登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

あーく・すりー・いんたーなしょなる

大阪府大阪市北区梅田２丁目２－２
プラザウエスト９Ｆ

あーばんつーりすと

東京都豊島区池袋２－５０－１ 日建ワールド
ハウジングセンター２Ｆ

馬場 栄一

1051 株式会社 アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー

あい・だぶりゅー・えい・つあー

福岡県福岡市博多区店屋町６番２５号

妹尾 正憲

1263 株式会社 アイ・ツーリスト

あい・つーりすと

愛知県名古屋市中区新栄３丁目２番５号

野田 聡

616 株式会社 アイ・テイ・エス

あい・てい・えす

東京都中央区京橋３丁目９番４号

小宮 正志

1818 株式会社 アイ・ティー・ビー （愛天地旅行）

あい・てぃー・びー（あいてんちりょこう）

東京都新宿区西新宿１－８－１ 新宿ビル５F

周 文

2017 株式会社アイウイングトラベル

あいういんぐとらべる

東京都文京区本郷５－２５－１４

中村 晋一

株式会社 ＩＨＩビジネスサポート （石川島航空サービ
1865 ス）

あいえいちあいびじねすさぽーと
す）

東京都千代田区有楽町１丁目１２番１号

小山

1409 株式会社 アーク・スリー・インターナショナル
703 アーバンツーリスト株式会社

（いしかわじまこうくうさーび

ヒルトン
河田 博文

靖

883 株式会社 ＩＡＣＥトラベル

あいえしいとらべる

東京都中央区日本橋馬喰町１－１４－５

西澤 重治

256 株式会社 アイエスエイ

あいえすえい

東京都港区港南１丁目６番４１号

倉橋 勝

1951 株式会社 アイガー

あいがー

京都府久世郡久御山町下津屋北野１１番地の
１
高橋 史郎

アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 （銀河鉄道
1966 観光）

あいじーあーるいわてぎんがてつどう （ぎんがてつどう
かんこう）

岩手県盛岡市青山２丁目２番８号

浅沼 康揮

1855 株式会社 アイネッツ国際教育

あいねっつこくさいきょういく

東京都千代田区神田東松下町１３番地

田中 國智

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1511 株式会社 アイラス

あいらす

東京都中央区日本橋箱崎町２０－１４

大野 裕兒

1175 株式会社 アクセストラベル

あくせすとらべる

大阪府大阪市中央区平野町１丁目４番９号

小関 髙俊

1102 株式会社 アクト・ユートラベル

あくと・ゆーとらべる

愛知県名古屋市中区錦３－５－２８ 錦サンラ
イズビル２階

大平 賢一

1902 アクトトラベル株式会社

あくととらべる

東京都豊島区東池袋１丁目４８番１０号 ２５山
京ビル５１５
丹野 馨

1442 株式会社 朝日航空

あさひこうくう

愛知県名古屋市中区栄２－１－１２ ダイヤパ
レス伏見４Ｆ
井上 嘉夫

1071 株式会社 朝日サービス

あさひさーびす

北海道札幌市中央区北1条西１丁目6番地
創世スクエア9階

丸山 清光

あさひとらべるいんたーなしよなる

東京都千代田区神田東松下町１３番地

田中 国智

あさひりょこう

東京都港区三田３丁目１３番１２号 三田ＭＴビ
ル
鶴田 隆志

1816 株式会社 アジア・コミュニケーションズ

あじあ・こみゅにけーしょんず

岡山県岡山市北区錦町５番１５号 南田辺ビル
４階
松井 三平

1744 株式会社 アジアネットツアー

あじあねっとつあー

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目６番１号

谷口 英治

2071 株式会社アチーブゴール

あちーぶごーる

東京都渋谷区代々木１－２－９
アネックスビル４Ｆ

渥美 修一郎

1868 株式会社 アップオン

あっぷおん

大阪府大阪市北区堂島１丁目１番２５号

森 一功

1576 株式会社 アップルワールド

あっぷるわーるど

東京都文京区堰口２－３－３ 目白坂ＳＴビル

須崎 和延

141 株式会社 アサヒトラベルインターナシヨナル
97 株式会社 朝日旅行

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

2055 株式会社アトコ

あとこ

愛知県名古屋市昭和区白金三丁目１８番２６号 木脇 徹一郎

1990 株式会社 アドツーリスト

あどつーりすと

福岡県福岡市中央区天神４丁目９－１０ 第２
正友ビル

2035 株式会社アドベンチャー

あどべんちゃー

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿ガー
デンプレイスタワー２４Ｆ
中村 俊一

1713 株式会社 アドベンチャーガイズ

あどべんちゃーがいず

東京都千代田区飯田橋４丁目５番４号

近藤 謙司

1167 株式会社 アトラストレック

あとらすとれっく

東京都新宿区四谷２丁目１０番地５

磯野 剛太

1978 株式会社 穴吹トラベル

あなぶきとらべる

香川県高松市磨屋町２番地８

阿部 有香

1801 株式会社 アニバーサリートラベル

あにばーさりーとらべる

東京都品川区東品川２丁目３番１２号

山田 直義

2016 株式会社アミューザ

あみゅーざ

京都府京都市中京区西ノ京南聖町１８番地２０ 北村 儀成

1530 株式会社 アムネット

あむねっと

東京都墨田区両国３丁目２５番５号

あめりかん・えきすぷれす・いんたーなしょなる・いんこーぽれぃ
てっど

東京都杉並区荻窪４丁目３０番１６号藤澤ビル （日本における代表者）
１２階
清原 正治

あるー

東京都千代田区九段北１丁目１３番５号

落合 文四郎

490 アルパイン・ツアー・サービス株式会社

あるぱいん・つあー・さーびす

東京都港区新橋３丁目２番５号

芹澤 健一

669 アルピコ長野トラベル株式会社

あるぴこながのとらべる

長野県長野市中御所５丁目３番１号

惣洞 吉明

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポ
17 レイテッド
1930 アルー株式会社

栗田 裕生

中川 富士夫

登録
番号

旅行業者名

1835 株式会社 アルファインテル
268 アルプス・トラベル・サービス株式会社
1660 株式会社 アレスインターナショナル

ふりがな

法人の所在地

代表者名

あるふぁいんてる

東京都港区新橋３丁目８番６号

佐藤 貞茂

あるぷす・とらべる・さーびす

東京都大田区雪谷大塚町１番７号

木下 泰

あれすいんたーなしょなる

東京都渋谷区神宮前６丁目９番１号

吉田 智行

アローヘッド・インターナショナル株式会社 （アローヘッ
586 ド・エア・サービス）

あろーへっど・いんたーなしょなる （あろーへっど・えあ・
さーびす）
東京都港区芝公園１丁目７番８号

川﨑 正

638 株式会社 アンビ・ア

あんび・あ （あんび・あつあーず）

松永 勝裕

（アンビ・アツアーズ）

静岡県焼津市栄町２丁目２番２１号

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1486 イー・エフ・トラベル・インターナショナル株式会社

いー・えふ・とらべる・いんたーなしょなる

東京都渋谷区渋谷２－１５－１ 渋谷クロスタ
ワー２７階

サンチョリ・リー

1780 株式会社 イー・ネット・トラベル

いー・ねっと・とらべる

東京都中央区築地１－９－２

小牧 雄二

1839 株式会社 イー・ホリデーズ

いー・ほりでーず

東京都千代田区内神田１－２－７

藤吉 大輝

1737 株式会社 いい旅

いいたび

東京都港区浜松町２－７－１７ イーグル浜松
町ビル５階
黒崎 康弘

1731 イーツアー株式会社

いーつあー

東京都新宿区新宿２丁目３番１１号

渡辺 章仁

いおんこんぱす

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１

城 友美

いずむ

東京都千代田区九段南３丁目４番５号

野口 和哉

いちばたとらべるさーびす

島根県松江市千鳥町２４

森山 輝也

1973 株式会社 一休

いっきゅう

東京都港区赤坂３丁目３番３号

森 正文

1830 伊那バス観光株式会社

いなばすかんこう

長野県伊那市西町５２３０番地

藤澤 洋二

1860 株式会社 イベロ・ジャパン

いべろ・じゃぱん

東京都新宿区岩戸町１７ 文英堂ビル４Ｆ

清瀬 靖子

1997 株式会社 ＥＶＥＮＴ ＬＡＢ （Turkish Air & Travel）

いべんとらぶ (たーきっしゅえあーあんどとらべる) 東京都世田谷区太子堂２丁目６番１５号

ジェム・チャカ
ローズ

1411 伊予鉄道株式会社

いよてつどう

清水 一郎

239 イオンコンパス株式会社
1749 株式会社 ｉｓｍ
597 株式会社 一畑トラベルサービス

愛媛県松山市湊町４丁目４番地１

登録
番号

旅行業者名

615 株式会社 伊予鉄トラベル

ふりがな

法人の所在地

代表者名

いよてつとらべる

愛媛県松山市湊町５丁目１番地１

清水 一郎

2012 株式会社岩手県北観光

いわてけんぽくかんこう

岩手県盛岡市厨川１－１７－１８

三上金昭

1920 株式会社ＩＮ

いん

愛知県名古屋市中区錦2-17-30
河越ビル901号室

風間 空児

1782 株式会社 インツーリスト・ジャパン

いんつーりすと・じゃぱん

東京都千代田区九段北４丁目１番１４号

エルコマフ・ワシーリィ

697 株式会社 インドネシア旅行社

いんどねしありょこうしゃ

東京都渋谷区渋谷２丁目１２番１２号

藤松 滋

356 インペリアル株式会社

いんぺりある

神奈川県横須賀市若松町１－６

小野関 紀江子

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1338 株式会社 ヴァリューワールド

う゛ぁりゅーわーるど

東京都品川区東五反田５丁目２７番１０号

西原 賢

1101 株式会社 ヴィーナストラベル

う゛ぃーなすとらべる

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号

佐々木 正美

1989 ヴィガーＫ２株式会社

う゛ぃがーけいつー

奈良県生駒郡斑鳩町稲葉西１－１－２５

永武 賢二

1361 ウィッシュインターナショナル株式会社

うぃっしゅいんたーなしょなる

東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号

前田 哲次

2030 ＷＩＬＬＥＲ株式会社

うぃらー

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号

村瀬 茂高

1811 株式会社 ウイングメイト

ういんぐめいと

東京都中野区本町２丁目５４番１１号

丸山 高人

1887 ウイングリゾート株式会社

ういんぐりぞーと

東京都中央区銀座３丁目１３番６号

涌井 久美子

1965 株式会社 ウィントラベル

うぃんとらべる

東京都中央区日本橋人形町３丁目５番２号

加藤 勉

1662 株式会社 ウェック・トレック

うぇっく・とれっく

東京都港区新橋６丁目２２番８号

古野 淳

1757 株式会社 ウェブトラベル

うぇぶとらべる

東京都港区南青山５丁目４番３０号

福田 隆明

1176 株式会社 羽後交通観光

うごこうつうかんこう

秋田県横手市前郷二番町７番３１号

齋藤 善一

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1700 株式会社 エア・システム

えあ・しすてむ

東京都中央区銀座３丁目７番１６号 銀座ＮＳ
ビル５階

鍵山 幸彦

1663 株式会社 エアートーヨー

えあーとーよー

東京都港区浜松町２丁目１０番５号

植田 宏和

961 エアーワールド株式会社

えあーわーるど

大阪府大阪市中央区内本町２丁目２番１４－２
０７号
二宮 脩造

えあとらべるとくしま

徳島県徳島市幸町１丁目４７番地３

山中 総

えあとり

東京都新宿区新宿５丁目１５番５号

吉村 英毅

えあぷらす

東京都大田区大森北１－１－５

岡田 健

えいち・あい・えす

東京都新宿区西新宿６丁目８番１号

澤田 秀雄

えいち・あい・えすおきなわ

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

北谷 益章

えいち・びー・しー・びじょん

北海道札幌市中央区北三条西２丁目１番地
共栄火災ビル

高木

2014 エイベックス・トラベル・クリエイティブ株式会社

えいべっくす・とらべる・くりえいてぃヴ

東京都港区靑山３－１－３０

加藤 進

1289 株式会社 エーアンドエー

えーあんどえー

東京都中央区銀座４丁目１０番３号

吉田 政義

1968 株式会社 ＡＮＡじゃらんパック

えーえぬえーじゃらんぱっく

東京都中央区八重洲２丁目８番８号

加藤 恭子

1656 ＡＮＡセールス株式会社

えーえぬえーせーるす

東京都中央区日本橋２丁目１４番１号

今西 一之

1982 株式会社 エアトラベル徳島
982 株式会社 エアトリ
1833 エアプラス株式会社
724 株式会社 エイチ・アイ・エス
2041 株式会社エイチ・アイ・エス沖縄
493 株式会社 エイチ・ビー・シー・ビジョン

