 306-0212 茨城県古河市久能932-1
有限会社カネショウ観光 古河 0280-76-5700 306-0126 茨城県古河市諸川822番地4 http://www.iba-showa.com
株式会社ロックトップ 古河 0280-33-7000 306-0232 茨城県古河市東牛谷412-7
株式会社昭和観光自動車 古河 0280-77-0308 306-0126 茨城県古河市諸川822-4 www.iba-showa.com
NSK有限会社　関東筑波ツーリスト 常総 0297-45-7000 303-0043 茨城県常総市内守谷町5760-1 http://www.nsk-bus.com/
株式会社北総交通 常総 0297-22-5555 300-2505 茨城県常総市中妻町2425番地1 https://www.hokusoh.co.jp/
有限会社青木交通トラベル 常総 0297-42-4336 300-2724 茨城県常総市古間木1504-1 http://www.akt.ecnet.jp/
野村交通株式会社　関東支店 坂東 0297-35-6112 306-0642 茨城県坂東市長谷910-2 http://www.nomura-koysu.com/
JA岩井旅行センター 坂東 0297-35-8332 306-0631 茨城県坂東市岩井2229番地
中山観光自動車株式会社 坂東 0297-35-0057 306-0642 茨城県坂東市長谷734-11 http://www.nakayama-kanko.jp/
株式会社ナガツマ観光バス 坂東 0297-38-1223 306-0624 茨城県坂東市矢作105-7
たちばな観光トラベルセンター 境 0280-81-1235 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸731-14 https://www.tachibana-kankou.info
東武ファミリー旅行センター 境 0280-86-7070 306-0405 茨城県猿島郡境町塚崎2603
JA茨城むつみ旅行センター 境 0280-87-6623 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸23 https://www.jamutsumi.com/
オリエント観光サービス 境 0280-28-2560 306-0421 茨城県猿島郡境町染谷1535-3
東武観光株式会社 境 0480-34-2267 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸338-3 https://www.tobukanko.com/
平川観光株式会社 境 0280-87-0551 306-0404 茨城県猿島郡境町大字長井戸730−22 https://hirakawa-kanko.jp/
中岡交通有限会社　中岡観光サービス 境 0280-87-4493 306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田1391番地4
有限会社東栄観光 結城 090-3311-9580 307-0023 茨城県結城市山王203
時遊トラベルサービス 結城 0296-34-0911 307-0001 茨城県結城市結城11495-7
有限会社東武トラベルサービス 結城 0296-33-2200 307-0001 茨城県結城市結城13434 http://ttstobu.com
西木観光 結城 0296-32-5543 307-0001 茨城県結城市結城7304
ケイユー観光 結城 0296-35-1300 307-0021 茨城県結城市上山川2453
木村トラベル 下妻 0296-43-2611 304-0000 茨城県下妻市下妻丁355-2
茨城東武観光株式会社 下妻 0296-43-0011 304-0067 茨城県下妻市下妻乙1277-2 http://ibaraki-tobu.com/
飯塚観光 下妻 0296-44-5452 304-0051 茨城県下妻市小島711-6 http://www.iitsuka-kanko.com/
大木観光ツーリスト 筑西 0296-52-3098 300-4541 茨城県筑西市松原222-1
株式会社高田観光 筑西 0296-28-1401 308-0064 茨城県筑西市飯島391
マックストラベル 筑西 0296-57-5340 309-1107 茨城県筑西市門井1681
JA北つくば旅行センター 筑西 0296-25-3538 308-0832 茨城県筑西市西榎生1212-1
つくばトラベルサービス 筑西 090-8856-1361 308-0126 茨城県筑西市関本中754-1
株式会社エスケーシーツーリスト 筑西 090-4538-0028 309-1116 茨城県筑西市横塚907 橋本マンション1号室 http://skc-teurist.net
(有)サンキョウトラベル 筑西 0296-22-3100 308-0838 茨城県筑西市榎生1丁目15-11
株式会社菊水観光 筑西 0296-28-4257 308-0857 茨城県筑西市小川1218-3 http://www.kikusui-buss.jp
並木観光有限会社 筑西 0296-52-3589 300-4533 茨城県筑西市成井350-3
みかげトラベル 桜川 0296-54-0440 300-4403 茨城県桜川市真壁町長岡521-7
つくば観光公社 桜川 050-7517-1275 309-1211 茨城県桜川市岩瀬2160
桜川旅行社 桜川 0296-71-9005 309-1216 茨城県桜川市明日香1-50 タカダコーポ5号室
ワイズツーリスト 桜川 0296-75-1144 309-1226 茨城県桜川市上野原地新田311-7
サワキ観光株式会社 八千代 0296-48-2311 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷502-1



JAトラベル 八千代 0296-49-6153 300-3544 茨城県結城郡八千代町若1477 https://www.jahikari.or.jp
有限会社泉観光 龍ケ崎 0297-64-6511 301-0806 茨城県龍ケ崎市半田町1198-1 https://izumikanko.wixsite.com/izumi/
京成トラベルサービス株式会社　本社営業所 八千代 047-460-3562 276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-5-3　京成八千代台東ビル4階 https://keiseitravel.co.jp/
京成トラベルサービス株式会社　八千代台営業所 八千代 047-484-1409 276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-1-10　ユアエルム八千代台店3F https://keiseitravel.co.jp/
京成トラベルサービス株式会社　勝田台営業所 八千代 047-483-5220 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-8-1　京成勝田台駅構内 https://keiseitravel.co.jp/
かもめトラベル株式会社 八千代 047-488-2952 276-0015 千葉県八千代市米本1652-1 https://e-kamome.co.jp/
