旅行会社名

都道府県

住所

電話番号

株式会社トラベルビズ

千葉県

千葉市若葉区原町 912-17

043-254-2260

株式会社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

有限会社ナギレン観光

千葉県

館山市北条 2603

0470-22-5796

有限会社ＫＹツーリスト

千葉県

木更津市清川2丁目 1-16

0438-97-2779

株式会社 トリップスコム

千葉県

佐倉市鏑木町 1-9-3

043-420-8101

あさひ観光株式会社

千葉県

旭市ニ 1812-1

0479-60-2468

株式会社れいたくサービス

千葉県

柏市光ケ丘 2丁目1番1号

04-7171-2300

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

かもめトラベル株式会社

千葉県

八千代市米本1652-1

047-488-2952

東京湾観光開発株式会社

千葉県

富津市岩瀬 1009

0439-65-1459

株式会社久八商事

浦安旅行サロン

千葉県

浦安市堀江6丁目 5-30

047-381-0511

有限会社総武観光

総武観光トラベル

千葉県

匝瑳市八日市場イ ４８１

0479-73-2333

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１Ｆ

0475-73-2165

株式会社プレミアム旅行社

東京都

千代田区九段北4丁目 2番29号

（株）毎日企画サービス

東京都

千代田区九段南１丁目 6-17 千代田会館５階

03-6265-6926

株式会社

東京都

千代田区平河町二丁目 7番3号PMO平河町7階

03-6261-3468

株式会社ジェイ・ピー旅行

東京都

千代田区平河町2丁目 3番6号

03-3238-9331

株式会社トラベルハーモニー

東京都

千代田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか俱楽部ビル7階

03-6260-7444

株式会社西遊旅行

東京都

千代田区神田神保町2丁目 2番

03-3237-1391

国際医橋 株式会社

東京都

千代田区神田小川町1丁目 10－2 ATELIER YOURS小川町４０３

03-6822-2281

（株）シニア旅行カウンセラーズ 代理店 あかりトラベル

東京都

千代田区内神田二丁目 15番15号竹橋ビル5階501号室

03-5298-7820

Ｒｅｉｗａトラベルユー株式会社

東京都

千代田区外神田 2-12-6

03-6821-1489

泉友株式会社

東京都

千代田区鍛冶町二丁目 2番1号

東京都

千代田区飯田橋3-13-1

03-5214-2171

東京都

千代田区丸の内3 3-1 新東京ビルB1

03-3214-4821

株式会社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

03-6238-3083

㈱旅のデザインルーム

東京都

中央区銀座二丁目 6番8号

03-3567-9191

株式会社

東京都

中央区銀座 ３ー１１ー１３

株式会社Flower Communications

東京都

中央区銀座６丁目 ６－１－５階

03-5537-6726

株式会社ピカパカ

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

銀座ツアー

東京都

中央区銀座8丁目 6番8号

070-7520-1025

ブリヂストンビジネスサービス株式会社

東京都

中央区京橋三丁目 1番1号

03-6836-3561

鶴亀トラベル

東京都

中央区日本橋大伝馬町 13番7号 日本橋大富ビル 2階 B215号室

03-6403-7754

株式会社

東京都

中央区日本橋浜町 2番17号9 美術館ビル3階

03-3661-0111

ブルーライン株式会社

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

朝日航空サービス株式会社

東京都

港区元赤坂 1-1-7-1202

03-3401-6606

株式会社エーシーサービス

東京都

港区元赤坂 1-2-7 AKASAKA K-TOWER 9F

03-5786-6886

アパサービス株式会社

東京都

港区赤坂三丁目 2番6号

03-5570-2123

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 虎ノ門実業会館3階

True Japan Tour 通訳案内士育成室

東京都

港区芝公園３丁目 5番8号 機械振興会館

株式会社atta

東京都

港区芝浦三丁目 17番11-703号

株式会社

東京都

港区芝（１～３丁目） ２７－１４」

株式会社A STYLE CORPORATION

東京都

港区港南二丁目 １６番７号

株式会社ソニックツアーズ

東京都

港区芝大門 1-3-9 芝大門第一ビル９階

03-5403-7331

株式会社トラベループ

東京都

港区新橋五丁目 ７番１３号

03-3433-4777

株式会社グローバル ユース ビューロー

東京都

港区西新橋 1-8-1 REVZO虎ノ門7階

株式会社サントラベルセンター

鈴乃屋

鈴乃屋トラベル

東京本社

大和リゾート株式会社
株式会社

大網店

旅行事業部

國際旅行社

キャラバントラベル

日本橋トラベラーズクラブ

エム・エム・エス

080-4111-8411

共同ビル神保町3階

三井住友銀行神田駅前ビル3階

松本銀座ビル４階

アパ赤坂中央ビル4階

03-5296-5290

03-3543-4141

03-3508-1972
本館B109

03-6432-0193
03-4500-2185

アネックスオジマ１階

品川Ⅴタワー３２０４号

ビュロー新橋２Ｆ

03-5439-5510
03-6823-9310

03-3505-0055

旅行サロン四谷ジェイプラザ

東京都

新宿区左門町 ３－１左門イレブンビル１階

03-5369-2231

エス・アイ・ジャパン株式会社

東京都

新宿区西新宿 7-14-12

03-5937-0468

株式会社トラベルユアーズ

東京都

新宿区市谷田町 ２番地5号

03-3267-8125

株式会社JTBメディアリテーリング

東京都

文京区小日向 ６－６－１５茗荷谷駅MFビル３階

03-6902-5560

株式会社旅の風土

東京都

台東区根岸5丁目 19番8号