肇

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

2006 株式会社 エーシーサービス

えーしーさーびす

東京都港区元赤坂一丁目５番５号

北原 直樹

1824 株式会社 エービーシーキャピタル

えーびーしーきゃぴたる

東京都千代田区丸の内３丁目１番１号

大石 忠幸

1392 エーペックスインターナショナル株式会社

えーぺっくすいんたーなしょなる

東京都新宿区新宿２丁目１５番２２号

仁科 克彦

2018 株式会社 エス・プランナー

えす ぷらんなー

東京都中央区掘留町二丁目３番１４号

酒井 教吉

1022 株式会社 エス・ティー・ワールド

えす・てぃー・わーるど

東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番７号

鹿島 義範

えすてぃーえーとらべる

東京都豊島区池袋２－４０－１３ 池袋デュープ
レックスビズ12階
浦 竜一

937 株式会社 エスティーエートラベル
株式会社 ＳＢＳプロモーション
1141 ズ）

（ＳＢＳツアー

えすびーえすぷろもーしょん
あーず）

（えすびーえすつ
静岡県静岡市駿河区森下町１番３５号

村田 潔春

1831 株式会社 エスプリ・ゴルフ

えすぷり・ごるふ

東京都港区赤坂４－９－１９

武井 雅子

1417 越後交通株式会社

えちごこうつう

新潟県長岡市千秋２丁目２７８８番地１

田中 直紀

2047 株式会社Ｎ．Ｉ．Ｔ．

えぬ。あい。てぃー。

東京都新宿区西新宿７丁目１７番７号
廣田ビル４階

近藤 康之

えぬ・てぃ・てぃ・とらべるさーびす

東京都台東区上野５丁目２４番１１号

太田 修司

えぬいーしーまねじめんとぱーとなー

神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３

増田 康次郎

えぬおーいー

東京都千代田区神田須田町１－２３－１住友不
動産神田ビル２号館
橋本 肇

715 株式会社 エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス
1875 ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社
41 株式会社 エヌオーイｰ

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1963 株式会社 ＮＴＴドコモ

えぬてぃーてぃーどこも

東京都千代田区永田町２丁目１１番１号

2078 株式会社NTセブンス

えぬてぃせぶんす

愛知県名古屋市中区橘二丁目３番３３号 ＮＴ
Ｐビジネスプラザビル
疋田 亮

1819 株式会社 愛媛新聞旅行

えひめしんぶんりょこう

愛媛県松山市大手町１丁目１２番地１

土居 英雄

1161 エフ・ケー・ケーエアーサービス株式会社

えふ・けー・けー・えあーさーびす

富山県高岡市下関町６番１号

大門 督幸

えふこーぷせいかつきょうどうくみあい（あっぷる
さーびす）

福岡県糟谷郡篠栗町大字篠栗４８２６番地１

堤

えぷそんにっしんとらべるそりゅーしょんず

長野県塩尻市広丘原新田８０番地

貝森 利之

えふねす

東京都千代田区九段南３丁目３番６号

岡田 直樹

702 エフコープ生活協同組合

（あっぷるサービス）

890 エプソン日新トラベルソリューションズ株式会社
1299 株式会社 エフネス

（ギャランツアー）

（ぎゃらんつあー）

吉澤 和弘

新吾

1872 株式会社 エボラブルアジア

えぼらぶるあじあ

東京都港区愛宕２丁目５番１号

吉村 英毅

1699 ｍｉｃ２１株式会社

えむあいしーにじゅういち

神奈川県横浜市中区万代町２－４－１

平山 裕章

えむえすつーりすと

東京都品川区西五反田１－３０－２ ウィン五
反田ビル５Ｆ

林 邦興

1610 エムオーツーリスト株式会社 （エムオーツーリスト）

えむおーつーりすと（えむおーつーりすと）

東京都港区浜松町２丁目４番１号

松本 巌雄

1999 株式会社 エムセックインターナショナル

えむせっくいんたーなしょなる

東京都渋谷区渋谷２丁目８番７号 青山宮野ビ
ル２階
田中 頼人

えむはーとつーりすと

大阪府守口市本町２丁目５番１８号

973 株式会社 エムエスツーリスト

558 エムハートツーリスト株式会社

岸本 博史

登録
番号

旅行業者名

243 ＭＢＣ開発株式会社 （ＭＢＣトラベル）

ふりがな

えむびーしーかいはつ

（えむびーしーとらべる）

法人の所在地

鹿児島県鹿児島市樋之口町１－１

代表者名

陶山 賢治

1144 株式会社 エモック・エンタープライズ

えもっく・えんたーぷらいず

東京都港区西新橋１丁目１９番３号 第２双葉
ビル２階
石坂 眞一

1036 株式会社 エルオルト

えるおると

東京都千代田区有楽町１丁目１番２号日比谷
三井タワー

石垣 隆久

えんてつとらべる

静岡県浜松市中区旭町１２－１

小野田 剛久

240 株式会社 遠鉄トラベル

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1901 株式会社 欧州エキスプレス （マックスビスタトラベル）

おうしゅうえきすぷれす （まっくすびすたとらべる） 東京都渋谷区円山町２８番３号

古川 豪己

2072 近江トラベル株式会社

おうみとらべるかぶしきがいしゃ

滋賀県彦根市駅東町１５番１

植田 重弘

1549 株式会社 大分航空トラベル

おおいたこうくうとらべる

大分県大分市末広町１丁目１番１８号

熊倉 衛

大垣正和サービス株式会社 （OKBトラベル本社営業
1613 所）

おおがきしょうわさーびす（おーけーびーとらべるほ
んしゃえいぎょうしょ）
岐阜県大垣市郭町２丁目６番地

昌山 裕

おおさかりょこう

大阪府大阪市東淀川区淡路４丁目５番１６号

西本 健二

おーしゃんめいと

東京都杉並区高円寺南４丁目２６番５号

栗原 健介

おーばーしーず・とらべる

東京都中央区銀座３丁目７番１６号 銀座ＮＳ
ビル５階

鍵山 幸彦

おーべるいんたーなしょなる

東京都千代田区九段北一丁目１０番１号

塙 裕行

155 沖縄ツーリスト株式会社

おきなわつーりすと

沖縄県那覇市松尾１丁目２番３号

東 良和

365 株式会社 小田急トラベル

おだきゅうとらべる

東京都渋谷区代々木２丁目２８番１２号

佐々木 文信

おりえんたる

福岡県福岡市博多区博多駅中央街８番２７号
第１６岡部ビル５階

康

おりおんつあー

東京都中央区東日本橋３丁目１０番６号

浅見 和晶

おんわーどらいふでざいんねっとわーく（おんわーどとら
べる）

東京都中央区日本橋３丁目１０番５号

工藤 康雄

584 株式会社 大阪旅行
1742 株式会社 オーシャンメイト
366 株式会社 オーバーシーズ・トラベル
1626 オーベルインターナショナル株式会社

2037 Oriental株式会社
692 株式会社 オリオンツアー
株式会社 オンワードライフデザインネットワーク （オン
1081 ワードトラベル）

戦義

登録
番号

旅行業者名

1935 株式会社 ガーデン

（エースツアー）

ふりがな

がーでん

（えーすつあー）

法人の所在地

代表者名

東京都品川区北品川５丁目９番４２号

関 和貴

1942 株式会社 カーニバル・ジャパン

かーにばる・じゃぱん

東京都中央区銀座６丁目２番１号

堀川 悟

2025 海洋観光株式会社

かいようかんこう

福岡市博多区奈良屋町１４－２０ ベスト大博
ビル５階

祭 赫

1210 株式会社 カウンシル・トラベル

かうんしる・とらべる

東京都渋谷区神宮前５丁目５３番６７号

上原ケイシートーマス

772 株式会社 カクタス航空

かくたすこうくう

東京都千代田区大手町１丁目６番１号 大手町
ビル8階863区
島本 啓太郎

788 株式会社 学侑社 （ＫＩＴサービスセンター）

がくゆうしゃ

石川県金沢市広坂１丁目２番２３号

泉屋 吉伸

368 鹿児島交通観光株式会社

かごしまこうつうかんこう

鹿児島県鹿児島市山下町９番５号

岩崎 芳太郎

1649 鹿島サービス株式会社 （カジマツーリスト）

かじまさーびす（かじまつーりすと）

東京都港区元赤坂１丁目３番１号

横山 裕三

1405 株式会社 霞が関トラベル

かすみがせきとらべる

東京都千代田区霞が関３丁目３番１号 尚友会
館
佐々木 裕二

1382 株式会社 風の旅行社

かぜのりょこうしゃ

東京都中野区新井２丁目３０番４号

（けいあいてぃさーびすせんたー）

原 優二

かほくしんぽうふきゅうせんたー（かほくしんぽうとら 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１番１０号 第
二河北ビル
佐藤 新光