サントラベルセンター　ゆみ～る鎌取店 千葉 043-488-5211 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1 ゆみ～る鎌取ショッピングセンター4階
株式会社農協観光　千葉支店 千葉 043-248-1611 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉3-2-6 https://ntour.jp/
有限会社ユニバーサルトラベル 千葉 043-351-5203 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-7-8-302
クラブツーリズム株式会社千葉分室 千葉 043-333-0165 260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番地 https://www.club-t.com/
京成トラベルサービス株式会社　本社営業所 千葉 043-382-5101 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1　千葉中央ショッピングセンターMio1 https://keiseitravel.co.jp/
イオンコンパス株式会社　旅行事業部 千葉 043-388-0187 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 https://www.aeon-tabi.com/
エイチ・アイ・エス千葉本店 千葉 050-1752-3036 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1　塚本大千葉ビルディング1階 https://access.his-j.com/01/036/
アイワトラベル株式会社 千葉 043-223-1641 260-0853 千葉県千葉市中央区葛城3-9-22　サンヒルズB101
近畿日本ツーリスト株式会社　千葉支店 千葉  043-227-9451 260-0013　 千葉県千葉市中央区中央3-3-8 https://www.knt.co.jp
トーワン観光株式会社 市原 0436-20-7118 290-0047 千葉県市原市岩崎389-8
エイチ・アイ・エスユニモちはら台営業所 市原 050-1752-3585 290-0143 千葉県市原市ちはら台西3-4　ユニモちはら台1階 https://access.his-j.com/01/585/
株式会社めもり～旅行 佐倉 043-483-7878 285-0812 千葉県佐倉市六崎1771-10 http://memory-travel.com/
株式会社日本トラベルサービス　サンピア 東金 0475-55-2511 283-0068 千葉県東金市東岩崎8-10 http://www.nts-tabi.net/
南総国際旅行株式会社 東金 0475-53-1800 283-0802 千葉県東金市東金587-6
サントラベルセンター　大網店 大網白里 0475-73-2165 299-3236 千葉県大網白里市みやこ野1-1-1 ショッピングセンターアミリィ1階
エイチ・アイ・エス本八幡コルトンプラザ営業所 市川 050-1752-3135 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1　ニッケコルトンプラザセンターモール3階 https://access.his-j.com/01/135/
サントラベルセンター　高根木戸店 船橋 047-490-2060 274-0063 千葉県船橋市習志野台1-1-13 イオン高根木戸店3階
京成トラベルサービス株式会社　営業部 船橋 047-460-8260 273-0005 千葉県船橋市本町4-7-30 https://keiseitravel.co.jp/
株式会社木下モーター　ケービートラベル 船橋 047-457-5539 270-1471 千葉県船橋市小室町3006番地 http://kosumosu-bus.co.jp/
とらべるたっち日旅有限会社 船橋 047-490-2784 274-0063 千葉県船橋市習志野台2-72-14
株式会社東京旅行開発 船橋 043-225-6621 273-0018 千葉県船橋市栄町1丁目19番9号
有限会社トラベルマリン本社 船橋 047-411-5455 274-0072 千葉県船橋市三山6-46-3-203 https://www.travel-marine.jp/
エイチ・アイ・エス津田沼パルコ営業所 船橋 050-1752-3087 274-0825 千葉県船橋市前原西2-18-1　津田沼パルコB館3F https://access.his-j.com/01/087/
エイチ・アイ・エスららぽーとTOKYO-BAY営業所 船橋 050-1752-3558 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1　ららぽーとTOKYO-BAY　北館2階 https://access.his-j.com/01/558/
有限会社エイト観光 船橋 047-469-4880 274-0816 千葉県船橋市芝山5-32-3
近畿日本ツーリスト株式会社　船橋店 船橋 047-423-4311 273-0005 千葉県船橋市本町4-41-19　本町セントラルビル１F https://www.knt.co.jp
JTB総合提携店マイタウントラベルテラスモール松戸店 松戸 047-702-3636 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 テラスモール松戸3階 https://stores.jtb.co.jp/bp798-0
東葛観光バス株式会社　あじさい観光 松戸 047-349-3551 270-0006 千葉県松戸市大金平2丁目57番地
株式会社ホーユープラン 松戸 047-349-6222 271-0051 千葉県松戸市馬橋106 http://www.earth-m.com/
有限会社ポテトツアー 松戸 047-341-0057 270-0001 千葉県松戸市幸田5-413
JTB総合提携店マイタウントラベルモラージュ柏店 柏 04-7170-0001 277-0837 千葉県柏市大山台2-3 モラージュ柏1階 https://stores.jtb.co.jp/bp174-0/
JTB総合提携店マイタウントラベルセブンパークアリオ柏店 柏 04-7197-2223 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ3階 https://stores.jtb.co.jp/bp195-0/
エイチ・アイ・エス　柏本店 柏 050-1752-3052 277-0005 千葉県柏市柏1-1-11 柏マルイ3階 https://access.his-j.com/01/052/
エイチ・アイ・エス　ららぽーと柏の葉 柏 050-1752-3587 277-0871 千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉3F https://access.his-j.com/01/587/
株式会社アクタス　細田観光 柏 04-7128-6421 277-0871 千葉県柏市若柴69-1　柏市公設市場内 http://axtus.jp/
