
取扱旅行事業者 お問合せ先（電話またはURL） 地区
1 国際急行観光株式会社 03-3291-4771 千代田区
2 株式会社農協観光 03-5297-0306 千代田区
3 株式会社毎日企画サービス http://www.maitabi.jp 千代田区
4 一般社団法人日本移動教室協会 03-3233-1212 千代田区
5 株式会社オーシャンコネクト 03-6206-8175 千代田区
6 株式会社銀座プラネットサービス https://www.ginzaplanet.co.jp/ 中央区
7 株式会社エイチ・アイ・エス https://bus-tour.his-j.com/tyo/ 中央区
8 株式会社ビーケーエス 03-6278-0775 中央区
9 株式会社日本旅行 http://www.nta.co.jp/fukushima-ouen 中央区
10 株式会社読売旅行 http://www.yomiuri-ryokou.co.jp 中央区
11 有限会社ジィーティーエイ銀座旅行協会 03-3561-1554 中央区
12 名鉄観光サービス株式会社 https://www.mwt.co.jp/profile/kanto.shtm1#tokyo 中央区
13 株式会社タビックスジャパン http://www.tabix.co.jp 中央区
14 株式会社トラベル日本 03-5202-1173 中央区
15 首都国際観光興業株式会社 03-3669-6401 中央区
16 T-LIFE株式会社 https://www.t-life.co.jp 中央区
17 株式会社阪急交通社 03-6745-7344 港区
18 株式会社サイドサポートサービス 03-5733-2077 港区
19 株式会社ソニックツアーズ 03-5403-7331 港区
20 株式会社セラン 東京支店 03-6715-7755 港区
21 長治観光株式会社 www.listel-hotels.com 新宿区
22 クラブツーリズム株式会社 03-5988-3333 新宿区
23 おしどり興業株式会社 03-3351-8186 新宿区
24 トラベルイン株式会社 www.travel-inn.co.jp 新宿区
25 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 www.knt-metro.co.jp 新宿区
26 株式会社ビュート 03-3353-7177 新宿区
27 株式会社ヤングリゾート　東京支店 03-5227-3800 新宿区
28 株式会社旅屋 http://www.tabiya.co.jp 新宿区
29 株式会社ワールドプランニングオフィス http://www.wpo-net.co.jp 新宿区
30 オーク株式会社 http://oak-travel.sakura.ne.jp 新宿区
31 有限会社エフ・トラベル 03-5285-0007 新宿区
32 ユニックストラベル株式会社 03-3204-8686 新宿区
33 株式会社ビーウェーブ 03-6426-8757 新宿区
34 湯島サービス株式会社<翼紀行> 03-5684-0077 文京区
35 ビッグホリデー株式会社 https://bigs.jp/ 文京区
36 ヴァリューツーリスト株式会社 03-5828-9779 台東区
37 有限会社第一中央トラベル 03-5846-7188 台東区
38 株式会社日本旅行協会 03-3876-1021 台東区
39 細田観光株式会社 03-3873-1137 台東区
40 株式会社北信州観光協会 03-3845-0233 台東区
41 株式会社ツアープランナーオブジャパン 03-3835-4111 台東区
42 三友観光社 03-3614-0222 墨田区
43 東武トップツアーズ株式会社 https://tobutoptours.jp/ 墨田区
44 株式会社ヴァリー国際エージェンシー 03-3631-0701 墨田区
45 株式会社幸福トラベル 03-3610-5029 墨田区
46 株式会社びゅうトラベルサービス http://www.v-travels.co.jp/ 墨田区
47 株式会社グリーントリップ 03-5609-6611 江東区
48 アイオー・トラベラーズ株式会社 03-5858-6500 江東区
49 首都圏観光株式会社 03-3781-8601 品川区
50 株式会社JTB https://www.jtb.co.jp 品川区
51 株式会社F-SUNツーリストジャパン 03-5422-7530 品川区
52 株式会社トラベックスツアーズ 03-4326-3388 品川区
53 スター観光 03-3714-0044 目黒区
54 東京城南旅行会 03-3718-9387 目黒区
55 株式会社キックオフツアーサービス www.kickoff-kots.net/company.html 目黒区
56 株式会社はとバス https://www.hatobus.co.jp 大田区
57 東京インテックス 03-3773-1321 大田区
58 ケイエム観光バス株式会社 03-5705-7052 大田区
59 株式会社日本自動車流通機構（Jツーリスト） 03-6715-8611 大田区
60 株式会社コヤマコーポレーション　旅庵 03-3720-1311 世田谷区
61 株式会社グローバルツアー 03-3411-9686 世田谷区
62 有限会社アイ・タビーナ 03-5429-6176 世田谷区
63 株式会社冨士トラベル東京 03-3496-5677 渋谷区
64 京王観光株式会社 03-5351-7141 渋谷区
65 株式会社プライムコンセプト https://prime-concept.co.jp/travel/ 渋谷区
66 有限会社江山観光社 https://www.eyamax.com 中野区
67 株式会社アイネス 03-5340-3330 中野区
68 株式会社大日観光 http://www.dainichikanko.co.jp 中野区
69 株式会社SakuReal 03-6883-1609 中野区
70 タウントラベル 03-5303-0616 杉並区
71 株式会社飛鳥旅行 http://www.tabi-asuka.com 杉並区
72 愛観光 03-3910-0531 豊島区
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73 株式会社ウインド　 03-5949-6799 豊島区
74 株式会社関東観光社 http://www.bus-raku.net/ 豊島区
75 東都観光ツーリスト株式会社 03-5956-8230 豊島区
76 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 https://www.tcijapan.co.jp 豊島区
77 酒井建設　観光部 03-5974-7761 豊島区
78 ビオス旅行研究所 03-3981-6045 豊島区
79 株式会社ジャパンスタートラベル 03-5907-7611 北区
80 有限会社トラベルサイト 03-5902-5811 北区
81 昭和観光株式会社 03-3916-7331 北区
82 キャンディツアー http://www.candytour.jp/ 北区
83 有限会社旅の魔法使い www.tabimaho.co.jp 北区
84 ヤサカ観光興業株式会社 03-3891-3791 荒川区
85 風土サービス株式会社 03-3806-6211 荒川区
86 東和トラベルサービス株式会社 03-5959-8989 板橋区
87 有限会社鹿島観光 03-3932-8166 板橋区
88 株式会社ラッキートラベル 03-3554-0611 板橋区
89 株式会社東日ツーリスト http://www.tounichi-tour.co.jp 板橋区
90 東海観光サービス株式会社 03-3934-5311 板橋区
91 美晴観光株式会社 https://www.miharu-t.jp 板橋区
92 株式会社和光観光サービス 03-5904-0050 板橋区
93 アップル旅建株式会社 http://appleryoken.co.jp 板橋区
94 株式会社フロンティア フロンティアトラベル 03-3933-8801 板橋区
95 太平観光株式会社 03-3924-1911 練馬区
96 東京エルム観光株式会社 03-5945-0109 練馬区
97 国内綜合観光 03-3840-0271 足立区
98 国際観光交通株式会社 03-3888-1400 足立区
99 東京総合旅行 03-3853-6616 足立区
100 オリオンズ観光株式会社 03-3884-5800 足立区
101 青和観光株式会社 http://www.seiwa-group.co.jp 足立区
102 冨士自動車株式会社 http://www.fuji-j.co.jp 足立区
103 ワールド自興株式会社 03-3897-2809 足立区
104 株式会社ドリームタイム 03-5856-7186 足立区
105 株式会社G.Atourist www.ga-tourist.com 足立区
106 半澤旅行企画 03-3694-6875 葛飾区
107 有限会社スマイルツーリスト 03-3602-2525 葛飾区
108 たけのこ観光社 03-3672-6361 葛飾区
109 株式会社YUMEプラン http://www.yumeplan.biz/ 葛飾区
110 有限会社江戸川トラベル 03-3658-4737 江戸川区
111 丸三ツーリスト 03-5627-8466 江戸川区
112 株式会社東和旅行社 03-3671-3501 江戸川区
113 有限会社東日本ツーリスト 03-3657-8750 江戸川区
114 有限会社ハルト観光 03-6663-5550 江戸川区
115 有限会社江南トラベル 03-3670-1125 江戸川区
116 江戸川中央旅行社 03-3619-7555 江戸川区
117 株式会社スターツツーリスト 03-5659-6336 江戸川区
118 株式会社峰観光社 03-3680-3257 江戸川区
119 株式会社トミースカイサービス 03-3650-8639 江戸川区
120 協栄観光株式会社 03-3671-2830 江戸川区
121 トラベル・ジェイ 03-3657-2278 江戸川区
122 新東和旅行有限会社 042-623-9190 八王子市
123 株式会社八王子ツーリスト 042-624-8000 八王子市
124 あさひ国際旅行株式会社 042-656-5602 八王子市
125 有限会社さかやツーリスト 024-628-0050 八王子市
126 株式会社北斗ツーリスト 042-627-4910 八王子市
127 立川観光株式会社 http://www.tachikan.co.jp 立川市
128 株式会社スタービジョン 042-352-3151 府中市
129 タビユー株式会社 http://www.tabiyou.jp 府中市
130 株式会社新中央トラベル 042-542-4080 昭島市
131 株式会社大洋観光サービス http://www.taiyo-kanko.co.jp 昭島市
132 株式会社ベストワーク 042-480-2800 調布市
133 全国ネットツーリスト 042-441-1212 調布市
134 株式会社タウンツアーズ 042-727-2977 町田市
135 株式会社ジャクパ・エデュケアサポート 042-346-0041 小平市