1939 株式会社 河北新報普及センター （河北新報トラベル） べる）
1420 カメイ商事株式会社 （カメイトラベル）

かめいしょうじ（かめいとらべる）

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１８号

相澤 隆郎

1009 株式会社 かもめ（かもめツアーセンター）

かもめ（かもめつあーせんたー）

東京都港区西新橋１丁目１０番２号

中本 哲宏

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1840 カモメツーリスト株式会社

かもめつーりすと

東京都新宿四谷４丁目２８番４号 ＹＫＢエンサ
インビル１１階
山添 翔

1908 ガルーダ・オリエントホリデーズ・ジャパン株式会社

がるーだ・おりえんとほりでーず・じゃぱん

東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 国際ビ
ル２階
中平 勇夫

1293 関鉄観光株式会社

かんてつかんこう

茨城県土浦市真鍋１丁目１０番８号

廣瀬 貢司

かんとうつあーさーびす

栃木県宇都宮市簗瀬４丁目２５番５号

手塚 基文

983 関東ツアーサービス株式会社

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1985 株式会社 Ｇｅｅｋｏｕｔ

ぎーくあうと

東京都渋谷区渋谷二丁目12-15 日本薬学会
長長井記念館
櫛渕 忠一

2023 岐阜乗合自動車株式会社

ぎふのりあいじどうしゃ

岐阜県岐阜市九重町４丁目２０番地

黒川 公男

1590 株式会社 キャスト

きゃすと

北海道千歳市美々９８７番地２２

鳥越 靖司

きゃせいほりでーじゃぱん （しーえいちじぇい）

東京都港区海岸１丁目２番２０号

天野 美華

123 キヤノンツアーズ株式会社

きゃのんつあーず

東京都大田区下丸子３丁目３０番２号

岡野 和德

1516 株式会社 キャラバンツアー

きゃらばんつあー

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号
第16ＫＴビル602
郭 永成

1341 株式会社 キャラバントラベル

きゃらばんとらべる

東京都中央区銀座３丁目１１番１３号

王 昕

きゅーえいち・いんたーなしょなる

東京都港区虎ノ門３丁目５番１号

荻野 雅史

きゅうしゅうさんこうつーりずむ

熊本県熊本市中央区花畑町４番３号

矢田 素史

きゅうしゅうりょかくてつどう

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２５番２１
号
青柳 俊彦

きゅうでんさんぎょう
す）

福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

吉迫 徹

鹿児島県鹿児島市易居町１１番１９号

竹之内 日出晴

京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井
町２３９番地

前畑 知之

1349 キャセイホリデージャパン株式会社

（ＣＨＪ）

980 株式会社 キューエイチ・インターナショナル
1802 九州産交ツーリズム株式会社
965 九州旅客鉄道株式会社
1879 九電産業株式会社

（九電旅行サービス）

535 株式会社 共進組 （共進トラベル）

きょうしんぐみ

（きゅうでんりょこうさーび

（きょうしんとらべる）

きょうとしんぶんきかくじぎょう （きょうとしんぶん

1994 京都新聞企画事業株式会社 （京都新聞旅行センター） りょこうせんたー）

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1928 一般財団法人京都ユースホステル協会

きょうとゆーすほすてるきょうかい

京都府京都市右京区太秦中山町２９ 宇多野
ユースホステル内

堀場 厚

1107 株式会社 近畿日本ツーリスト沖縄

きんきにっぽんつーりすとおきなわ

沖縄県那覇市久米２丁目４番１６号

田中 雅彦

1886 株式会社 近畿日本ツーリスト九州

きんきにっぽんつーりすときゅうしゅう

福岡県福岡市博多区綱場町２番２１号

南部 勝也

1944 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

きんきにっぽんつーりすとこーぽれーとびじねす

東京都千代田区神田和泉町1番地

田ヶ原 聡

1926 株式会社 近畿日本ツーリスト中国四国

きんきにっぽんつーりすとちゅうごくしこく

広島県広島市中区立町１－２４

三田 周作

1925 株式会社 近畿日本ツーリスト東北

きんきにっぽんつーりすととうほく

宮城県仙台市青葉区中央１丁目７－２０

野崎 佳政

1885 株式会社 近畿日本ツーリスト北海道

きんきにっぽんつーりすとほっかいどう

北海道札幌市中央区北三条西２丁目２－１ 日
通札幌ビル６Ｆ
谷口 哲也

2039 株式会社近畿日本ツーリスト関西

きんきにほんつーりすとかんさい

大阪府大阪市浪速区湊町一丁目４番３８号

三田 周作

2052 株式会社近畿日本ツーリスト関東

きんきにほんつーりすとかんとう

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

髙川 雄二

2053 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

きんきにほんつーりすとしゅとけん

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

田ヶ原 聡

2038 株式会社近畿日本ツーリスト中部

きんきにほんつーりすとちゅうぶ

愛知県名古屋市名駅南一丁目２７番２号

中津 功

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1896 株式会社 クオリタ

くおりた

東京都新宿区西新宿６－８－１ 新宿オークタ
ワー２９階
郷 直人

2069 株式会社グッドラック・コーポレーション

ぐっどらっく・こーぽれーしょん

東京都品川区東品川2-3-12
シーフォートスクエアセンタービル１０階

堀田 和宣

1469 頸城観光株式会社

くびきかんこう

新潟県上越市西本町２丁目３番２１号

山田 知治

2042 熊本電気鉄道株式会社

くまもとでんきてつどう

熊本県熊本市中央区黒髪三丁目７番２９号

中島 敬髙

1693 クラブツーリズム株式会社

くらぶつーりずむ

東京都東京都新宿西新宿６丁目３番１号

小山 佳延

くらぶめっど

東京都港区南麻布３－２０－１ 麻布グリーン
テラス６階

スチュワート・
ド・ブルゴーニュ

2004 株式会社 グランドツアー

ぐらんどつあー

東京都千代田区神田富山町９番地 千代田第
３手塚ビル４Ｆ
髙野 博幸

1412 株式会社 栗林商会

くりばやししょうかい

536 株式会社 クラブメッド

（栗林航空サービス）

（くりばやしこうくうさーびす） 北海道室蘭市入江町１番地１９

栗林 和徳

1294 クルーズのゆたか倶楽部株式会社

くるーずのゆたかくらぶ

東京都千代田区鍛冶町２丁目５番１５号

2010 株式会社クルーズバケーション

くるーずばけーしょん

東京都中央区銀座８－８－１ 第７セントラルビ
ル７階
木島 榮子

1739 株式会社 クルーズプラネット

くるーずぷらねっと

東京都千代田区有楽町2ｰ10ｰ1

小林 敦

2054 株式会社クルーズライフ

くるーずらいふ

東京都中央区八丁堀四丁目１０番８号
第３ＳＳビル ３０３

伊藤 榮治郎

1579 株式会社 クレコ （トラベルタック）

くれこ （とらべるたっく）

東京都港区台場２－３－２

菊池 慎一

松浦 賢太郎

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

474 グローバルサービス株式会社

ぐろーばるさーびす

東京都千代田区麹町２丁目２番 ＶＯＲＴ半蔵
門Ⅱ

淵澤 三樹

285 株式会社 グローバルユースビューロー

ぐろーばるゆーすびゅーろー

東京都港区赤坂４丁目１５番１号

古木 謙三

1584 株式会社 クロノス・インターナショナル

くろのす・いんたーなしょなる

東京都港区新橋２丁目１２番１５号 田中田村
町ビル
小林 正人

1621 株式会社 クロノスツアー・ウエスト

くろのすつあー・うえすと

福岡県福岡市中央区天神４丁目２番２０号

古城 忍

1972 株式会社 グロリアツアーズ

ぐろりあつあーず

東京都港区南青山５－４－３０ CoSTUNE
NATIONAL Aoyama complex 2F

林 孝雄

登録
番号

旅行業者名

1502 株式会社 ケイ・アイ・エスインターナショナル

ふりがな

法人の所在地

代表者名

けい・あい・えすいんたーなしょなる

愛知県名古屋市中区錦２丁目１６番２１号

澤木 康人

20 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

けいえぬてぃしーてぃーほーるでぃんぐす

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

丸山 隆司

10 京王観光株式会社

けいおうかんこう

東京都新宿区新宿３丁目１番２４号

越水 陽太郎

2020 株式会社京急アドエンタープライズ

けいきゅうあどえんたーぷらいず

神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１３番８
号 三井生命上大岡ビル２F
亀卦川 悟

2045 株式会社ＫＫＤＡＹ ＪＡＰＡＮ

けいけいでい じゃぱん

東京都中央区京橋３－１－１
東京スクエアガーデン１４Ｆ

1897 株式会社 ケイジェイシー

けいじぇいしー

東京都品川区北品川１－１０－４ Ｙ・Ｂビル５Ｆ 張 智淵

けいせいとらべるさーびす

千葉県市川市八幡３丁目３番１号

三輪 武士

1298 京浜企画インターナショナル株式会社

けいひんきかくいんたーなしょなる

東京都大田区山王１－３１－２ 石ビル

髙師 意子

1627 ケイライントラベル株式会社

けいらいんとらべる

東京都中央区日本橋本町１丁目８番１６号 Ｋ
ＬＬ日本橋ビル
西垣 宏

2051 株式会社ＫＮＴ－ＣＴウェブトラベル

けーえぬてぃーしーうえぶとらべる

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

瓜生 修一

2040 株式会社ＫＮＴーＣＴグローバルトラベル

けーえぬてぃーしーぐろーばるとらべる

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

稲田 正彦

70 京成トラベルサービス株式会社

陳 明明

登録
番号

旅行業者名

444 株式会社 高知新聞企業 （高知新聞観光）

ふりがな

こうちしんぶんきぎょう

法人の所在地

（こうちしんぶんかんこう） 高知県高知市本町３丁目２－１５

代表者名

片山 茂

こうべしんぶんこうさん (こうべしんぶんりょこう
しゃ）

兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号

今井 和尚

こーぷえいしす （こーぷつーりすと）

兵庫県神戸市東灘区田中町５丁目２番１号

尼子 忠敬

2019 株式会社コープトラベル

こーぷとらべる

北海道札幌市白石区栄道１８丁目５番３５号

野村 弘道

1122 株式会社 コープトラベル東北

こーぷとらべるとうほく

宮城県仙台市泉区旭丘堤２丁目２２番２号

宮本 弘

1011 株式会社 コーワトラベル

こーわとらべる

福島県須賀川市影沼町２２２

八木 豊

こくさいかいはつ

東京都千代田区神田富山町１０番２号

原山 庫佳

1199 国際急行観光株式会社

こくさいきゅうこうかんこう

東京都千代田区神田神保町一丁目２５番 神
保町会館２階

竹井 康悦

1948 国際興業株式会社

こくさいこうぎょう

東京都中央区八重洲２丁目１０番３号

南 正人

こくさいこうくうりょこうさーびす

東京都中央区銀座７丁目１７番１１号

青木 猛夫

こくさいこうりゅうさーびす

大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目７番１６
号
辻田 順一

こくさいこうりゅうさーびすきょうかい

東京都港区虎ノ門１－２１－１７虎ノ門ＮＮビル
３階
牛山 貴

こくさいこうりゅうせんたー

東京都新宿区西新宿１－２４－１ エステック情
報ビルＢ２Ｆ
石谷 雄也

1084 神戸新聞興産株式会社

（神戸新聞旅行社）

1602 株式会社 コープエイシス

（コープツーリスト）

275 国際開発株式会社

569 国際航空旅行サービス株式会社
1793 株式会社 国際交流サービス
162 一般社団法人 国際交流サービス協会
1148 株式会社 国際交流センター

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

1005 株式会社 国際サービス・エージェンシー

法人の所在地

代表者名

こくさいさーびす・えーじぇんしー

東京都千代田区紀尾井町６番１２号

渥美 洋子

40 株式会社 國際旅行社

こくさいりょこうしゃ

東京都千代田区丸の内３丁目３番１号新東京
ビル

春日 政彦

411 株式会社 国際旅行社

こくさいりょこうしゃ

沖縄県那覇市久茂地３丁目４番１０号

與座 嘉博

こすもつーりすと

東京都千代田区丸の内１－６－１ 丸の内セン
タービルディング７階
松藤 俊司

848 株式会社 コスモトレードアンドサービス

こすもとれーどあんどさーびす

東京都品川区東品川２－５－８天王洲パーク
サイドビル

熊澤 潔

866 コナミスポーツ株式会社

こなみすぽーつ

東京都品川区東品川４丁目１０番１号

落合 昭

こべるこびじねすさぽーと （こべるこつーりすと）

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４
号

大井 敬一

こみゅにてぃ・ねっとわーく

東京都文京区本郷３丁目１９番２号

岩崎 安利

東京都港区新橋６－１８－５

木村 玄一

東京都千代田区一番町４－２５

安野 実

1740 コスモツーリスト株式会社

コベルコビジネスサポート株式会社
751 ツーリスト）

（コベルコ

799 コミュニティ・ネットワーク株式会社
株式会社 ゴルフダイジェスト社
1244 ター）
1898 株式会社 コンパクトシーク

（ゴルフツアーセン

ごるふだいじぇすとしゃ
たー）
こんぱくとしーく

（ごるふつあーせん

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

さいくる （さいくるつあー）

東京都中央区佃１－１１－８ ピアウエストスク
エア
宮本 保雄

2081 サイクル株式会社（サイクルツアー）

さいくる （さいくるつあー）

東京都中央区佃１－１１－８

宮本 保雄

2063 株式会社サイネックス・ネットワーク

さいねっくす・ねっとわーく

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番１３号

浅田 秀樹

989 株式会社 西肥バス旅行社

さいひばすりょこうしゃ

長崎県佐世保市白南風町８番１７号

川口 博樹

607 株式会社 西遊旅行

さいゆうりょこう

東京都千代田区神田神保町２丁目２番地

高橋 真理子

1552 佐川アドバンス株式会社

さがわあどばんす

東京都江東区新砂１－８－１０ ＳＧＨビル新砂
４階
小林 康男

1798 株式会社 ローソントラベル

さくせすつあーず

東京都品川区大崎１－１１－２ ゲートシティ大
崎イーストタワー６階
渡辺 章仁

225 札幌通運株式会社

さっぽろつううん

北海道札幌市中央区大通西８丁目２番地６

片岸 俊幸

893 サミット・エアー・サービス株式会社

さみっと・えあー・さーびす

東京都千代田区神田錦町一丁目４番地３

廣田 昌男

191 株式会社 サイクル （サイクルツアー）

株式会社 サン・アンド・アドベンチャー
1746 ズール）

（クラブ・ア
さん・あんど・あどべんちゃー

（くらぶ・あずーる） 東京都千代田区猿楽町２丁目７番３号

早瀬 悦子

1262 株式会社 三愛旅行社

さんあいりょこうしゃ

新潟県糸魚川市大町１丁目４番３号

片山 良博

1854 三岐鉄道株式会社 （三岐観光サービス）

さんぎてつどう

三重県四日市市富田３丁目２２番８３号

日比 義三

321 三喜トラベルサービス株式会社 （三喜ＩＣＩＣ）

（さんぎかんこうさーびす）

東京都豊島区北大塚１－１３－４ オーク大塚
さんきとらべるさーびす （さんきあいしーあいしー） ビル５階
甲斐 聖一

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1554 産經新聞開発株式会社

さんけいしんぶんかいはつ

大阪府大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号

須藤 修

2050 産經新聞開発株式会社

さんけいしんぶんかいはつ

東京都千代田区神田小川町１丁目１番

小佐治 道夫

さんけいりょこう

東京都中央区銀座一丁目１４番９号

伊藤 博之

1823 株式会社 サンスターライン

さんすたーらいん

大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３

野瀬 和宏

1599 サンデン旅行株式会社

さんでんりょこう

山口県下関市一の宮町３丁目10番５号

竹重 秀敏

1791 株式会社 サントラベル

さんとらべる

東京都新宿区百人町１－２３－６

金 仁源

1858 株式会社 三洋航空サービス

さんようこうくうさーびす

兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目７番８号

中塚 裕博

岡山県岡山市北区柳町２丁目１番１号

小原 範夫

東京都渋谷区神宮前５丁目４９番７号

山内 信

326 株式会社 産経旅行

1480 株式会社 山陽新聞事業社

（山陽新聞旅行社）

977 株式会社 サンワールド・ツアーズ

さんようしんぶんじぎょうしゃ
りょこうしゃ）
さんわーるど・つあーず

（さんようしんぶん

登録
番号

旅行業者名

1785 株式会社 シイ.エイ.エヌ.