株式会社染谷観光旅行社 我孫子 04-7182-0034 270-1167 千葉県我孫子市台田4-3-7 https://someyakankou.kagoyacloud.com/
江戸川観光有限会社 流山 04-7159-3413 270-0164 千葉県流山市流山1-24-3
有限会社北斗観光バス 野田 04-7120-8700 270-0233 千葉県野田市船形32-2
株式会社船形観光 野田 04-7129-4556 270-0233 千葉県野田市船形2437
有限会社ノダトラベルサービス 野田 04-7124-8479 278-0001 千葉県野田市目吹1686-9 https://matsushin.localinfo.jp/
両総観光株式会社　成田営業所 成田 050-3386-1164 286-0029 千葉県成田市ウィング土屋256番地 新橋ビル103 https://ryoso.jp/
総武観光トラベル　ボンベルタ成田店 成田 0476-36-5955 286-0017 千葉県成田市赤坂2-1-10 http://sobu-kanko.co.jp/
京成トラベルサービス株式会社　IUHW成田病院営業所 成田 0476-85-5020 286-0124 千葉県成田市畑ヶ田852　国際医療福祉大学成田病院健診棟1階 https://keiseitravel.co.jp/
京成トラベルサービス株式会社　本社営業所 成田 0476-27-1191 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3　ユアエルム成田店1F https://keiseitravel.co.jp/
株式会社日本トラベルサービス　本社 銚子 0479-25-4111 288-0056 千葉県銚子市新生町2-2-22 http://www.nts-tabi.net/
株式会社日本トラベルサービス　イオン銚子 銚子 0479-26-3310 288-0815 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 http://www.nts-tabi.net/
スペースツアーズ 香取 0478-79-6855 287-0011 千葉県香取市津宮595-2 http://www.space-tours.jp/
エアポートトラベル株式会社 香取 0478-75-2286 287-0102 千葉県香取市岩部3440-3 http://airporttravei.jp/
株式会社スカイワールド　スカイワールドトラベル 香取 0478-52-6522 287-0002 千葉県香取市北2丁目8番地12
株式会社アクティブ・ツアーズ 富里 0476-36-7755 286-0221 千葉県富里市七栄533-267 https://active-bus.com/index.html
総武観光トラベル　旭サンモール店 旭 0479-85-8828 289-2511 千葉県旭市イ2676-1 http://sobu-kanko.co.jp/
あさひ観光株式会社 旭 0479-60-2468 289-2504 千葉県旭市ニ1912-1
株式会社千葉県新聞旅行協会本社営業所 旭 0479-62-0357 289-2501 千葉県旭市新町239
総武観光トラベル　本社営業所 匝瑳 0479-73-2333 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ481 http://sobu-kanko.co.jp/
株式会社ワールド観光 神崎 0478-79-6606 289-0202 千葉県香取郡神崎町郡1008-1　神崎第一ビル2A
サントラベルセンター　茂原店 茂原 0475-20-2131 297-0078 千葉県茂原市高師台3-1-12 カスミフードスクエア茂原店
株式会社愛和旅行 茂原 0475-25-8060 297-0052 千葉県茂原市上茂原126-35 http://www.aiwa-ryokou.com/
総武観光トラベル　MEGAドン・キホーテ成東店 山武 0475-82-2600 289-1326 千葉県山武市成東1808-1 http://sobu-kanko.co.jp/
株式会社東日本ツアーズ 木更津 0438-53-7788 292-0038 千葉県木更津市ほたる野4-2-48 https://stores.jtb.co.jp/bn863-0/ （イオンモール木更津店）https://stores.jtb.co.jp/bd464-0/ （アピタ木更津店）
アクアトラベル株式会社 君津 0439-50-9090 299-1154 千葉県君津市南久保2丁目2-20



東京湾観光開発株式会社 富津 0439-65-1459 293-0043 千葉県富津市岩瀬1009 https://tabiesuto.jimdofree.com/
株式会社GREEN TOMATO 芝山 080-5949-4855 289-1608 千葉県山武郡芝山町岩山205-2 https://greentomato-j.com
有限会社今井観光　本社営業所 安孫子 04-7188-0235 270-1121 千葉県我孫子市中峠1391
鎌ケ谷観光バス有限会社　鎌ケ谷観光 鎌ヶ谷 047-444-3154 273-0131 千葉県鎌ケ谷市軽井沢2007 http://www.kamagayakanko-bus.co.jp/
房日観光 舘山 0470-25-5505 294-0045 千葉県館山市北條2199-4 https://bonichi.com
株式会社農協観光　埼玉支店 さいたま 048-830-1210 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9 https://ntour.jp/
株式会社農協観光　関東統轄支店 さいたま 048-755-9344 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9 https://ntour.jp/
エイチ・アイ・エス　大宮本店 さいたま 050-1751-8034 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 アルシェ大宮B1F https://access.his-j.com/01/034/
クラブツーリズム株式会社大宮分室 さいたま 048-649-5315 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町1-50　まつかめビル2F https://www.club-t.com/
平和観光サービス さいたま 048-798-7732 339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保１３０１
トラベル埼玉 さいたま 048-873-0111 336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾１９３１
三倭観光株式会社 さいたま 048-794-6211 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-6-15 http://www.mitsuwa-kanko.co.jp/