136 株式会社エヌケートラベル 042-584-2210 日野市
137 有限会社ダイナ旅行 042-553-3310 福生市
138 株式会社ＫＥＮドリーム http://ken-dream.com 清瀬市
139 ノーマトラベル株式会社 042-462-8151 東久留米市
140 株式会社ツーリストプランナー 042-590-2061 武蔵村山市
141 株式会社狭山観光サービス 042-564-9704 武蔵村山市
142 大南トラベル株式会社 042-520-6371 武蔵村山市
143 秋川農業協同組合 042-559-8290 あきる野市
144 株式会社共同観光バス https://kyodobus.co.jp 西東京市
145 公益財団法人福島県観光物産交流協会 024-525-4024 福島市

http://www.bus-raku.net/
https://www.tcijapan.co.jp/
http://www.candytour.jp/
http://www.tabimaho.co.jp/
http://www.tounichi-tour.co.jp/
https://www.miharu-t.jp/
http://appleryoken.co.jp/
http://www.seiwa-group.co.jp/
http://www.fuji-j.co.jp/
http://www.ga-tourist.com/
http://www.yumeplan.biz/
http://www.tachikan.co.jp/
http://www.tabiyou.jp/
http://www.taiyo-kanko.co.jp/
mailto:info@towntours.co.jp
http://ken-dream.com/
https://kyodobus.co.jp/

	最終版HP用

