
１．旅行事業者名等の公表を希望された事業者を掲載しています。

２．所在地は、本社がある区市を記載しています。

３．本表の内容は、今後（公財）東京観光財団ホームページ（http://tcvb.or.jp/ja/fukushima/）にて随時更新します

　　ので、最新の情報をご確認ください。
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旅行事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 問合せ先 所在地

アイオー・トラベラーズ株式会社 ｱｲｵｰﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 03-5858-6500 江東区

愛観光 ｱｲｶﾝｺｳ 03-3910-0531 豊島区

アイ・タビーナ ｱｲﾀﾋﾞｰﾅ 03-5429-6176 世田谷区

株式会社アイネス ｱｲﾈｽ 03-5340-3330 中野区

秋川農業協同組合 ｱｷｶﾞﾜﾉｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 042-559-8290 あきる野市

あきる野ツーリスト ｱｷﾙﾉﾂｰﾘｽﾄ 042-532-7251 あきる野市

あさひ国際旅行株式会社 ｱｻﾋｺｸｻｲﾘｮｺｳ 042-656-5602 八王子市

株式会社飛鳥旅行 ｱｽｶﾘｮｺｳ 03-3306-1500 杉並区

株式会社ヴァリー国際エージェンシー ｳﾞｧﾘｰｺｸｻｲｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 03-3631-0701 墨田区

ヴァリューツーリスト株式会社 ｳﾞｧﾘｭーﾂｰﾘｽﾄ 03-5828-9779 台東区

株式会社ウインド　 ｳｲﾝﾄﾞ 03-5949-6799 豊島区

株式会社エイチ・アイ・エス ｴｲﾁｱｲｴｽ http://www.his-j.com/kokunai/kanto/ 新宿区

株式会社ＨＩＣインターナショナル ｴｲﾁｱｲｼｰﾅｼｮﾅﾙ 03-5282-2410 千代田区

有限会社江戸川トラベル ｴﾄﾞｶﾞﾜﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3658-4737 江戸川区

有限会社江山観光社 ｴﾔﾏｶﾝｺｳｼｬ http://www.eyamax.com 中野区

株式会社エルシーピー旅行センター ｴﾙｼｰﾋﾟｰｾﾝﾀｰ 03-3426-9231 世田谷区

オーク株式会社 ｵｰｸ 03-3361-1122 新宿区

おしどり興業株式会社 ｵｼﾄﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ 03-3351-8186 新宿区

株式会社小田急トラベル ｵﾀﾞｷｭｳﾄﾗﾍﾞﾙ http://www.odakyu-travel.co.jp/kokunai/stay/aidu.html 渋谷区

オリオンズ観光株式会社 ｵﾘｵﾝｽﾞｶﾝｺｳ http://www.orion-tour.co.jp/ 足立区

有限会社鹿島観光 ｶｼﾏｶﾝｺｳ 03-3932-8166 板橋区

株式会社関東観光社 ｶﾝﾄｳｶﾝｺｳｼｬ 03-3918-6431 豊島区

株式会社北信州観光協会 ｷﾀｼﾝｼｭｳｶﾝｺｳｷｮｳｶｲ 03-3845-0233 台東区

キャンディツアー ｷｬﾝﾃﾞｨﾂｱｰ http://www.candytour.jp/ 北区

株式会社共同観光バス ｷｮｳﾄﾞｳｶﾝｺｳﾊﾞｽ 042-421-3347 西東京市

近畿日本ツーリスト株式会社 ｷﾝｷﾆﾎﾝﾂｰﾘｽﾄ http://www.knt.co.jp 千代田区

株式会社銀座プラネットサービス ｷﾞﾝｻﾞﾌﾟﾗﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ http://www.ginzaplanet.co.jp 中央区

クラウン観光社 ｸﾗｳﾝｶﾝｺｳｼｬ 090-4173-2434 板橋区

クラブツーリズム株式会社 ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ 03-5998-2233/03-5998-3333 新宿区

株式会社グリーントリップ ｸﾞﾘｰﾝﾄﾘｯﾌﾟ 03-5609-6611 江東区

株式会社グローバルツアー ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾂｱｰ 03-3411-9686 世田谷区

京王観光株式会社 ｹｲｵｳｶﾝｺｳ 03-5351-7141 渋谷区

京急観光株式会社 ｹｲｷｭｳｶﾝｺｳ 03-5767-9718 大田区

株式会社ＫＥＮドリーム ｹﾝﾄﾞﾘｰﾑ 042-497-7107 清瀬市

江東観光株式会社 ｺｳﾄｳｶﾝｺｳ 03-3631-2196 墨田区

株式会社幸福トラベル ｺｳﾌｸﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3610-5029 墨田区