国際急行観光株式会社　さいたま営業所 さいたま 048-832-3101 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町2-20-15-205 http://www.kk-kanko.com/
名鉄観光サービス株式会社　さいたま支店 さいたま 048-641-5388 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目333番地13 https://www.mwt.co.jp
株式会社大前　ツーリスト浦和 さいたま 048-834-0077 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-11
エイチ・アイ・エス浦和パルコ営業所 さいたま 050-1751-8730 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1　浦和パルコ3階 https://access.his-j.com/01/730/
エイチ・アイ・エスコクーンシティさいたま新都心営業所 さいたま 050-1751-8150 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1　コクーンシティ　コクーン2　3階 https://access.his-j.com/01/A50/
東栄観光バス株式会社 さいたま 03-3965-0556 331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-3-4
ケイエムツーリスト 川口 090-1549-8947 333-0801 埼玉県川口市東川口5-1-16-402
株式会社ゆきトラベル 川口 048-211-9906 332-0021 埼玉県川口市西川口1-12-9
東武観光　川口 川口 048-264-3622 332-0031 埼玉県川口市青木2-17-13
エイチ・アイ・エスかわぐちキャスティ営業所 川口 050-1751-8115 332-0017 埼玉県川口市栄町3-7-1　かわぐちキャスティ2F https://access.his-j.com/01/115/
エウラトラベル 上尾 048-877-6961 362-0046 埼玉県上尾市壱丁目南9-9 https://euratravel.com/
株式会社大輪観光 上尾 048-774-7111 362-0062 埼玉県上尾市泉台1丁目15-7 http://dairin-kanko.co.jp/index.html
エイチ・アイ・エスイオンモール上尾営業所 上尾 050-1743-4223 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8番1号 https://access.his-j.com/01/B23/
有限会社エスケー交通 伊奈 048-728-0568 362-0808 埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿356-1 http://www.skbus.jp/
株式会社旅スマ 朝霞 048-463-8282 351-0011 埼玉県朝霞市本町1-14-22 http://www.travel-asaka.co.jp/
株式会社平成エンタープライズ 志木 048-487-7069 353-0004 埼玉県志木市本町5-22-26　HEGビル https://tour.vipliner.biz/
エイチ・アイ・エスららぽーと富士見営業所 富士見 050-1751-8149 354-0022 埼玉県富士見市山室1丁目1313番　ららぽーと富士見1階 https://access.his-j.com/01/A49/
株式会社農協観光　いるま野支店 ふじみ野 049-266-2411 356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2-4-1 https://ntour.jp/
トラベルネット株式会社 ふじみ野 090-3103-9916 356-0024 埼玉県ふじみ野市谷田1-1-25 https://stores.jtb.co.jp/bn902-02/
三久トラベル株式会社 三芳 049-259-5700 354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富368-2
ミヨシトラベル 三芳 049-258-4131 354-0046 埼玉県入間郡三芳町上富1496-4 http://www.mts-kk.com/travel/
株式会社MGC 三芳 049-259-6661 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保716-5 https://mgc-m.com/
株式会社ジャパンスタートラベル　埼玉営業所 三芳 049-293-6324 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保336-12 http://jstar-t.co.jp/
JTB総合提携店マイタウントラベルイオンモール春日部店 春日部 048-795-4848 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部3階 https://stores.jtb.co.jp/bn502-0/
有限会社今井商事　JTB総合提携店　ジョイフル観光越谷サンシティ店 越谷 048-940-6714 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-2876-1　越谷サンシティ1階 https://stores.jtb.co.jp/bp2050/
株式会社旅クラブジャパン 越谷 048-978-6066 343-0041 埼玉県越谷市千間台西5-3-58 https://tabi-club.co.jp/
エイチ・アイ・エスイオンレイクタウン営業所 越谷 050-1751-8541 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2　イオンレイクタウンkaze　3F https://access.his-j.com/01/541/
株式会社みさとトラベル 三郷 048-953-3333 341-0005 埼玉県三郷市彦川戸1丁目180-1
紫麻旅行 三郷 048-952-9821 341-0025 埼玉県三郷市茂田井７２５−９
株式会社クレス・ファイブ 所沢 04-2929-8221 359-1148 埼玉県所沢市小手指台2-12-7 https://c5t.co.jp/
西武バス株式会社 所沢 04-2995-8133 359-1131 埼玉県所沢市久米546-1 https://www.seibubus.co.jp/
エイチ・アイ・エスグランエミオ所沢営業所 所沢 050-1746-9785 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5　グランエミオ所沢3階 https://access.his-j.com/01/785/
有限会社仁科観光 飯能 042-974-4111 357-0044 埼玉県飯能市川寺475-13
株式会社中央ジャパンツーリスト 日高 042-985-1386 350-1206 埼玉県日高市南平沢１７７７−３