（ＣＡＮ ＴＯＵＲ）

ふりがな

しい．えい．えぬ

（きゃん つあー）

法人の所在地

代表者名

東京都新宿区新宿２丁目８番１８号 第一バー
ディトライビル１Ｆ
勅使河原 晃子

しーあいてぃーえす・じゃぱん

東京都港区浜松町２－９－１ 高橋第三ビル３
F
張 兵

1894 株式会社 シーエフシージャパン

しーえふしーじゃぱん

東京都中央区日本橋蛎殻町１－３２－９

1943 株式会社 ＣＤＨＤ

しーでぃーえっちでぃー

東京都千代田区九段北１丁目５番９号 九段誠
和ビル７階
是川 清人

2080 株式会社Ｃｔｒｉｐ Ｊａｐａｎ

しーとりっぷじゃぱん

東京都千代田区大手町二丁目６番２号
日本ビル６Ｆ

高見 洋平

じえい・てい・えい・じゃぱん

東京都中央区日本橋堀留町１丁目３番１７号
日本橋三洋ビル

関 守男

1128 株式会社 ジェイ・ピー旅行

じぇい・ぴーりょこう

東京都千代田区平河町２丁目３番６号

中川 雅量

1783 JR九州高速船株式会社

じぇいあーるきゅうしゅうこうそくせん

福岡県福岡市博多区沖浜町１４番１号

水野 正幸

957 株式会社 ジェイアール東海ツアーズ

じぇいあーるとうかいつあーず

東京都中央区京橋１丁目５番８号

佐藤 一哉

673 株式会社 ジェイエスティ

じぇいえすてぃ

愛知県名古屋市中区栄３丁目１５番２７号

西 智彦

901 ジェイエッチシー株式会社

じぇいえっちしー

東京都中央区銀座７丁目１７番２号

清水 英治

（じぇいえふいーとらべる） 東京都台東区蔵前２丁目１７番４号

濱野 晃彦

587 シーアイティーエス・ジャパン株式会社

338 ジエイ・テイ・エイ・ジャパン株式会社

1562 ＪＦＥライフ株式会社 （ＪＦＥトラベル）

じぇいえふいーらいふ

2074 株式会社ＪＭＲＳ

じぇいえむあーるえす

東京都新宿区市谷本村町３－２０

徳田 彰子

中鉢 真輔

登録
番号

旅行業者名

64 株式会社 ＪＴＢ

ふりがな

法人の所在地

代表者名

じぇいてぃーびー

東京都品川区東品川２丁目３番１１号

髙橋 広行

じぇいてぃーびーおきなわ

沖縄県那覇市旭町112番地１

杉本 健次

じぇいてぃーびーがいあれっく

東京都豊島区南池袋２丁目４３番１９号

堀江 伸也

1747 株式会社 ＪＴＢグランドツアー＆サービス

じぇいてぃーびーぐらんどつあーあんどさーびす

東京都渋谷区神宮前５－７－２０ 神宮前太田
ビル４階
飯田

1723 株式会社 ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル

じぇいてぃーびーぐろーばるまーけてぃんぐあんどと
らべる
東京都品川区東品川２丁目３番１１号

黒澤 信也

2031 株式会社ＪＴＢ京阪トラベル

じぇいてぃーびーけいはんとらべる

大阪府大阪市中央区北浜三丁目２番２５号

森田

1776 株式会社 JTBビジネスイノベーターズ

じぇいてぃーびーびじねすいのべーたーず

東京都港区港南一丁目６番３１号

鈴木 雅己

1571 株式会社 ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ

じぇいてぃーびーびじねすとらべるそりゅーしょんず 東京都江東区豊洲５丁目６番５２号

渋谷 正光

1867 株式会社 ＪＴＢメディアリテーリング

じぇいてぃーびーめでぃありてーりんぐ

東京都文京区小日向４－６－１５

大谷 美文

1913 株式会社 ジェイトリップ

じぇいとりっぷ

東京都港区港南２丁目１５番１号
品川インターシティＡ棟２８Ｆ

石橋 幸夫

じぇいぶいしいけんうっど・ぱーとなーず

神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－１２

川内 徹

1359 株式会社 ジェイワールドトラベル

じぇいわーるどとらべる

東京都港区南青山２丁目５番１７号 ポーラ青
山ビル６Ｆ
山木 清

ジェーアイシー旅行センター株式会社 （ＪＩＣ旅行セン
1715 ター）

じぇーあいしーりょこうせんたー（じぇーあいしーりょこうせ
んたー）
東京都新宿区四谷２丁目１４番地８

1492 株式会社 ＪＴＢ沖縄
712 株式会社 JTBガイアレック

686 株式会社 ＪＶＣケンウッド・パートナーズ

晃

浩

伏田 昌義

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1822 株式会社 ＪＣＢトラベル

じぇーしーびーとらべる

東京都豊島区高田３－１３－２

渡辺 健治

1888 株式会社 ジェーピーツーワン

じぇーぴーつーわん

静岡県三島市一番町１５番１９号

杉本 浩一

1076 株式会社 ジェットアンドスポーツ

じぇっとあんどすぽーつ

東京都中央区銀座１丁目１８番２号

島津 隆司

1829 ジェットスターホリデーズ株式会社

じぇっとすたーほりでーず

大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号
大阪国際ビル１３階

横田 敏章

1919 株式会社 四季倶楽部旅

しきくらぶたび

東京都千代田区神田小川町三丁目２番２号

土屋 俊一

2048 株式会社四季の旅

しきのたび

北海道札幌市西区琴似２条四丁目１番２４号

鄭

1404 四国航空株式会社

しこくこうくう

香川県高松市兵庫町８番地１
庫町ビル

片岡 佳英

1042 四国旅客鉄道株式会社 （JR四国）

しこくりょかくてつどう

1707 株式会社 ジスコ・ボルネオ旅行社

日本生命兵

香川県高松市浜ノ町８番３３号

半井 真司

じすこ・ぼるねおりょこうしゃ

東京都千代田区鍛冶町２丁目１０番７号

野村 弘

しずてつかんこうさーびす

静岡県静岡市葵区追手町２番１２号

中澤 直樹

1444 株式会社 シティツアーズ

してぃつあーず

愛知県名古屋市西区幅下２丁目１８番１０号

日比 幹

1878 シティトラベルサービス株式会社

してぃとらべるさーびす

東京都豊島区北大塚２丁目２１番２号 柏ビル
１階
陳 乃華

2022 株式会社JINOTOUR

じのつあー

沖縄県那覇市おもろまち２丁目５番７号フリー
ベル天久新都心２０５

153 静鉄観光サービス株式会社

（じぇいあーるしこく）

眞旭

李 政勲

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1807 株式会社 ジャパトラ

じゃぱとら

東京都新宿区下落合３－２１－１ NKフジビル8
階
柏倉 幸彦

2067 株式会社 ジャパネットサービスイノベーション

じゃぱねっとさーびすいのべーしょん

東京都港区三田１－４－１

茨木 智設

1796 株式会社 ジャパン・エア・トラベル・マーケティング

じゃぱん・えあ・とらべる・まーけてぃんぐ

東京都港区芝２－３－３ 芝二丁目大門ビル
ディング２階

羽田 ダッシュ

じゃぱんぐれいす

東京都新宿区高田馬場１丁目３２番１３号

要 和弘

じゃぱんぐれーらいん

東京都千代田区麹町２丁目１４番地６

眞下 慶一郎

1653 ジャパンゴールデンドラゴン株式会社 （ＪＧＤ旅行）

じゃぱんごーるでんどらごん（じぇいじーでぃりょこ
う）

東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６ 恵比寿ツ
インズ９Ｆ
吉田 暁子

1771 株式会社 ジャパンスターﾄラベル

じゃぱんすたーとらべる

東京都北区滝野川７－５－６

じゃぱんぺがさすつあー

東京都杉並区西荻南２丁目１８番９号 菱研ビ
ル３階
半田 晴久

2009 株式会社 ＪＡＦメディアワークス

じゃふめでぃあわーくす

東京都港区芝大門１丁目９番９号

山口 眞人

1479 株式会社 ＪＡＬＪＴＡセールス

じゃるじぇいてぃえいせーるす

沖縄県那覇市山下町３番２４号

渡部 勝磨

1424 株式会社 ジャルセールス

じゃるせーるす

東京都品川区東品川２－４－１１

二宮 秀生

じゃるぱっく

東京都品川区東品川２丁目４番１１号

江利川 宗光

じゃんぼつあーず

沖縄県那覇市久茂地２－１５－１０

谷村 勝己

617 株式会社 ジャパングレイス
35 株式会社ジャパングレーライン

626 株式会社 ジャパンペガサスツアー

705 株式会社 ジャルパック
1374 株式会社 ジャンボツアーズ

磯部 昭三

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1677 株式会社 庄交コーポレーション （庄交トラベル）