国際観光交通株式会社 ｺｸｻｲｶﾝｺｳｺｳﾂｳ 03-3888-1400 足立区

株式会社コヤマコーポレーション　旅庵 ｺﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 03-3720-1311 世田谷区

株式会社サイドサポートサービス ｻｲﾄﾞｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ www.trv-support.com 港区

有限会社さかやツーリスト ｻｶﾔﾂｰﾘｽﾄ 042-628-0050 八王子市
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旅行事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 問合せ先 所在地

株式会社狭山観光サービス ｻﾔﾏｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 042-564-9704 武蔵村山市

株式会社三徳旅行 ｻﾝﾄｸﾘｮｺｳ 03-3797-1701 渋谷区

三友観光社 ｻﾝﾕｳｶﾝｺｳｼｬ 03-3614-0222 墨田区

有限会社ジィーティーエイ銀座旅行協会 ｼﾞｨｰﾃｨｰｴｲ 03-3561-1554 中央区

株式会社CBS ｼｰﾋﾞｰｴｽ 03-6690-4561 新宿区

株式会社ジェイアール東海ツアーズ法人営業東京支店 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾄｳｶｲﾂｱｰｽﾞ 03-6860-0205 中央区

株式会社ジェイティービー ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ http://jtb.jp/ 品川区
※お取り扱いの開始時期は、2016年4月中旬頃を予
定しています

株式会社四季の旅 ｼｷﾉﾀﾋﾞ 03-5203-1600 中央区

株式会社ジャクパ ｼﾞｬｸﾊﾟ 042-346-0041 小平市

株式会社ジャパンスタートラベル ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾀｰﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5907-7611 北区

首都圏観光株式会社 ｼｭﾄｹﾝｶﾝｺｳ 03-3781-8601 品川区

上信ツーリスト ｼﾞｮｳｼﾝﾂｰﾘｽﾄ 03-3979-0055 板橋区

株式会社ショウトラベル ｼｮｳﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3992-4501 練馬区

昭和観光株式会社 ｼｮｳﾜｶﾝｺｳ 03-3916-7331 北区

スター観光 ｽﾀｰｶﾝｺｳ http://www.star-kankou.com 目黒区

有限会社スタープランニング ｽﾀｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 03-5637-8266 墨田区

有限会社スマイルツーリスト ｽﾏｲﾙﾂｰﾘｽﾄ 03-3602-2525 葛飾区

株式会社青和観光トラベル ｾｲﾜｶﾝｺｳ http://www.seiwa-group.co.jp/kanko/ 足立区

株式会社セラン ｾﾗﾝ 03-6715-7755 港区

株式会社ソニックツアーズ ｿﾆｯｸﾂｱｰｽﾞ 042-595-8841 立川市

有限会社第一中央トラベル ﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳｵｳﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5846-7188 台東区

有限会社ダイナ旅行 ﾀﾞｲﾅﾘｮｺｳ 042-553-3310 福生市

太平観光株式会社 ﾀｲﾍｲｶﾝｺｳ 03-3924-1911 練馬区

株式会社大洋観光サービス ﾀｲﾖｳｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ http://www.taiyo-kanko.co.jp 昭島市

株式会社ダイワトラベル ﾀﾞｲﾜﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5923-9742 練馬区

タウンツアーズ ﾀｳﾝﾂｱｰズ 042-727-2977 町田市

タウントラベル ﾀｳﾝﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5303-0616 杉並区

タカラ観光社 ﾀｶﾗｶﾝｺｳｼｬ 03-3691-6689 葛飾区

立川観光株式会社 ﾀﾁｶﾜｶﾝｺｳ 042-522-8184 立川市

立川トラベルセンター ﾀﾁｶﾜﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ 042-553-2202 福生市

株式会社タビックスジャパン ﾀﾞﾋﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 03-6280-9000 中央区

長治観光株式会社 ﾁｮｳｼﾞｶﾝｺｳ http://www.listel.co.jp/lakeviewtour 新宿区

株式会社ツアープランナーオブジャパン ﾂｱｰﾌﾟﾗﾝﾅｰｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 03-3835-4111 台東区

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株式会社 ﾃｸﾆｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 03-5949-6811 豊島区

東海観光サービス株式会社 ﾄｳｶｲｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 090-2314-0174 板橋区

東京インテックス ﾄｳｷｮｳｲﾝﾃｯｸｽ 03-3773-1321 大田区

東京城南旅行会 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｳﾅﾝ 03-3718-9387 目黒区