エムエス観光バス株式会社 川越 049-226-3483 350-0824 埼玉県川越市石原町2-2-3 http://www.ms-bus.com/
エイチ・アイ・エスアトレ川越営業所 川越 050-1742-5468 350-1122 埼玉県川越市脇田町105　アトレ川越5階 https://access.his-j.com/01/068/
JTB総合提携店信栄トラベルサービス 坂戸 049-283-7182 350-0229 埼玉県坂戸市薬師町28-1 丸広百貨店坂戸店3階 https://stores.jtb.co.jp/b8074-0/
株式会社東関越トラベル 坂戸 049-283-3739 350-0215 埼玉県坂戸市関間4-6-2
有限会社新晃トラベルサービス 毛呂山 049-294-6769 350-0461 埼玉県入間郡毛呂山町中央4-10-11
株式会社東松山トラベルサービス 東松山 0493-23-3171 355-0018 埼玉県東松山市松山町１−３−１６
大澤観光株式会社 ときがわ 0493-65-0228 355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町玉川1442
秩父観光興業株式会社 熊谷 048-521-3161 360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目１番地 http://www.chichibu-kanko.co.jp/
秩父鉄道観光バス株式会社 熊谷 048-526-3115 360-0033 埼玉県熊谷市曙町1丁目1番地 https://ctb.co.jp/
株式会社アイ旅行企画 熊谷 048-580-6111 360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1-125 https://www.i-ryokokikaku.com/
サン旅行開発株式会社　本社営業所 熊谷 048-522-5621 360-0018 埼玉県熊谷市中央2-87 http://www.sunryoko.co.jp/
有限会社トラベルユニット 深谷 048-571-9911 366-0033 埼玉県深谷市国済寺34-4 https://www.travel-unit.com/
深谷観光バス株式会社 深谷 048-571-1881 366-0829 埼玉県深谷市西大沼356 https://www.fukayakanko.com/
有限会社東案　トーアンツアーズ 寄居 048-577-1161 369-1216 埼玉県大里郡寄居町富田1699 http://to-an-tour.jp/
城南観光 寄居 090-2248-5752 369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土885-1 http://j-kanko.com/
株式会社リノン　リノンツーリスト 行田 048-555-0509 361-0038 埼玉県行田市前谷25番地 https://www.linon.co.jp/
トラベルダイ 行田 048-556-3217 361-0038 埼玉県行田市前谷561-2
株式会社大堰観光 行田 048-557-1400 361-0004 埼玉県行田市須加2972-2 http://www.o-zeki.co.jp/
株式会社協同バス　協同トラベル 行田 048-554-2256 361-0032 埼玉県行田市佐間1-20-36
株式会社サン旅行センター　本社営業所 加須 0480-72-3232 349-1134 埼玉県加須市北下新井334-3 https://kazosunryoko.amebaownd.com/



株式会社サン旅行センター　羽生店 羽生 049-560-2233 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 https://stores.jtb.co.jp/bj046-0/
ミニトラベル　未来営業所 久喜 0480-31-9849 346-0004 埼玉県久喜市南3-2-35　ベルピア久喜4-2-204 https://heito.web.fc2.com/
株式会社サン旅行センター　アリオ鷲宮店 久喜 0480-53-5511 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 アリオ鷲宮店2階 https://stores.jtb.co.jp/bn600-0/
株式会社島田観光　菖蒲営業所 久喜 0480-85-2147 346-0115 埼玉県久喜市菖蒲町小林2909-2 http://simadakankou.com
つばさ観光株式会社 蓮田 048-766-5000 349-0135 埼玉県蓮田市井沼478-1 https://tsubasakanko.wixsite.com/hasuda/
JTBたび旅ランド 幸手 0480-40-3003 340-0155 埼玉県幸手市上高野764　エムズタウン幸手西館 https://stores.jtb.co.jp/b8066-0/
株式会社埼玉航空サービス 幸手 0480-43-4891 340-0151 埼玉県幸手市緑台1-19-12 https://www.saitama-as.com/
ダイヤモンド観光 白岡 0480-53-7781 349-0202 埼玉県白岡市荒井新田４５１−１ http://diamond-kanko.jp/
東武交通観光株式会社　本社営業所 杉戸 0480-32-8007 345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地6丁目19-15
株式会社ファースト秩父バス 秩父 0494-62-0418 368-0064 埼玉県秩父市品沢宮前494-1
有限会社関口商店　ファイントラベル 小鹿野 0494-75-4130 368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1806-2
近畿日本ツーリスト株式会社　大宮店 大宮 048-641-7011 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 https://www.knt.co.jp
晃和交通トラベル 日髙 042-989-6565 350-1213 埼玉県日高市高萩591-4
共栄観光足利サービスセンター 足利 0284-70-3056 326-0821 栃木県足利市南町4254-1 http://www.kyoeikanko.com/
有限会社関東中央観光社 市貝 0285-68-0010 321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙1528
阪急交通社　北関東支店 宇都宮 028-333-2150 320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り2-1-1 https://www.hankyu-travel.com/
フクダヤトラベラーズクラブ 宇都宮 028-600-1555 320-0031 栃木県宇都宮市戸祭元町2-8 福田屋百貨店本社ビル3階 http://www.ryoko-kaihatsu.com/
有限会社ビーワン・トリップ 宇都宮 028-684-2633 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-17-13