しょうこうこーぽれーしょん（しょうこうとらべる）

山形県鶴岡市錦町２－６０

國井 英夫

1077 商工サービス株式会社 （中金トラベル）

しょうこうさーびす （ちゅうきんとらべる）

東京都中央区京橋３丁目３番２号

佐藤 昌昭

しょうせんみついきゃくせん

東京都港区赤坂１丁目９番１３号 三会堂ビル
５階
山口 直彦

しょうわしょうじ

岐阜県岐阜市香蘭１丁目１番地

村瀬 大一郎

じょーじはうす・じゃぱん

大阪府大阪市北区中崎３－５－１４

増田 由香

じょっとつーりすと

東京都大田区大森北１丁目２３番７号

森 加津昭

1678 ジョルダン株式会社 （ジョルダン トラベル）

じょるだんかぶしきかいしゃ（じょるだん とらべる）

東京都新宿区新宿２丁目５番１０号

佐藤 俊和

1647 神姫バス株式会社

しんきばす

兵庫県姫路市西駅前町１番地

長尾 真

1938 神姫バスツアーズ株式会社

しんきばすつあーず

兵庫県姫路市西駅前町１番地

坪田 一夫

2087 株式会社進研アド

しんけんあど

大阪府大阪市北区堂島二丁目４番２７号

田村 隆慶

1772 新常磐交通株式会社 （常磐交通観光）

しんじょうばんこうつう
こう）

福島県いわき市明治団地４番地の１

髙野 將弘

1761 神鉄観光株式会社

しんてつかんこう

兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目２０番２号

井本 昌彦

1403 新富観光サービス株式会社

しんとみかんこうさーびす

富山県富山市上野３３２

永守 徹

946 商船三井客船株式会社
1312 昭和商事株式会社

（ショーワトラベルサービス）

1416 株式会社 ジョージハウス・ジャパン
850 株式会社 ジョットツーリスト

（しょーわとらべるさーびす）

（じょうばんこうつうかん

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1149 株式会社 新日本海新聞社

しんにほんかいしんぶんしゃ

鳥取県鳥取市富安２丁目１３７番地

1423 株式会社 新日本観光センター

しんにほんかんこうせんたー

鳥取県鳥取市二階町３丁目２０６－３ 新日本
観光ビル
清水 紘一

436 新日本国際株式会社

しんにほんこくさい

東京都中央区日本橋富沢町10-10 402室

341 株式会社 信毎観光

しんまいかんこう

長野県長野市大字鶴賀字流２０５６ 柳町ビル 小松 盛喜

1618 株式会社 伸和エージェンシー

しんわえーじぇんしー

大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号

大辻 伸幸

1223 株式会社 シンワゴルフツーリスト

しんわごるふつーりすと

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物
町３２８ ＫＤＣビル

巽 利一

吉岡 利固

東海林 洋子

登録
番号

旅行業者名

1112 株式会社 水中造形センター

（マリンパックツアー）

ふりがな

法人の所在地

代表者名

すいちゅうぞうけいせんたー （まりんぱっくつあー） 東京都千代田区麹町一丁目７番

舘石 哲見

1874 スイトトラベル株式会社

すいととらべる

岐阜県大垣市旭町３丁目１１番地

一柳 正義

2024 株式会社スカイクルートラベル

すかいくるーとらべる

東京都板橋区大谷口２丁目６５番１０号

桑原 幸夫

2029 株式会社ＳＫＹＴＲＥＫ

すかいとれっく

東京都港区西麻布４丁目２１番２号 コートヤー
ドＨＩＲＯＯ ３Ｄ
永堀 敬太

1507 スカイパックツアーズ株式会社

すかいぱっくつあーず

東京都中央区東日本橋１丁目１番５号

志賀 秀人

1923 株式会社 裾花観光バス

すそばなかんこうばす

長野県長野市大字徳間字屋計３１３１番地

佐野坂 敬

1716 株式会社 スターツツーリスト

すたーつつーりすと

東京都江戸川区西葛西６－１５－３

岡本 英主

すたーれーんこうくうさーびす

東京都港区赤坂１丁目１１番２８号 M-City赤
坂一丁目ビル内

辻 良二

1553 スバル興産株式会社 （スバルトラベル）

すばるこうさん

東京都渋谷区恵比寿１－２０－８

鴨川 珠樹

1672 株式会社 スペース・プラン

すぺーす・ぷらん

神奈川県川崎市多摩区登戸２１０６番地

井上 和政

1954 株式会社 スペースワールド

すぺーすわーるど

東京都新宿区四谷４丁目３４番２号

高正 晃

530 株式会社 スポニチプライム

すぽにちぷらいむ

東京都江東区越中島２丁目１番３０号

角江 慶輔

173 スターレーン航空サービス株式会社

（すばるとらべる）

登録
番号

1871 株式会社 正宏商事

旅行業者名

ふりがな

（宏明旅行社）

440 株式会社 セイコートラベルサービス

せいこうしょうじ

（こうめいりょこうしゃ）

法人の所在地

代表者名

東京都千代田区神田和泉町１番地６の１ イン
ターナショナルビル４０１号
藤野 可聖

せいこーとらべるさーびす

東京都中央区京橋１丁目１４番７号

武重 文司

せいはねっとわーく

福岡県福岡市博多区店屋町１－３５
博多三井ビル２号館４Ｆ

坂口 正美

せいぶとらべる

東京都豊島区南池袋１丁目１６番１５号

藤井 忠光

1612 株式会社 世界紀行

せかいきこう

北海道札幌市中央区南一条西６丁目１１番地
札幌北辰ビル８階

照沼 一人

1870 株式会社 セブンカルチャーネットワーク

せぶんかるちゃーねっとわーく

東京都千代田区二番町８番地８

林 拓二

1111 株式会社 セブンフォーセブンエンタープライズ

せぶんふぉーせぶんえんたーぷらいず

東京都港区赤坂５丁目５番１３号

橋本 芳明

1212 株式会社 セラン

せらん

東京都港区元赤坂２丁目２番２３号

小林 直玄

1849 株式会社 セリエ

せりえ

東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２１－４

徳田 仁

ぜんこくだいがくせいかつきょうどうくみあいれんごうかい （ぜんこくだいがくせいきょう
れんりょこうせんたー）

東京都杉並区和田３丁目３０番２２号

毎田 伸一

せんとらるすぽーつ

東京都中央区新川１丁目２１番２号

後藤 聖治

奈良県大和郡山市高田町５８－５

平山 統浩

2079 セイハネットワーク株式会社
139 西武トラベル株式会社

全国大学生活協同組合連合会
1642 行センター）
1184 セントラルスポーツ株式会社
1097 株式会社 全日本旅行社
1585 株式会社 全旅

（全国大学生協連旅

ぜんにっぽんりょこうしゃ （おーるにっぽんつーり

（オールニッポンツーリスト） すと）

ぜんりょ

東京都中央区銀座１－１５－４ 銀座一丁目ビ
ル６Ｆ
中間 幹夫

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

754 双日ツーリスト株式会社
ソニーコーポレートサービス株式会社
1752 ニートラベル）
1588 株式会社 空の旅

法人の所在地

代表者名

そうじつつーりすと

東京都千代田区内幸町２丁目１番１号 飯野ビ
ルディング１８F
中村 博之

そにーこーぽれーとさーびす（そにーとらべる）

東京都港区港南１丁目７番１号

そらのたび

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－５６－７ 原宿ＹＴビ
ル２階
下里 義明

（ソ
橋谷 義典

登録
番号

旅行業者名

1508 第一観光株式会社

ふりがな

法人の所在地

代表者名

だいいちかんこう

福岡県福岡市博多区中呉服町５番８号

日野 康雄

315 第一航空サービス株式会社

だいいちこうくうさーびす

東京都千代田区麹町３－４－１

古賀 信三

236 株式会社 大学生協事業センター

だいがくせいきょうじぎょうせんたー

東京都杉並区和田３丁目３０番２２号

沼澤 明夫

307 株式会社 大成ツーリスト

たいせいつーりすと

東京都新宿区西新宿７丁目８番１２号

宮本 明彦

574 株式会社 ダイナスティーホリデー

だいなすてぃーほりでー

東京都中央区銀座１丁目９番７号

余 劍博

1385 太平観光株式会社

たいへいかんこう

東京都練馬区東大泉７丁目３８番９号

北垣 善男

1979 株式会社 大丸松坂屋百貨店

だいまるまつざかやひゃっかてん

東京都江東区木場２丁目１８番１１号

好本 達也

1977 株式会社 タイムデザイン

たいむでざいん

東京都渋谷区恵比寿１丁目１８番１４号 恵比
寿ファーストスクエア８F
髙松 祐三

1537 株式会社 ダイヤモンド・ビッグ社

だいやもんど・びっぐしゃ

東京都中央区八丁堀２丁目９番１号

三橋 和夫

てぃつあーず）

大阪府大阪市中央区粉川町２番９号

中田 将道

たいりくとらべる

東京都中央区新川２丁目２１番１０号 梶谷第
一ビル
吉富 正幸

たいりくりょゆう

東京都新宿区西新宿５丁目５番６号

谷奥 徹男

たかまつしょううん

香川県高松市サンポート１番１号

松村 英幹

株式会社 ダイヤモンドソサエティ
1738 エティツアーズ）
837 株式会社 大陸トラベル
1399 株式会社 大陸旅遊
263 高松商運株式会社

（ダイヤモンドソサ だいやもんどそさえてぃ

（だいやもんどそさえ

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1711 株式会社 ダスキン

だすきん

大阪府吹田市豊津町１番３３号

山村 輝治

1906 株式会社 ＴＡＢｉ’Ｚ

たびーず

東京都港区芝５丁目１３番１８号

熊澤 房弘

2043 株式会社旅倶楽部

たびくらぶ

埼玉県川口市本町三丁目４番３－２０２号

伊藤 淳一

1683 株式会社 旅工房

たびこうぼう

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 サンシャ
イン６０ ４６階
高山 泰仁

1706 株式会社 旅工房

たびこうぼう

山梨県中央市上三条４０１番地

1992 株式会社 旅助

たびすけ

東京都千代田区有楽町1丁目10番1号 有楽町
ビル
宮島 輝喜

2056 株式会社タビックスジャパン

たびっくすじゃぱん

東京都中央区八丁堀一丁目２番８号

石川 邦大

2032 タビットツアーズ株式会社（Tabbit tours）

たびっとつあーず

茨城県水戸市酒門町５１２３番地

柏村 祐二

たびのでざいんるーむ

東京都中央区銀座２丁目６番８号日本生命銀
座ビル

中 昭二

たびりずむ

東京都港区東新橋１丁目９番２号

宮下 直之

288 株式会社 旅のデザインルーム
1996 株式会社 たびりずむ

山中 広雄

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

ちきゅうのあるきかたてぃーあんどいー

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 サンシャ
イン６０ ２５階
万浪 靖司

ちっくとらべるせんたー

愛知県名古屋市中区錦１丁目２０番１９号 名
神ビル
山口 寿史

1787 チャイナエンタープライズ株式会社

ちゃいなえんたーぷらいず

東京都港区西新橋２丁目４番３号 プロス西新
橋ビル５Ｆ
常 永波

1052 中央大学生活協同組合

ちゅうおうだいがくせいかつきょうどうくみあい

東京都八王子市東中野７４２の１

中川 洋一郎

555 株式会社 中央ツーリスト

ちゅうおうつうりすと

沖縄県那覇市古波蔵１丁目５番１号

宮平 良一

282 株式会社 中外旅行社

ちゅうがいりょこうしゃ

東京都台東区上野７丁目２番６号

韓 正治

1891 株式会社 中紀バス観光社

ちゅうきばすかんこうしゃ

和歌山県御坊市湯川町小松原４１０番地の１

高垣 太郎

1680 株式会社 中国観光社 （ＣＴＡ）

ちゅうごくかんこうしゃ

東京都千代田区内神田３丁目４番１１号

大平 健治

1758 株式会社 中国巨龍旅行社

ちゅうごくきょりゅうりょこうしゃ

東京都千代田区九段北１丁目５番９号 九段誠
和ビル７階
鄭 建新

1986

ちゅうごくたーみなるさーびす

広島県広島市中区基町１１番１３号

水田 浩二

1483 株式会社 中国トラベル

ちゅうごくとらべる

広島県福山市南蔵王町５丁目１０番１１号

松田 久

1631 中青旅日本株式会社

ちゅうせいりょにほん

東京都港区西新橋２－２－２ 澤ビルディング４
Ｆ
関 旭

1685 株式会社 地球の歩き方Ｔ＆Ｅ
735 株式会社 チックトラベルセンター

636 中日企業株式会社 （中日ツアーズ）

ちゅうにちきぎょう

（しーてぃーえー）

（ちゅうにちつあーず）

愛知県名古屋市中区三の丸１丁目５－２ 中日
新聞社北館１階
加藤 久昌

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1884 中部観光株式会社

ちゅうぶかんこう

富山県富山市黒崎４４５番地

山﨑 聡

1705 株式会社 チンギスハーン旅行

ちんぎすはーんりょこう

東京都荒川区西日暮里５丁目１５番７号

ロブサンドルジ ガルタ

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1665 株式会社 ツアー・ウェーブ

つあー・うぇーぶ

宮城県仙台市青葉区本町２丁目５番１号

江口 篤

1814 株式会社 ツアーコラボ

つあーこらぼ

福岡県福岡市中央区天神４丁目１番１７号

松村 聡文

つあーしすてむ （にほんつあーしすてむ）

石川県金沢市入江２－８８

堂井 康史

734 株式会社 ツアープランナーオブジャパン

つあーぷらんなーおぶじゃぱん

東京都台東区上野３丁目２番１号

荷口 優

527 通商航空サービス株式会社

つうしょうこうくうさーびす

東京都千代田区岩本町２丁目８番８号

岩田 健作

つーりすとあいち

愛知県春日井市柏井町２丁目７６番地

岡部 清次郎

1099 ツアーシステム株式会社

（日本ツアーシステム）

1864 株式会社 ツーリストアイチ

ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式 つーりすといんたーなしょなるあしすたんすさーび
1173 会社
す