03-3871-0022

株式会社グッドツーリスト

東京都

台東区台東3丁目 12番5号クラシックビル7階

03-5807-6911

株式会社幸福トラベル

東京都

墨田区東向島 2-28-8

03-3610-5029

株式会社 東日本国際旅行社

東京都

墨田区両国 2－2－8 牧野ビル3F

03-5875-3800

ジャパン・カルチャーコミュニケーション株式会社

東京都

江東区古石場３丁目 1-7-502

03-3643-2340

株式会社ベストリザーブ

東京都

品川区二葉４丁目 １番２０号

03-5751-8241

株式会社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

株式会社ローソンエンタテインメント

東京都

品川区大崎１丁目 １１番２号ゲートシティ大崎イーストタワー１７Ｆ

03-6735-2222

スター観光

東京都

目黒区碑文谷 5-20-1

03-3714-0044

有限会社スカイエクスプレス

東京都

大田区池上 4丁目14番7号

03-6662-7411

旅日本株式会社

東京都

世田谷区等々力 ７－１５－５

03-5706-3099

株式会社東京ミツワ旅行会

東京都

渋谷区渋谷一丁目 10番6号

03-3400-1918

株式会社

東京都

渋谷区神山町4 14

03-3481-7666

東京都

渋谷区神南 1丁目12番14号701

東京都

渋谷区恵比寿西二丁目 8番13号号

03-5457-2310

株式会社新日本交通観光社

東京都

渋谷区神宮前六丁目 19番16号

03-3409-8085

旅の萬処株式会社

東京都

渋谷区恵比寿四丁目 5番8号

03-6427-2942

株式会社バリューHR

東京都

渋谷区千駄ヶ谷 5-25-5 バリューHR代々木ビル

株式会社冨士トラベル東京

東京都

渋谷区円山町 20-1新大宗道玄坂上ビル３F

03-3496-5677

日新航空サービス株式会社

東京都

中野区本町一丁目 32番２号

03-5308-1900

東京都

豊島区西池袋 5-10-5

03-3985-4220

東京都

豊島区西池袋 １－２９－５

日放ツーリスト

株式会社オフィス華林
GREENBIOCORPORATION株式会社

アリスツアー

㈱立教オフィスマネジメント
株式会社QHホリデー
インターナショナルツアーアシスタンス
ＫＹＯＳＡＩトラベルプラザ

東京都

050-6875-6480

6F

山の手ビル6-A

豊島区東池袋サンシャイン６０（５階）
都民共済ブライダルプラザ内（ハネムーンコーナー）

03-6380-1626

03-6914-2877
03-5911-2240

株式会社セカンドステージ

東京都

北区 赤羽2-49-7 山陽ビル2F

03-5249-4211

株式会社ほくとツアーズ

東京都

北区赤羽一丁目 19番7号

03-5249-3991

キャンディツアー

東京都

北区赤羽南 1-15-3-1004

03-5249-3560

有限会社旅の魔法使い

東京都

北区十条仲原 1-8-1 NHビル102

03-3909-9991

株式会社 ジャパンスタートラベル

東京都

北区滝野川 7-5-6 JSTビル4階

03-5907-7611

協栄観光株式会社

東京都

江戸川区北小岩６丁目 ３０番２号

03-3671-2830

風土サービス株式会社

東京都

荒川区南千住7丁目 1番1号

03-3806-6211

あさひ国際旅行株式会社

東京都

八王子市北野町 553-8-103

042-656-5602

株式会社

東京都

八王子市横川町 715-1

042-624-8000

ニュープリンス観光バス株式会社

東京都

八王子市丹木町 2-207-1

042-692-0033

栄光商事株式会社

東京都

武蔵村山市榎3丁目 21-1

042-531-5400

株式会社ゆうゆうツーリスト

東京都

多摩市一ノ宮一丁目 23-8-206

042-316-9143

有限会社

八王子ツ－リスト

旅人

神奈川県 横浜市戸塚区吉田町 1118-5

045-270-6973

有限会社いいだこ

神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町 1074-26

045-975-0439

株式会社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番６号

045-772-2037

株式会社ドリームワールド

神奈川県 横浜市神奈川区栄町 1-1 KDX横浜ビル5階

045-451-6333

一般財団法人横浜市教育会館

神奈川県 横浜市西区紅葉ケ丘 53番地

045-231-0960

株式会社ニコニコトラベル

神奈川県 横浜市西区みなとみらい 3-7-1オーシャンゲートみなとみらい10階

045-943-7251

株式会社富士国際旅行社

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11-4

045-212-2101

株式会社横浜エアーアンドシーサービス・横浜旅行社

神奈川県 横浜市中区曙町 1番1号

045-261-5222

ル・ヴァン・ブルービル２階

株式会社マリンツーリスト

神奈川県 横浜市磯子区杉田 ４－４－２４

東芝ツーリスト株式会社

神奈川県 横浜市港北区鳥山町555番地

050-3191-7403

インペリアル株式会社

神奈川県 横須賀市若松町一丁目 6番地

046-826-0001

有限会社フェニックストラベルインターナショナル

神奈川県 横須賀市湘南鷹取3丁目 4番3号

045-276-6365

湘南トラベル 株式会社

神奈川県 平塚市平塚一丁目 26番地12号

0463-68-4030

株式会社のあたび

神奈川県 藤沢市本藤沢6丁目 １３－４

0466-52-7775

株式会社湘南トラベルプラザ

神奈川県 藤沢市湘南台 1-5-10

0466-43-8700

SUGIZAKI・トラベルサポート株式会社

神奈川県 小田原市堀之内 24

0465-39-3900

株式会社エヌジェイツーリスト

神奈川県 綾瀬市小園 879-4

0467-79-6790

株式会社

神奈川県 足柄下郡箱根町湯本 711

0460-85-6777

神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴405

0465-68-3400

箱根観光旅館協会

株式会社ヤブタ建設不動産

045-778-9253