株式会社農協観光　栃木支店 宇都宮 028-616-8988 321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9-14 https://ntour.jp/
エイチ・アイ・エス　宇都宮 宇都宮 050-1752-3054 320-0802 栃木県宇都宮市江野町 5-1　熊谷第9ビル1Ｆ https://access.his-j.com/01/054/
株式会社旅らんど 宇都宮 028-688-8322 320-0822 栃木県宇都宮市河原町7-5 フェニックス瑞雲508号室
エイチ・アイ・エス　小山 小山 050-1752-3745 323-0014 栃木県小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク1F TSUTAYA BOOKSTORE内 https://access.his-j.com/01/745/
県南旅行社 小山 0285-45-0889 329-0206 栃木県小山市東間々田2-24-11
株式会社羽田観光 さくら 028-682-2245 329-1311 栃木県さくら市氏家2565-30 http:www.kaigiyasan.jp
有限会社シンエイ観光バス さくら 028-685-1122 329-1405 栃木県さくら市金枝1534
株式会社東武旅行業務センター 佐野 0283-85-2418 327-0501 栃木県佐野市葛生東1-4-3 https://tobutour.com/
株式会社サン・トラベル 栃木 0282-22-1765 328-0013 栃木県栃木市昭和町7-3 https://suntravel-tochigi.co.jp/
有限会社たび倶楽部 栃木 0282-62-2813 323-1105 栃木県栃木市藤岡町甲266
有限会社アサノトラベル 那須塩原 0287-63-7960 325-0023 栃木県那須塩原市豊浦93-1
株式会社向立　うつのみや観光 宇都宮 028-662-4166 321-0944 栃木県宇都宮市東峰町3023-20 https://utsunomiyakk.com/
栃木ツーリスト 宇都宮 028-650-2482 320-0043 栃木県宇都宮市桜2丁目2番30号
関東ツアーサービス株式会社 宇都宮 028-614-4377 321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬4-25-5関東自動車ビル2階 https://www.kanto-tour-s.co.jp/
日旅トラベル 宇都宮 028-662-3400 321-0972 栃木県宇都宮市下川俣町135-28
有限会社サントラベルオフィス 宇都宮 028-600-6333 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町3369-28
有限会社岩崎観光社 益子 0285-72-2446 321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子640番地6 http://www.i-tours.co.jp/
はぎわら観光株式会社　本社営業所 益子 0285-72-5334 321-4105 栃木県芳賀郡益子町大字北中437-1 https://hagiwara-kankou.com/
関東旅行株式会社 佐野 0283-23-3315 327-0844 栃木県佐野市富岡町207-3
ユーミ・プランニング 鹿沼 0289-63-3939 322-0006 栃木県鹿沼市富岡460-1
有限会社ヨシノツアーサービスエイジェンシー 真岡 0285-82-1444 321-4305 栃木県真岡市荒町1078-3 https://yoshino-sakura.jp/
株式会社アキヤマ観光 真岡 0289-83-3251 321-4305 栃木県真岡市荒町2-6-2 https://akiyama-kankou.com/
有限会社福田観光社 壬生 0282-82-0206 321-0227 栃木県下都賀郡壬生町通町9-28 https://www.wedding-house.co.jp/
北関東交通プラスアルファ 壬生 0282-82-1372 321-0215 栃木県下都賀郡壬生町壬生乙1804
関東観光コンサルタント株式会社 足利 0284-41-2391 326-0024 栃木県足利市若草町2-7 http://www.kantokankoconsultant.co.jp/
尾花観光株式会社 足利 0284-71-2810 326-0822 栃木県足利市田中町902-10
那須中央観光バス株式会社 那須 0287-62-5151 325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲4008-10 https://www.nck-bus.com/
深澤観光 那須 0287-92-3750  324-0613 栃木県那須郡那珂川町馬頭2220
ハロー観光 日光 0288-22-6261 321-2335 栃木県日光市森友1596-16 https://hello-kanko.com/
クラブツーリズム株式会社横浜分室 横浜 045-330-0170 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 https://www.club-t.com/
株式会社はとバス　横浜営業所 横浜 03-3761-8267 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町637-2 https://www.hatobus.co.jp/
株式会社阪急交通社 横浜 03-6745-7344 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 https://www.hankyu-travel.com/
株式会社ドリームワールド 横浜 045-451-6396 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町KDX横浜ビル5階 https://www.dwt.ne,jp/
有限会社旅人 横浜 045-270-6973 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1118-5 http://tabyu-to.com/company/
株式会社ネクストツアー 横浜 045-263-8244 231-0033 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 http://nexttour.info/company.html
あさひ国際旅行株式会社 横浜 045-730-3381 232-0064 神奈川県横浜市南区別所1-2-13 https://www.asatabi.co.jp/
株式会社新中央ツーリスト 横浜 045-805-1173 245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南2-1-30 https://shin-chuo.co.jp/
富士バス観光株式会社 横浜 045-714-2271 233-0008 神奈川県横浜市港南区最戸1-3-6 https://fujibus.co.jp/