東京都港区西新橋３－１３－３ ユニゾ西新橋
三丁目ビル１階
杉田 智信

1988 株式会社 ツーリストトップワールド

つーりすととっぷわーるど

愛知県名古屋市中川区長良町３－２０

つきのともかんこう

京都府京都市山科区東野北井ノ上町７番地の
５
中嶋 潔

つむらーれこーぽれーしょん

東京都港区芝１－７－１７ 住友不動産芝ビル
３号館３階
庄司 光孝

つるやひゃっかてん

熊本県熊本市中央区手取本町６番１号

583 月の友観光株式会社
1580 株式会社 ツムラーレコーポレーション
624 株式会社 鶴屋百貨店 （鶴屋トラベルサロン）

（つるやとらべるさろん）

安吉 亮

久我 彰登

登録
番号

旅行業者名

1748 株式会社 ティ・アイ・コンソーシア

ふりがな

法人の所在地

代表者名

てぃ・あい・こんそーしあ

東京都千代田区九段南３－３－６

岡田 直樹

828 TRSトラベル株式会社

てぃーあーるえすとらべる

東京都中央区日本橋本町３丁目２番１３号

髙木 光治

2073 合同会社ＤＭＭ．Ｃｏｍ

でぃーえむえむどっとこむ

東京都港区六本木３－２－１

亀山 敬司

1967 株式会社 ティーケーピー

てぃーけーぴー

東京都新宿区市谷八幡町８番地

河野 貴輝

てぃーらいふほーるでぃんぐす

東京都中央区八丁堀１－２－８

石川 邦大

てぃえらこむ

兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３神戸
ハーバーランドセンタービル１９階

増澤 空

197 T-LIFEホールディングス株式会社
1336 株式会社 ティエラコム

（カリヨントラベルサービス）

（かりよんとらべるさーびす）

2028 株式会社ＤＥＯＷ（留学ワールド）

でぃお（りゅうがくわーるど）

東京都渋谷区渋谷２丁目１６番５号

真鍋 将晃

1419 株式会社 デイトライン （ＯＭ ＴＯＵＲ）

でいとらいん（おむつあー）

東京都港区芝５丁目３１番１５号

丹野 準二

2062 株式会社デーリー東北新聞社

でーりーとうほくしんぶんしゃ

青森県八戸市城下一丁目３番１２号

荒瀬 潔

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

1139 会社
314 テック航空サービス株式会社
2090 株式会社電通
360 株式会社 天満屋トラベル

東京都港区虎ノ門１丁目１番２０号 虎ノ門実
てくにかるこみゅにけーしょんずいんてりじぇんとじゃぱん 業会館

早崎 寛

てっくこうくうさーびす

東京都中央区銀座２丁目６番７号

大曽根 恒

でんつう

東京都港区東新橋１－８－１

山本 敏博

てんまやとらべる

岡山県岡山市北区中山下２丁目３番２０号

黒川 卓哉

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1981 株式会社 東亜 （トーアトラベル）

とうあ （とーあとらべる）

東京都港区麻布台１－４－３－１４０２

片岡 久議

1548 株式会社 東栄商会

とうえいしょうかい

東京都中央区明石町２－２０

今井 幸夫

（松屋トラベルサロン）

（まつやとらべるさろん）

1941 株式会社 東奥日報サービス

とうおうにっぽうさーびす

青森県青森市第二問屋町３丁目１番８９号

洞内 正幸

2084 東海教育産業株式会社

とうかいきょういくさんぎょうかぶしきがいしゃ

神奈川県伊勢原市下粕屋１６４番地

柳沢 真一

1270 東海テレビ事業株式会社

とうかいてれびじぎょう

愛知県名古屋市東区東桜１丁目１４番３号

髙木 卓司

1015 株式会社 東海トラベル

とうかいとらべる

静岡県浜松市中区東伊場２丁目９番１６号

田代 剛

125 株式会社 東京エキスプレスインターナショナル

とうきょうえきすぷれすいんたーなしょなる

東京都港区虎ノ門４丁目１番１４号

遠藤 毅

760 東京急行電鉄株式会社

とうきょうきゅうこうでんてつ

東京都渋谷区南平台町５番６号

野本 弘文

とうきょうこくさいつあーず

東京都荒川区荒川３丁目７４番６号

片山 孝調

719 株式会社 東京マスターズ

とうきょうますたーず

東京都港区愛宕２丁目５番１号

藤本 栄二

121 東芝ツーリスト株式会社

とうしばつーりすと

東京都港区芝浦１丁目１番１号

林 親弘

どうしんさーびすせんたー（どうしんかんこう）

北海道札幌市中央区大通西十八丁目１番３０
号

南出 裕

どうそしん

東京都品川区西五反田７－２４－４ ＫＵビル７
Ｆ
菊地 優

（ＴＥＣＯ ＰＬＡＺＡ）

1353 株式会社 東京国際ツアーズ

2066 株式会社道新サービスセンター（道新観光）
757 株式会社 道祖神

（てこぷらざ）

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

270 東日観光株式会社

とうにちかんこう

神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２番１号

井口 勝正

849 東武観光株式会社

とうぶかんこう

茨城県猿島郡境町長井戸３３８－３

下津谷 忠男

とうぶとっぷつあーず

東京都墨田区押上１丁目１番２号

坂巻 伸昭

とうほくあいつあーず

秋田県秋田市山王臨海町１－１

大庭 裕行

とーほー・とらべる

東京都中央区日本橋茅場町３丁目８番５号

吉原 誠

とくばすかんこうさーびす

徳島県徳島市出来島本町１丁目２５番地

大賀 文夫

とっぱんとらべるさーびす

東京都港区浜松町２－６－２

島宗 真太郎

2021 株式会社トップ

とっぷ

愛知県名古屋市中村区名駅５丁目１７番３号

小田 悟

1667 株式会社 トップトラベルサービス

とっぷとらべるさーびす

東京都渋谷区渋谷３丁目１０番１３号

須見 弘

とぴーえーじぇんしー

東京都品川区大崎１丁目２番２号

早川 進也

とやまちてつさーびす

富山県富山市桜町１丁目１番３６号

辻川 徹

とよたつーりすといんたーなしょなる

愛知県名古屋市東区泉１－２３－３６ ＮＢＮ泉
ビル
石本 隆

とよてつかんこうさーびす

愛知県豊橋市磯辺下地町字東坪51番地

38 東武トップツアーズ株式会社
644 株式会社東北ｉツアーズ
1848 株式会社 トーホー・トラベル
434 株式会社 徳バス観光サービス
51 株式会社 トッパントラベルサービス

898 株式会社 トピーエージェンシー
1704 富山地鉄サービス株式会社
218 株式会社 トヨタツーリストインターナショナル
2089 豊鉄観光サービス株式会社

藤田 信彰

登録
番号

旅行業者名

509 豊鉄観光バス株式会社 （豊鉄観光）

ふりがな

とよてつかんこうばす

（とよてつかんこう）

法人の所在地

代表者名

愛知県豊橋市磯辺下地町 字東坪５１番地

藤田 信彰

1841 トラビスジャパン株式会社

とらびすじゃぱん

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８２９５番地５

小林 道明

2088 株式会社トラベリオ

とらべりお

東京都中央区銀座8丁目17番5号ｱｲｵｽ銀座
501

米村 道章

1949 トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社

とらべる・すたんだーど・じゃぱん

東京都豊島区西池袋１丁目１１番１号 メトロポ
リタンプラザビル１１階
川尻 郁夫

1623 株式会社 トラベル・パートナーズ

とらべる・ぱーとなーず

東京都中央区日本橋箱崎町２５－６ ＫＣＭビ
ル２階

平野井 康

1750 トラベルイン株式会社

とらべるいん

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 新宿三
井ビル49階

内山 英樹

1947 株式会社 トラベルウエスト

とらべるうえすと

福岡県福岡市中央区天神５－１０－１１ イトー
ピア天神ビル
堀田 敬

1531 株式会社 トラベルキッズ

とらべるきっず

東京都港区麻布十番２丁目１４番６号

船田 宏秋

1493 株式会社 トラベルギャラリー

とらべるぎゃらりー

大阪府大阪市北区梅田１丁目１番３－１５００
号

山本 康広

1510 株式会社 トラベルサライ

とらべるさらい

大阪府大阪市中央区淡路町１丁目２番１０号

中村 義博

2064 株式会社トラベルストーリー

とらべるすとーりー

東京都世田谷区桜三丁目１８番６号

山内 明人

とらべるにっぽん

東京都中央区京橋２丁目４番１２号

小泉 和久

とらべるはーもにー

東京都新宿区四谷３－１ 須賀ビル７階

細萱 ふみ子

67 株式会社 トラベル日本
1812 株式会社 トラベルハーモニー

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

823 株式会社 トラベルファイブ・ジャパン

とらべるふぁいぶ・じゃぱん

大阪府大阪市中央区博労町３丁目６番７号

谷川 一人

573 株式会社 トラベルプラザインターナショナル （ＴＰＩ）

とらべるぷらざいんたーなしょなる （てぃーぴーあ
い）

東京都江東区富岡２丁目１番９号

田中 一博

566 株式会社 トラベルプラン

とらべるぷらん

東京都中央区京橋２－８－５ 京橋富士ビル

八田 茂伸

とらべるまねじめんとしすてむ（てぃーえむえす）

愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目８番１２号 大口 浩毅

とらんすおーびっと

東京都港区新橋２丁目２番５号 丸山ビル３階 廣瀬 功和

1756 株式会社 トラベルマネジメントシステム
1912 株式会社 トランスオービット

（ＴＭＳ）

登録
番号

旅行業者名

長崎空港ビルディング株式会社
1104 ター）

ふりがな

（ナビック旅行セン

法人の所在地

代表者名

ながさきくうこうびるでぃんぐ （なびっくりょこうせん
たー）
長崎県大村市箕島町５９３番地

中村 昭彦

1427 長崎県営バス観光株式会社

ながさきけんえいばすかんこう

長崎県長崎市大黒町３番１号

入江 季紀

2061 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社

ながさきだいやもんどすたっふ

長崎県長崎市淵町２蕃２５号

大熊 稔幸

1774 中西興産株式会社

なかにしこうさん （あいえすえーとらべる）

大阪府大阪市北区天満橋３丁目３番５号

和田 亨

1788 長野電鉄株式会社 （長電観光）

ながのでんてつ

（ながでんかんこう）

長野県長野市権堂町２２０１番地

笠原 甲一

1993 株式会社 中広商事

なかひろしょうじ

（なかひろりょこうしゃ）

広島県広島市中区八丁堀１番８号 エイトビル
201号
深谷 泰之

（ＩＳＡトラベル）

（中広旅行社）

1646 奈良交通株式会社
29 株式会社 南海国際旅行
118 南国交通株式会社 （南国交通トラベルサービス）
1220 有限会社 南都観光社

ならこうつう

奈良県奈良市大宮町１丁目１番２５号

植田 良壽

なんかいこくさいりょこう

大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１０番４号

井上

なんごくこうつう
びす）

鹿児島県鹿児島市中央町１８番地１南国セン
タービル４階

萩本 千博

奈良県奈良市南京終町７丁目５６６番地

西口 実

なんとかんこうしゃ

（なんごくこうつうとらべるさー

努

登録
番号

旅行業者名

1597 新潟運輸株式会社 （ケイ・アイ・ジェイ・トラベル）

ふりがな

法人の所在地

代表者名

にいがたうんゆ （けい・あい・じぇい・とらべる）

新潟県新潟市中央区女池北１－１－１

坂井 操

289 新潟交通株式会社

にいがたこうつう

新潟県新潟市中央区万代１丁目６番１号

星野 佳人

207 株式会社 新潟トラベル

にいがたとらべる

新潟県新潟市中央区笹口２丁目１２番地３

中山 真

にいがたにっぽうさーびすねっと

新潟県新潟市西区流通３丁目１番地１号

吉倉 久一郎

579 西鉄旅行株式会社

にしてつりょこう

福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２６

瀬口 龍也

545 株式会社 西日本新聞旅行

にしにっぽんしんぶんりょこう

福岡県福岡市中央区天神１丁目４－１ 西日本
新聞会館
秀島 喜久子

2007 株式会社 西日本国際旅行社

にしにほんこくさいりょこうしゃ

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目4番１７
号

田代 和美

1201 株式会社 西日本日中旅行社

にしにほんにっちゅうりょこうしゃ

福岡県福岡市博多区冷泉町５番３２号 オー
シャン博多ビル４階

治田 敏

にじゅういちこくさいりょこうしゃ（にじゅういちこくさ
い）

東京都中央区日本橋小伝馬町２番４号

間地 政廣

にちふつぶんかきょうかい

東京都港区東新橋１丁目７番２号 汐留メディ
アタワーアネックス２階

花井 喜則

334 日洋航空株式会社

にちようこうくう

東京都港区南青山６－１３－２ ブルジョン南青
山３階（３０２）
金澤 拓平

381 ニッカ航空サービス株式会社

にっかこうくうさーびす

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０番１号 楊 重義

1883 株式会社 新潟日報サービスネット

1449 株式会社 二十一国際旅行社
1931 株式会社 日仏文化協会

（二十一国際）

株式会社 日経カルチャー （日経旅行、日経トラベル、 にっけいかるちゃー （にっけいりょこう、にっけいと 東京都千代田区大手町１丁目３番７号 日本経
1946 日経旅行センター）
らべる、にっけいりょこうせんたー）
済新聞社内
西尾 敏宏