東都観光ツーリスト株式会社 ﾄｳﾄｶﾝｺｳﾂｰﾘｽﾄ 03-5956-8230 豊島区

株式会社東日ツーリスト ﾄｳﾆﾁﾂｰﾘｽﾄ 03-5967-7840 板橋区

東武トップツアーズ ﾄｳﾌﾞﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3626-3106 墨田区

東和トラベルサービス株式会社 ﾄｳﾜﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 03-5959-8989 板橋区

株式会社東和旅行社 ﾄｳﾜﾘｮｺｳｼｬ 03-3671-3501 江戸川区

株式会社トミースカイサービス ﾄﾐｰｽｶｲｻｰﾋﾞｽ http://www.tomysky.com 江戸川区

株式会社トラベックスツアーズ ﾄﾗﾍﾞｯｸｽﾂｱｰｽﾞ 03-6233-1720 新宿区

トラベルイン株式会社 ﾄﾗﾍﾞﾙｲﾝ 03-3347-9058 新宿区

有限会社トラベルサイト ﾄﾗﾍﾞﾙｻｲﾄ 03-5902-5811 北区



旅行事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 問合せ先 所在地

株式会社トラベルジャスト ﾄﾗﾍﾞﾙｼﾞｬｽﾄ 03-5686-1888 足立区

株式会社日本旅行 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳ http://www.nta.co.jp/fukushima-ouen/ 中央区

株式会社日本旅行協会 ﾆﾎﾝﾘｮｺｳｷｮｳｶｲ 03-3876-1021 台東区

ニュー東京観光自動車株式会社 ﾆｭｰﾄｳｷｮｳｶﾝｺｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 03-6423-0011 足立区

株式会社農協観光 ﾉｳｷｮｳｶﾝｺｳ 03-5297-0309 千代田区

ノーマトラベル株式会社 ﾉｰﾏﾄﾗﾍﾞﾙ 0424-62-8151 西東京市

株式会社八王子ツーリスト ﾊﾁｵｳｼﾞﾂｰﾘｽﾄ 042-624-8000 八王子市

株式会社ハロートラベル ﾊﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5906-5490 新宿区

株式会社阪急交通社 ﾊﾝｷｭｳｺｳﾂｳｼｬ 03-6745-1300 港区

半澤旅行企画 ﾊﾝｻﾞﾜﾘｮｺｳｷｶｸ 03-3694-6875 葛飾区

株式会社ビーケーエス ﾋﾞｰｹｰｴｽ 03-6278-0775 中央区

ビオス旅行研究所 ﾋﾞｵｽﾘｮｺｳｹﾝｷｭｳｼｮ 03-3981-6045 豊島区

有限会社東日本ツーリスト ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾂｰﾘｽﾄ 03-3657-8750 江戸川区

株式会社びゅうトラベルサービス ﾋﾞｭｳﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3626-1537 墨田区

深沢観光サービス株式会社 ﾌｶｻﾞﾜｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 03-3891-0174 荒川区

冨士自動車株式会社 ﾌｼﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ 03-3870-6611 足立区

株式会社冨士トラベル東京 ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙﾄｳｷｮｳ 03-3496-5677 渋谷区

株式会社プライムコンセプト ﾌﾟﾗｲﾑｺﾝｾﾌﾟﾄ http://prime-concept.co.jp/ 港区

ブルーウイングツアーズ ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞﾂｱｰｽﾞ 03-3828-5041 文京区

株式会社ベストツアー ﾍﾞｽﾄﾂｱｰ 042-444-6750 調布市

株式会社ベストワーク ﾍﾞｽﾄﾜｰｸ 042-480-2800 調布市

株式会社毎日企画サービス ﾏｲﾆﾁｷｶｸｻｰﾋﾞｽ 03-6265-6926 千代田区

丸三ツーリスト ﾏﾙｻﾝﾂｰﾘｽﾄ 03-5627-8466 江戸川区

株式会社峰観光社 ﾐﾈｶﾝｺｳｼｬ 03-3680-3257 江戸川区

名鉄観光サービス株式会社 ﾒｲﾃﾂｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 03-5759-8410 品川区

ヤサカ観光興業株式会社 ﾔｻｶｶﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 03-3891-3791 荒川区

株式会社ヤングリゾート　東京支店 ﾔﾝｸﾞﾘｿﾞｰﾄ 03-5227-3800 新宿区

株式会社ラッキートラベル ﾗｯｷｰﾄﾗﾍﾞﾙ 03-3554-0611 板橋区

ワールド自興株式会社 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｺｳ 03-3897-2809 足立区

株式会社ワールドプランニングオフィス ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ 03-3354-9995 新宿区

和光観光サービス ﾜｺｳｶﾝｺｳｻｰﾋﾞｽ 03-5904-0050 板橋区