エイチ・アイ・エス横浜モアーズ本店 横浜 050-1752-5031 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1　岡田屋モアーズ4F https://access.his-j.com/01/031/
エイチ・アイ・エス横浜ジョイナス営業所 横浜 050-1752-5582 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-4　ジョイナス地下1階 https://access.his-j.com/01/582/
エイチ・アイ・エスたまプラーザ営業所 横浜 050-1745-4411 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-1-4　City palたまプラーザ1階 https://access.his-j.com/01/B10/
エイチ・アイ・エスノースポート・モール営業所 横浜 050-1752-5569 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1　ノースポート・モール2F https://access.his-j.com/01/569/
エイチ・アイ・エスららぽーと横浜営業所 横浜 050-1752-5592 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1　ららぽーと横浜3F https://access.his-j.com/01/592/
エイチ・アイ・エスコレットマーレみなとみらい営業所 横浜 050-1747-5104 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7　コレットマーレ5階 https://access.his-j.com/01/014/
株式会社にこにこ旅行 横浜 080-1246-1176 232-0002 神奈川県横浜市南区三春台156-9 http://2525tour.com/
イースタン企画株式会社 横浜 045-744-6068 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４−７−２２ https://eastern-tourist.com/
株式会社アルファツアーズ 横浜 045-353-9228 233-6004 神奈川県横浜市港区湊南中央通1-16 http://alphatours-yokohama.com/index.html
近畿日本ツーリスト株式会社　横浜高島屋店 横浜 045-319-2333 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31　横浜高島屋７F https://www.knt.co.jp



近畿日本ツーリスト株式会社　ヨドバシ横浜店 横浜 045-317-4301 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7（ヨドバシ横浜ビル７階） https://www.knt.co.jp
本多観光 川崎 044-200-0512 210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-2-8
エイチ・アイ・エス川崎本店 川崎 050-1752-5193 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎プラザ4F https://access.his-j.com/01/193/
エイチ・アイ・エスららテラス武蔵小杉営業所 川崎 050-1752-5127 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1302番　ららテラス武蔵小杉4階 https://access.his-j.com/01/A27/
エイチ・アイ・エスファミリー溝の口営業所 川崎 050-1752-5113 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4-1　マルイファミリー溝口6階 https://access.his-j.com/01/113/
株式会社スペースプラン　旅行事業部団体営業センター 川崎 044-911-4715 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2055 http://www.spaceplan.co.jp/travel/
近畿日本ツーリスト株式会社　ラゾーナ川崎店 川崎 044-522-8600 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川﨑プラザ4階 https://www.knt.co.jp
エイチ・アイ・エス横須賀モアーズシティ営業所 横須賀 050-1752-5044 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-30　横須賀モアーズシティ4F https://access.his-j.com/01/044/
エイチ・アイ・エスミウィ橋本営業所 相模原 050-1751-8035 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1　ミウィ橋本3階 https://access.his-j.com/01/035/
株式会社新中央ツーリスト相模原 相模原 042-750-2510 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘2-17-1 https://nct-sagamihara.com/
エイチ・アイ・エス厚木イオン営業所 厚木 050-1751-9041 243-0018 神奈川県厚木市中町1-5-10　イオン厚木7階 https://access.his-j.com/01/041/
エイチ・アイ・エスららぽーと海老名営業所 海老名 050-1752-5158 243-0482 神奈川県海老名市扇町13-1　ららぽーと海老名4F https://access.his-j.com/01/A58/
株式会社ワールド航空サービス 藤沢 0466-27-0111 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル3階 https://www.wastours.jp/
エイチ・アイ・エステラスモール湖南営業所 藤沢 050-1752-5540 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール湖南3F https://access.his-j.com/01/540/
エイチ・アイ・エスODAKYU湖南GATE営業所 藤沢 050-1752-5039 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湖南GATE5階 https://access.his-j.com/01/039/
株式会社のあたび 藤沢 0466-52-7775 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢6-13-4 https://noatabi.co.jp/