登録
番号

旅行業者名

株式会社 日産クリエイティブサービス
1261 サービス）

ふりがな

（日産旅行

にっさんくりえいてぃぶさーびす
うさーびす）

法人の所在地

代表者名

（にっさんりょこ
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２３８４番地

榎本 昌志

にっさんつーりすと

大阪府大阪市中央区南船場１丁目９番２６号

福井 和幸

にっしんかんこう

大分県別府市石垣西１０丁目５番４号

中尾 雄一

にっしんこうくうさーびす

東京都中野区本町１－３２－２

坂口 法久

1085 株式会社 日専連ツアーズ

にっせんれんつあーず

熊本県熊本市中央区安政町６番５号

山田 哲太

1004 株式会社 日中青年旅行社

にっちゅうせいねんりょこうしゃ

大阪府大阪市天王寺区堀越町１６－７

張 壁東

2076 株式会社日中文化旅行センター

にっちゅうぶんかりょこうせんたー

大阪府大阪市中央区久太郎町２－３－８－１０
５
張 永勝

にっちゅうへいわかんこう

東京都中央区東日本橋二丁目７番１号

守屋 卓

にっつうりょこう

東京都港区新橋１丁目５番２号

長谷川 清

614 株式会社 日産ツーリスト
2013 株式会社日清観光
463 日新航空サービス株式会社

79 日中平和観光株式会社
1937 日通旅行株式会社 （日通旅行）

（にっつうりょこう）

879 日鉄物産エイジェンシイ株式会社

にってつぶっさんえいじぇんしい

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番９号

髙橋 浩

665 株式会社 日放ツーリスト

にっぽうつーりすと

東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル

谷本 佳則

1998 日本郵政スタッフ株式会社

にっぽんゆうせいすたっふ

東京都港区赤坂八丁目４番１４号

和田 浩司

1952 株式会社 ニトリパブリック

にとりぱぶりっく

北海道札幌市北区新琴似７条１丁目２－３９
ニトリ札幌本社ビル５Ｆ

荒井 功

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1751 株式会社 日本アジア文化センター

にほんあじあぶんかせんたー

大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目３番１３号 大田 浩貴

1724 日本アムウェイ合同会社

にほんあむうぇい

東京都渋谷区宇田川町７番１号

ピーター・ストライ
ダム

1209 一般社団法人 日本移動教室協会

にほんいどうきょうしつきょうかい

東京都千代田区小川町２－６－１２

入江 眞

にほんくうゆ

東京都中央区銀座６丁目１０番１号

榎本 博彦

にほんくるーずきゃくせん

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号

入谷 泰生

にほんこうつうしゃ

愛媛県松山市勝山町１丁目１８番地１０

光田 秀之

1940 日本春秋旅行株式会社

にほんしゅんじゅうりょこう

東京都墨田区吾妻橋１丁目７番７号 小室ビル
５Ｆ
李 翠玲

2091 日本スキー場開発株式会社

にほんすきーじょうかいはつ

長野県北安曇郡白馬村大字北城６３２９－１

鈴木 周平

2057 株式会社日本ツアーサービス

にほんつあーさーびす

兵庫県神戸市兵庫区駅前通１丁目３２番１号

馬場 謙志

（にほんつーりすとさーびす） 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目９番１２号

島田 伸一

749 日本空輸株式会社
1340 日本クルーズ客船株式会社
613 株式会社 日本交通社

1466 株式会社 日本ツーリスト

（日本ツーリストサービス） にほんつーりすと

1499 株式会社 日本橋トラベラーズクラブ

にほんばしとらべらーずくらぶ

東京都中央区日本橋兜町１－１０ 日証館ビル
１階
西山 徹

1869 株式会社 日本橋夢屋

にほんばしゆめや

東京都中央区新川１丁目１０番１４号

小平 雄司

にほんりょこう

東京都中央区日本橋１丁目１９番１号

堀坂 明弘

2 株式会社 日本旅行

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

2092 株式会社 日本旅行・グローバルビジネストラベル

にほんりょこう・ぐろーばるびじねすとらべる

東京都墨田区太平四丁目3番8号

2086 株式会社日本旅行沖縄

にほんりょこうおきなわ

沖縄県那覇市久茂地３－２１－１國場ビル２階 阿江 敏昭

2083 日本旅行企画株式会社

にほんりょこうきかく

大阪府大阪市浪速区元町１丁目２番２号

山根 全勝

2060 日本旅行サービス株式会社

にほんりょこうさーびす

東京都港区芝大門二丁目１０番１号
第一大門ビル３階

大澤 裕一

1890 株式会社 日本旅行東北

にほんりょこうとうほく

宮城県仙台市青葉区中央４丁目７番２２号

吉田 圭吾

1674 株式会社 日本旅行北海道

にほんりょこうほっかいどう

北海道札幌市中央区南１条西４丁目１６番地
日本旅行札幌ビル

落合 周次

にゅーじゃぱん・とらべる

富山県富山市奥田新町８番１号
ファートとやま

松田 隆

にゅーとんとらべる

東京都新宿区歌舞伎町２－４－１０ ＫＤＸビル
（東新宿）７Ｆ
北村 治

818 株式会社 ニュージャパン・トラベル
1803 株式会社 ニュートントラベル

内山 博生

ボル

登録
番号

1828 熱誠交通株式会社

旅行業者名

ふりがな

ねっせいこうつう

法人の所在地

愛知県豊田市梅坪町１０丁目２番地９

代表者名

岡本 幸江

登録
番号

旅行業者名

939 株式会社 農協観光

ふりがな

法人の所在地

代表者名

のうきょうかんこう

東京都千代田区外神田１丁目１６番８号

藤本 隆明

1242 株式会社 ノバツーリスト

のばつーりすと

茨城県水戸市大工町１丁目２番１号

冨岡

2011 NOVAホールディングス株式会社

のばほーるでぃんぐす

東京都港区江南１－８－４０ A-PLACE品川５
階
稲吉 正樹

1668 株式会社 ノマド

のまど

北海道札幌市中央区南２条西６丁目８番地
一閤ビル

裕

田中 譲

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1701 株式会社 ハートエージェンシー

はーとえーじぇんしー

東京都港区西新橋１丁目１１番４号

石井 裕久

1519 ハートフルインターナショナル株式会社

はーとふるいんたーなしょなる

東京都渋谷区道玄坂１丁目１９番１１号

山川 七平

1574 株式会社 パーパスジャパン

ぱーぱすじゃぱん

東京都渋谷区神宮前１－１９－１７ ユーロ原
宿３F

酒井 修一

2027 パイオニアウェルフェアサービス株式会社

ぱいおにあうぇるふぇあさーびす

東京都文京区本駒込二丁目２８番８号

鈴木 信彦

731 株式会社 パシフィックミクロネシアツアーズ

ぱしふぃっくみくろねしあつあーず

東京都千代田区鍛冶町１丁目８番８号

神森 啓有

986 株式会社 パシフィックリゾート

ぱしふぃっくりぞーと

東京都中央区築地７丁目１０番２号

島田 恭輔

1687 株式会社 ハッピーワールド

はっぴーわーるど

東京都渋谷区神宮前６丁目１９番１４号

今村 政純

1960 株式会社 パディ・アジア・パシフィック・ジャパン

ぱでぃ・あじあ・ぱしふぃっく・じゃぱん

東京都渋谷区恵比寿南１丁目２０番１号

中野 龍男

1773 株式会社 HANATOUR JAPAN

はなつあーじゃぱん

東京都港区西新橋３丁目２３番５号

李 炳燦

1927 羽田旅客サービス株式会社

はねだりょきゃくさーびす

東京都大田区羽田空港３丁目３番２号

田口 繁敬

1542 株式会社 パノラマインターナショナル

ぱのらまいんたーなしょなる

東京都千代田区隼町２番１７号

塚本 松一

はまかんとらべる

静岡県浜松市中区上島２丁目２３－３４

児玉 和美

はままつちょうりざべーしょんせんたー

東京都港区浜松町二丁目１０番１号

仲井 成豊

304 株式会社 ハマカントラベル
1794 株式会社 浜松町リザベーションセンター

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1873 株式会社 パラダイスインターナショナル

ぱらだいすいんたーなしょなる

東京都港区虎ノ門１－１－２３ ウンピン虎ノ門
ビル９Ｆ
新井 秀之

1847 株式会社 阪急交通社

はんきゅうこうつうしゃ

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号

はんきゅうとらべるさぽーと

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号 ﾊｰﾋﾞ
ｽOSAKA
絹川 和伸

1845 株式会社 阪急阪神ビジネストラベル

はんきゅうはんしんびじねすとらべる

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号

木村 貞則

1732 阪神トラベル・インターナショナル株式会社

はんしんとらべる・いんたーなしょなる

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号

大江 康史

681 株式会社 阪急トラベルサポート

松田 誠司

登録
番号

旅行業者名

347 株式会社 ビーエス観光

（アショカツアーズ）

ふりがな

びーえすかんこう

（あしょかつあーず）

法人の所在地

代表者名

東京都港区新橋３－２－７

水野 剛

2058 Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社

ぴーち・あびえーしょん

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地

井上 慎一

1956 株式会社 ＢＢ ＨＯＬＩＤＡＹＳ

びーびーほりでいず

東京都新宿区百人町１－１０－７

バッター・サビナ

2036 株式会社東日本国際旅行社

ひがしにほんこくさいりょこうしゃ

東京都墨田区両国二丁目２番８号

謝

1583 株式会社 東北海道トラベル

ひがしほっかいどうとらべる

北海道標津郡中標津町南町３番地１０

千葉 武司

ひぐちとらべる

大阪府大阪市北区堂島２丁目１番３７号

樋口 信治

びじょん

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

佐野 健一

ひたちとらべるびゅーろー

東京都中央区八丁堀４丁目６番１号

大谷 一彦

1983 株式会社 ビックスマイル

びっくすまいる

京都府亀岡市篠町篠新畑田２３

宇山 昭彦

576 ビッグホリデー株式会社

びっぐほりでー

東京都文京区本郷３丁目１９番２号

岩崎 安利

1721 株式会社 ヒットカンパニーリミッテット

ひっとかんぱにーりみってっと

兵庫県神戸市中央区栄町通２丁目４番１４号
日栄ビル３階

中村 洋枝

1958 日の出観光株式会社

ひのでかんこう

長野県飯田市上郷黒田７９２番地

小畑 秀

1014 ヒマラヤ観光開発株式会社

ひまらやかんこうかいはつ

東京都港区新橋３－２６－３

宮原 巍

233 ヒグチトラベル株式会社
2075 株式会社ビジョン
105 株式会社 日立トラベルビューロー

善鵬

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1587 株式会社 ビューティフルツアー

びゅーてぃふるつあー

京都府京都市中京区西ノ京東中合町５６

橋本 昌彦

1135 株式会社 びゅうトラベルサービス

びゅうとらべるさーびす

東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

髙橋 弘行

1437 兵庫県旅行業協同組合

ひょうごけんりょこうぎょうきょうどうくみあい

兵庫県神戸市中央区下元町通六丁目１番８号
東栄ビル
小林 直基

ひるくれすと

東京都港区南青山３丁目１５番４号

649 株式会社 ヒルクレスト

桜井 洋平
(日本における代表者）

1882 ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション

ひるとん・りぞーつ・まーけてぃんぐ・こーぽれーしょ 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 住友不 ジェフリー・マーニ
ん
動産新宿グランドタワー８階
ロー

1368 広交観光株式会社

ひろこうかんこう

学校法人広島ＹＭＣＡ学園
1331 ナルトラベル）

（ＹＭＣＡエデュケーショ

ひろしまわいえむしーえいがくえん
けーしょなるとらべる）

（わいえむしーえいえでゅ

1666 ひろでん中国新聞旅行株式会社 （たび館）

ひろでんちゅうごくしんぶんりょこう

1861 株式会社 ＰＩＮＫ

ぴんく

（たびかん）

広島県広島市西区三篠町３丁目１４番１７号

前 泰弘

広島県広島市中区八丁堀７番１１号

松井 敏

広島県広島市中区胡町３番１９号

長沢 伸彦

東京都渋谷区渋谷２丁目１２番１９号

萩原 勇太

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1606 株式会社 ファイブスタークラブ

ふぁいぶすたーくらぶ

東京都千代田区神田神保町１丁目１３番地

川崎 真弘

1394 株式会社 フインコーポレーション

ふぃんこーぽれーしょん

東京都港区芝５丁目１３番１８号

美甘 小竹

559 株式会社 フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ

ふぇにっくす・えんたーていめんと・つあーず

東京都港区東新橋２－１－６ 汐留プリプラビ
ル７Ｆ

目黒 光紀

664 株式会社 フェロー・トラベル

ふぇろー・とらべる

東京都渋谷区道玄坂２丁目１６番８号

水澤 史

465 株式会社 福井観光トラベルサービス

ふくいかんこうとらべるさーびす

福井県福井市八ツ島町第３１号４０２番地

辻 信幸

1162 福井旅行株式会社

ふくいりょこう

福井県福井市花堂南２丁目１６－１ ショッピン
グシティベル内
小林 敏博

1034 福島交通観光株式会社

ふくしまこうつうかんこう

福島県福島市東浜町７番８号

相山 進

ふじ・とらべる・さーびす

愛媛県松山市宮西１丁目２番１号

徳田 邦明

東京都品川区大崎１丁目１１番２号

杉浦 篤

895 株式会社 フジ・トラベル・サービス
富士オフィス＆ライフサービス株式会社
306 フツーリスト）

(富士ライ

ふじおふぃすあんどらいふさーびす
りすと）

（ふじらいふつー

2044 フジキュー整備株式会社

ふじきゅーせいび

愛知県刈谷市宝町四丁目２番地１

久米 博明

101 富士急トラベル株式会社

ふじきゅうとらべる

東京都渋谷区初台１丁目５５番７号

松村 武明

ふじこくさいりょこうしゃ

東京都新宿区新宿２丁目１１番７号 第３３宮
庭ビル４階

太田 正一

ふじつうとらべらんす

東京都大田区蒲田５丁目３７番１号

糸永 正明

84 株式会社 富士国際旅行社
437 富士通トラベランス株式会社

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

414 株式会社 富士ツーリスト

ふじつーりすと

沖縄県那覇市前島２丁目２番７号

玉城 浩二

1329 株式会社 富士ツーリスト

ふじつーりすと

愛知県名古屋市中区大須４丁目１番９号

西山 譲

富士フィルムビジネスエキスパート株式会社 （ＦＦ ＴＲ ふじふぃるむびじねすえきすぱーと （えふえふとら 東京都港区西麻布４－１２－２４ 興和西麻布
1468 ＡＶＥＬ）
べる）
ビル
山田 透
1970 株式会社 フラウ・インターナショナル

