
別紙
１．被災地応援ツアーの取扱いのある都内旅行事業者を掲載しています。
２．所在地は、本社または営業所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。
　　最新の情報は、そちらで確認することができます。

【平成29年3月10日現在】 （50音順）
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（あい）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

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 http://www.tabi-asuka.com 杉並区

アップル旅建株式会社 ｱｯﾌﾟﾙﾘｮｹﾝ http://appleryoken.co.jp/ 板橋区

アルパインツアーサービス株式会社 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾂｱｰ http://www.alpine-tour.com/japan/ 港区

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 墨田区他

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（ウインドツアー）　 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

江戸川中央旅行社 ｴﾄﾞｶﾞﾜﾁｭｳｵｳ 03-3619-7555 江戸川区

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

株式会社エヌケートラベル ｴﾇｹｰﾄﾗﾍﾞﾙ 042-584-2210 日野市

株式会社F-SUNツーリストジャパン ｴﾌｻﾝﾂｰﾘｽﾄ 03-5422-7530 品川区

有限会社エフトラベル ｴﾌﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5285-0007 新宿区

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

オーク株式会社 ｵｰｸ http://oak-travel.sakura.ne.jp 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 渋谷区

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

協栄観光株式会社 ｷｮｳｴｲｶﾝｺｳ 03-3671-2830 江戸川区

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 千代田区他

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 03-3962-8475 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 03-4335-6281 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

ケイエム観光バス株式会社 ｹｲｴﾑｶﾝｺｳﾊﾞｽ 03-6423-0011 大田区

京王観光株式会社 ｹｲｵｳｶﾝｺｳ http://www.kingtour.com 渋谷区他

株式会社ＫＥＮドリーム ｹﾝﾄﾞﾘｰﾑ 042-497-7107 清瀬市

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

国内綜合観光 ｺｸﾅｲｿｳｺﾞｳｶﾝｺｳ 03-3840-0271 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 03-5733-2077 港区

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

JAあきがわ旅行センター ｼﾞｪｲｴｰｱｷｶﾞﾜ 042-559-8290 あきる野市

株式会社ジェイティービー ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ http://www.jtb.co.jp/
※お取り扱い開始日は、2017年4月3日（月）10時を予定しています。

品川区

ジャクパ旅行センター 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

首都国際観光興業株式会社 ｼｭﾄｺｸｻｲｶﾝｺｳ 03-3669-6401 中央区
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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

株式会社新中央トラベル ｼﾝﾁｭｳｵｳﾄﾗﾍﾞﾙ 042-542-4080 昭島市

新東和旅行有限会社 ｼﾝﾄｳﾜﾘｮｺｳ 042-623-9190 八王子市

株式会社スターツツーリスト ｽﾀｰﾂﾂｰﾘｽﾄ 03-5659-6336 江戸川区

株式会社スタービジョン ｽﾀｰﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.tabi-ku.net 府中市

スマイルツーリスト ｽﾏｲﾙﾂｰﾘｽﾄ 03-3602-2525 葛飾区

株式会社セラン東京支店 ｾﾗﾝ 03-6715-7755 港区

全国ネットツーリスト ｾﾞﾝｺｸﾈｯﾄﾂｰﾘｽﾄ 042-441-1212 調布市

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

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 http://www.tabi.co.jp 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 http://www.towntours.co.jp 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

たけのこ観光社 ﾀｹﾉｺｶﾝｺｳ 03-3672-6361 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 http://www.tabix.co.jp/ 中央区

株式会社旅屋 ﾀﾋﾞﾔ http://www.tabiya.co.jp 新宿区

タビユー株式会社 ﾀﾋﾞﾕｰ http://www.tabiyou.jp 府中市

長治観光株式会社 ﾁｮｳｼﾞｶﾝｺｳ http://www.listel-hotels.com 新宿区

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 http://www.tcijapan.co.jp/ 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 03-3934-5311 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 http://www.tounichi-tour.co.jp 板橋区

東武トップツアー ﾄｳﾌﾞﾄｯﾌﾟﾂｱｰ
03-3626-3106
※一部の店舗では、被災地応援ツアーのお申込みお取扱いができません。
　　詳細はお問い合わせください。

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 03-3650-8639 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 http://www.travex.jp/higaeri/ 新宿区

トラベルイン株式会社 ﾄﾗﾍﾞﾙｲﾝ http://www.travel-inn.co.jp 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

トラベルジェイ ﾄﾗﾍﾞﾙｼﾞｪｲ 03-3657-2278 江戸川区

株式会社トラベル日本 ﾄﾗﾍﾞﾙﾆｯﾎﾟﾝ 03-5202-1171 中央区

日通旅行株式会社 ﾆｯﾂｳﾘｮｺｳ 03-3573-8502 港区

一般社団法人日本移動教室協会 ﾆﾎﾝｲﾄﾞｳｷｮｳｼﾂ http://www.ets.or.jp 千代田区

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

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 042-462-8151 東久留米市

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

株式会社はとバス ﾊﾄﾊﾞｽ 03-3761-8111 大田区

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 03-6745-7344 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

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
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冨士自動車株式会社観光部 ﾌｼﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬ http://www.fuji-j.co.jp 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

プライムトラベル ﾌﾟﾗｲﾑｺﾝｾﾌﾟﾄ http://prime-concept.co.jp/travel/ 港区

株式会社フロンティア フロンティアトラベル ﾌﾛﾝﾃｲｱ 03-3933-8801 板橋区

株式会社ベストツアー　和田彰 旅行相談事務所 ﾍﾞｽﾄﾂｱｰ 042-444-6750 調布市

株式会社北斗ツーリスト ﾎｸﾄﾂｰﾘｽﾄ 042-627-4910 八王子市

細田観光株式会社 ﾎｿﾀﾞｶﾝｺｳ 03-3873-1137 台東区

毎日新聞旅行 ﾏｲﾆﾁｼﾝﾌﾞﾝ 03-6265-6966 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 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 http://www.wpo-net.co.jp/ 新宿区

株式会社和光輸送 和光観光トラベル ﾜｺｳｶﾝｺｳﾄﾗﾍﾞﾙ 03-5904-0050 板橋区

。