SUGIZAKI・トラベルサポート株式会社 小田原 0465-39-3900 250-0853 神奈川県小田原市堀之内24 https://www.sugizaki-highwaybus.com/
株式会社ビッグトラベル 大井 0465-83-7273 258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子336-1 http://www.bigtravel.jp
株式会社綜合旅行　アイツアーズ前橋みなみ店 前橋 027-289-9911 379-2143 群馬県前橋市新堀町18 https://stores.jtb.co.jp/bc639-0/
群馬中央バス株式会社 前橋 027-267-1135 379-2121 群馬県前橋市小屋原町384-1 http://gunmachuobus.co.jp/
コンフォートトラベル 前橋 027-219-0255 371-0031 群馬県前橋市下小出町2-22-1
東武自動車観光株式会社 伊勢崎 0270-24-4488 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3328-13 https://www.tobu-j.com/
株式会社カインズトラベル 伊勢崎 0270-25-3133 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３４２３−１５ https://www.cainztravel.com/
ローランド観光株式会社 渋川 0279-23-2007 377-0005 群馬県渋川市有馬1680-1 https://e-roland.com/
関越交通株式会社 渋川 0279-20-1900 377-0002 群馬県渋川市中村字中島608-1 https://www.kan-etsu.net/publics/index/8/
株式会社綜合旅行　アイツアーズ前橋吉岡店 吉岡 0279-20-5433 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保821 https://stores.jtb.co.jp/b8071-0/
株式会社群馬バス 高崎 027-364-1212 370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目2番地3 https://www.gunbus.co.jp/travel/
T-LIFEパートナーズ株式会社　高崎支店 高崎 027-325-2271 370-0849 群馬県高崎市八島町274　高崎高徳ビル7F https://partners.t-life.co.jp/
群馬コープ観光株式会社 高崎 027-373-7890 370-3522 群馬県高崎市菅谷町20-170 http://gunma-coop-kankou.co.jp/
株式会社ボルテックスアーク 安中 027-381-1919 379-0129 群馬県安中市下磯部987-1 https://www.vortex.gr.jp/group/ark/
有限会社ワールドアーストラベル 藤岡 0274-22-0299 375-0024 群馬県藤岡市藤岡906 https://www.worldearthtravel.com/
尾瀬紀行株式会社 片品 0278-25-8022 378-0415 群馬県利根郡片品村鎌田4177-1 https://ozekikou.com/
トラベルサライ 桐生 0277-65-6071 376-0041 群馬県桐生市河内町4-304
株式会社ワールドツーリスト 桐生 0277-55-5381 376-0011 群馬県桐生市相生町1-124-1　マーケットシティ桐生内 https://stores.jtb.co.jp/bg746-0/
有限会社プラスツーリズム 桐生 0277-20-8511 376-0035 群馬県桐生市仲町2丁目11-23 http://www.plus-tourism.jp/
上州観光サービス株式会社本社営業所 桐生 0277-54-0054 376-0013 群馬県桐生市広沢町3-3984-1
赤城観光自動車株式会社 みどり 090-3243-3345 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々616番地
館林観光バス株式会社 館林 0276-72-3388 374-0023 群馬県館林市大手町7-10 http://www.tatekan.co.jp/
大泉観光株式会社 大泉 0276-63-1311 370-0511 群馬県邑楽郡大泉町北小泉1-10-18
有限会社エスコート山梨 甲斐 055-279-5800 400-0115 山梨県甲斐市篠原2173-2
株式会社トラベルサロン 甲府 055-233-1123 400-0064 山梨県甲府市下飯田4丁目7-30
株式会社YBS T&L 甲府 055-231-3366 400-0024 山梨県甲府市北口2-6-10 https://www.ybs-travel.jp/
富士急トラベル株式会社　大月支店 大月 0544-22-1135 401-0013 山梨県大月市大月1-3-17 https://www.fujikyu-travel.co.jp/
福島ツーリストサービス株式会社 福島 024-573-5081 960-8252 福島県福島市御山字検田2番地1 http://www.fukushima-tourist.co.jp/
ヒットトラベル株式会社 福島 024-542-9200 960-0201 福島県福島市飯坂町字馬場14
株式会社農協観光　南東北支店郡山エリアセンター 郡山 024-983-0380 963-8024 福島県郡山市朝日2-14-7 https://ntour.jp/
有限会社三矢トラベル 郡山 024-956-7116 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字新家47番地 https://mituyatravel.com/
株式会社サンプラザ観光 田村 0247-73-8097 963-4312 福島県田村市船引町船引字原田9 http://sunplazakanko.com/
株式会社トラベルO 白河 0248-21-6601 961-0856 福島県白河市新白河1丁目201　グランデール新白河101 https://www.travel-o.jp/
株式会社トラベルスリー いわき 0246-25-8008 970-8026 福島県いわき市平字愛谷町4-8-4
株式会社ハーフタイムトラベル いわき 0246-38-4440 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町3-55
株式会社たび いわき 0246-38-6781 971-8131 福島県いわき市常磐上矢田町字江添2
会津交通観光株式会社 会津若松 0242-26-0011 965-0872 福島県会津若松市東栄町1番地81号
オリエントインターナショナルサービス 会津若松 0242-75-2929 969-3482 福島県会津若松市河東町谷沢字十文字62 http://oishomepage.travel.coocan.jp/
あいづ旅の匠　Zen 南会津 050-8880-9375 967-0641 福島県南会津郡南会津町和泉田字福田2031-1
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