ふらう・いんたーなしょなる

大阪府大阪市中央区北浜東１番２２号 北浜東
野村ビル８Ｆ
金 榮美

1343 株式会社 ブラジル旅行社

ぶらじるりょこうしゃ

東京都港区芝二丁目３番１２号芝シムラビル１
Ｆ
鈴木 寛子

2046 株式会社プラスワン教育

ぷらすわんきょういく

東京都豊島区目白一丁目４番２５号

堀本

2001 ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

ぶりぢすとんすぽーつせーるすじゃぱん

東京都港区浜松町２－４－１ 世界貿易セン
タービル

北川 元洋

ぶりぢすとんびじねすさーびす

東京都中央区京橋３丁目１番１号 東京スクエ
アガーデン２２階
渡邉 二郎

1637 株式会社 プレイガイドツアー

ぷれいがいどつあー

東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番７号

鹿島 義範

2002 ブレーン株式会社

ぶれーん

広島県広島市西区南観音３丁目１０番３０号

村上 健

1306 株式会社 フレックスインターナショナル

ふれっくすいんたーなしょなる

東京都新宿区高田馬場３丁目３５番２号

乙田 上作

ふれっくすいんたーなしょなるつあーず

東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド墨田セントラルタワー6階

高橋 正治

ぷれみあむばけーしょんず

東京都港区赤坂２丁目１１番７号

大西 知一

688 ブリヂストンビジネスサービス株式会社

748 株式会社 フレックスインターナショナルツアーズ
1876 株式会社 Premium Vacations

稔

登録
番号

旅行業者名

187 株式会社 プロコ・エアサービス

ふりがな

ぷろこ・えあさーびす

法人の所在地

代表者名

東京都港区芝１－１０－１１ コスモ金杉橋ビル
２階
三木 武彦

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

1741 株式会社 平和ＩＴＣ

法人の所在地

代表者名

へいわあいてぃーしー

福井県福井市渕１丁目１７０４番地

山本 治見

へいわこーぽれーしょん （へいわかんこう）

岐阜県瑞浪市和合町２丁目２１６番地の２

山田 幹雄

2049 株式会社壁雲堂ホテル＆リゾート

へきうんどうｂほてるあんどりぞーと

北海道千歳市美々９８７番地２２

国本

1971 株式会社 ベストブライダル

べすとぶらいだる

東京都渋谷区東３丁目１１番１０号

塚田 正之

べすとわーるど

東京都千代田区内神田１丁目７番４号

八尾 修正

1980 株式会社 ベストワンドットコム

べすとわんどっとこむ

東京都渋谷区松濤１丁目７番２６号

澤田 秀太

2065 株式会社ベネッセｉ－キャリア

べねっせあいーきゃりあ

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 新宿三
井ビルディング

原野 司郎

1932 株式会社 ベネッセコーポレーション

べねっせこーぽれーしょん

岡山県岡山市北区南方３丁目７番１０号

小林 仁

1628 株式会社 ベネフィット・ワン

べねふぃっと・わん

東京都千代田区大手町２丁目６番２号

白石 徳生

奈良県奈良市高畑町１２００番地の９

辰野 勇

1396 平和コーポレーション株式会社

145 ベストワールド株式会社

（平和観光）

1592 株式会社 ベルカディア （モンベルネイチャートラベル） べるかでぃあ

（もんべるねいちゃーとらべる）

学

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1900 株式会社 防長トラベル

ぼうちょうとらべる

山口県周南市有楽町２３

福原

1558 株式会社 報徳観光

ほうとくかんこう

福島県いわき市内郷御厩町上宿８４

大平 栄司

2077 株式会社ホーリーランドツーリストセンター

ほーりーらんどつーりすとせんたー

大阪府大阪市中央区北浜三丁目３番１０号

石田 展久

1702 株式会社 北鉄航空

ほくてつこうくう

石川県野々市市横宮町１１番２号

中辻 純一

2068 株式会社ホクトエンジニアリング

ほくとえんじにありんぐ

東京都目黒区鷹番３－１－３

戸田 真人

605 北陸旅行株式会社

ほくりくりょこう

福井県福井市大和田２丁目５０１番地

北川 英一

870 ボストン航空サービス株式会社

ぼすとんこうくうさーびす

東京都新宿区西新宿６丁目１６番１２号 第一
丸善ビル
波間 旬二

1489 株式会社 北海道教育互助センター

ほっかいどうきょういくごじょせんたー

北海道札幌市中央区北１条西６丁目２番地

1043 北海道旅客鉄道株式会社 （JR北海道）

ほっかいどうりょかくてつどう （じぇいあーるほっか 北海道札幌市中央区北１１条西１５丁目１番１
いどう）
号
島田 修

淳

井上 歳郎

881 北海トラベル株式会社

ほっかいとらべる

北海道札幌市東区北２４条東１丁目１－３５

米子 保則

517 北國観光株式会社

ほっこくかんこう （ほっこくかんこう）

石川県金沢市南町２番１号

森 文厚

1957 一般社団法人ボランティアプラットフォーム

ぼらんてぃあぷらっとふぉーむ

東京都新宿区大久保２－５－２２ セキサクビ
ル５F

福島 慎之

1383 株式会社 ホワイト・ベアーファミリー

ほわいと・べあーふぁみりー

大阪府大阪市北区豊崎３丁目１４番９号

島田 篤

（ほっこく観光）

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

922 香港中旅日本中国旅行社株式会社

ほんこんちゅうりょにほんちゅうごくりょこうしゃ

東京都中央区新川１－８－５ ＫＫビル６Ｆ

丁 建春

908 ホンダ開発株式会社 （ホンダトラベルサービス）

ほんだかいはつ

埼玉県和光市本町５－３９

大野 直司

東京都千代田区九段南４丁目７番２２号

本多 一重

1195 ホンダトラベルサービス株式会社

（ほんだとらべるさーびす）

ほんだとらべるさーびす

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1280 株式会社 毎日企画サービス （毎日新聞旅行）

まいにちきかくさーびす （まいにちしんぶんりょこ
う）

東京都千代田区九段南１丁目６番１７号

円谷 英夫

1629 株式会社 毎日コムネット

まいにちこむねっと

東京都千代田区大手町２－１－１

伊藤 守

大阪府大阪市北区梅田３丁目４番５号

園﨑 明夫

704 毎日新聞大阪開発株式会社 （毎日新聞旅行）
1953 マックス・トラベル株式会社

まいにちしんぶんおおさかかいはつ
んぶんりょこう）

（まいにちし
東京都港区赤坂一丁目１１番３０号 赤坂一丁
目センタービル２Ｆ
鈴木 孝博

まっくす・とらべる

2082 株式会社マリオットバケーションクラブインターナショナル まりおっとばけーしょんくらぶいんたーなしょなる

神奈川県川崎市川崎区駅前本町4番地５ 丸
大ビル３０１ (株)アジアビジネスセンター内

リン・ジエ・スー・ジェシー

1929 マリタイム株式会社

東京都新宿区高田馬場１－３２－１３

吉岡 三郎

大阪府大阪市中央区本町４丁目４－１０－２Ｆ

西内 路子

1718 万達旅運株式会社

まりたいむ

（ワンダートラベル）

まんたつりょうん

（わんだーとらべる）

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1934 三重交通株式会社

みえこうつう

三重県津市中央１番１号

雲井 敬

1389 株式会社 三重トラベル （三重トラベル観光社）

みえとらべる （みえとらべるかんこうしゃ）

三重県津市幸町３３番２０号

上野 和歌子

1100 株式会社 ミキ・ツーリスト

みき・つーりすと

東京都港区浜松町１丁目１８番１６号 住友浜
松町ビル
壇原 徹典

1987 株式会社 三越伊勢丹ニッコウトラベル

みつこしいせたんにっこうとらべる

東京都中央区日本橋室町１丁目２番４号

1490 三菱電機ライフサービス株式会社 （メルコツーリスト）

みつびしでんきらいふさーびす（めるこつーりすと） 東京都港区芝公園２丁目４番１号

舩尾 英司

みつるこうくうさーびす

大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目３番７号

崔 林鶴

1355 株式会社 南日本カルチャーセンター

みなみにほんかるちゃーせんたー

鹿児島県鹿児島市下荒田３丁目１６番１９号

濱田 純逸

1975 宮交観光サービス株式会社

みやこうかんこうさーびす

宮城県仙台市宮城野区小田原１丁目２番１９号 杉原 義博

1046 三八五観光株式会社

みやごかんこう

青森県八戸市大字八日町２番地

泉山 裕

みやざきこうつう （みやこうかんこう）

宮崎県宮崎市橘通西３丁目１０番３２号

菊池 克賴

1843 株式会社 宮崎ツアーサービス （ツーリストプラザ）

みやざきつあーさーびす

宮崎県小林市細野２８８番地１

柊崎 庄二

1117 株式会社 ミルックス （ミルックス旅行センター）

みるっくす （みるっくすりょこうせんたー）

東京都中央区京橋２丁目１８番３号

梅津 誠二

2003 株式会社 ミレジム

みれじむ

東京都港区南麻布４丁目１１番２７号

シンガー
アーネスト

337 三鶴航空サービス株式会社

1527 宮崎交通株式会社

（宮交観光）

（つーりすとぷらざ）

古川 哲也

登録
番号

旅行業者名

55 名鉄観光サービス株式会社
1857 名鉄観光バス株式会社
680 明電興産株式会社 （明興ツーリスト）
1555 メルコトラベル株式会社

ふりがな

法人の所在地

代表者名

めいてつかんこうさーびす

愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９
号
大西 哲朗

めいてつかんこうばす

愛知県名古屋市熱田区神宮３丁目６番３４号

石川 信吾

めいでんこうさん （めいこうつーりすと）

東京都品川区大崎５丁目５番５号

安保 輝久

めることらべる

東京都千代田区丸の内２丁目２番１号

松浦 康

登録
番号

旅行業者名

2070 株式会社紋別観光振興公社

ふりがな

もんべつかんこうしんこうこうしゃ

法人の所在地

北海道紋別市幸町５－２４－１

代表者名

棚橋 一直

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1528 山交観光株式会社

やまこうかんこう

山形県山形市鉄砲町２丁目１３番１８号

寄崎 拓路

127 山新観光株式会社

やましんかんこう

山形県山形市旅篭町２丁目５番１２号

国井 富彦

2015 株式会社山旅人

やまたびと

兵庫県西宮市門戸荘１８番３８号

堀 祐希

1118 株式会社 ヤマハトラベルサービス

やまはとらべるさーびす

静岡県浜松市中区中沢町１０番１号

星野

努

登録
番号

旅行業者名

1969 株式会社 ユー・ツアー・サービス
892 郵船クルーズ株式会社
1267 郵船トラベル株式会社
714 株式会社 ユーティエス
1895 株式会社 友遊

（友遊トラベル）

975 株式会社 ユーラシア旅行社

ふりがな

法人の所在地

代表者名

ゆー・つあー・さーびす

愛知県名古屋市東区泉１丁目１７番３８号

水野 英行

ゆうせんくるーず

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
横浜ランドマークタワー４７階

坂元 深

ゆうせんとらべる

東京都千代田区神田神保町２丁目２番地

磯村 克生

ゆーてぃえす

東京都渋谷区渋谷２丁目１２番１５号
学会長井記念館ビル１階

池野 健一

ゆうゆう

愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字竹之郷２
２番地
城 義行

（ゆうゆうとらべる）

日本薬

ゆーらしありょこうしゃ

東京都千代田区平河町２丁目７番４号

1616 株式会社 ユーレックス

ゆーれっくす

東京都千代田区九段北１丁目６－４ 日新ビル
３階
加賀谷 伸

1736 株式会社 ゆこゆこ

ゆこゆこ

東京都中央区銀座２－３－５

池照 直樹

ゆないてっどつあーず

東京都千代田区紀尾井町３番６号 紀尾井町
パークビル２階

山本 龍二

ゆに・ちゃーむ

愛媛県四国中央市金生町下分１８２番地

高原 豪久

ゆにおんえあーさーびす

東京都港区南青山６丁目１２番１０号

西谷 達夫

1457 株式会社 ユニオンジャック

ゆにおんじゃっく

東京都港区南青山７丁目１０番１７号 キャビン
アリーナ南青山４０３
藤原 典子

1777 ユニバーサルトラベルビューロー株式会社

ゆにばーさるとらべるびゅーろー

愛知県名古屋市北区大曽根３丁目１５番５８号
大曽根フロントビル８階
大井 二三一

300 株式会社 ユナイテッドツアーズ
1157 ユニ・チャーム株式会社
400 株式会社 ユニオンエアーサービス

井上 利男

登録
番号

1743 株式会社 ゆめカード

旅行業者名

（イズミトラベルサービス）

ふりがな

ゆめかーど （いずみとらべるさーびす）

法人の所在地

広島県広島市東区二葉の里３－３－１

代表者名

吉田 恒彦

登録
番号

91 株式会社 読売旅行

旅行業者名

ふりがな

よみうりりょこう

法人の所在地

東京都中央区築地２－５－３

代表者名

坂元 隆

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1892 ＬＩＯＮ ＴＲＡＶＥＬ ＪＡＰＡＮ株式会社

らいおんとらべるじゃぱん

東京都新宿区西新宿３丁目３番１３号 西新宿
水間ビル８階
戴 啓珩

1964 楽天株式会社 （楽天トラベル）

らくてん （らくてんとらべる）

東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号

三木谷 浩史

1810 楽天ＡＮＡトラベルオンライン株式会社

らくてんえーえぬえーとらべるおんらいん

東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号

檀 誠彦

1924 株式会社 ラティーノ

らてぃーの

東京都渋谷区恵比寿南１丁目３番６号

田中 純一

1650 ラド観光株式会社

らどかんこう

大阪府大阪市北区大淀南１－１１－５ ＧＭビ
ル４Ｆ

巖 孝司

東京都中央区日本橋浜町２－２３－１

野崎 達郎

ららぽーとエージェンシー株式会社
1073 ズ）

（エルエーツアー
ららぽーとえーじぇんしー

（えるえーつあーず）

登録
番号

旅行業者名

416 株式会社 リウボウ旅行サービス

ふりがな

法人の所在地

代表者名

りうぼうりょこうさーびす

沖縄県那覇市松尾１丁目９番４９号

大城 新

りくしるとらべる

東京都江東区大島２－１－１

大橋

りぞーととらすと （さんつあーさーびす）

愛知県名古屋市中区東桜２丁目１８番３１号

伏見 有貴

1177 リソルホールディングス株式会社

りそるほーるでぃんぐす

東京都新宿区西新宿６丁目２４番１号

平田 秀明

1640 株式会社 リッツインターナショナル

りっついんたーなしょなる

福岡県福岡市中央区天神３丁目４－５ ピエト
ロビル５階
武本 宗

1695 株式会社 留学ジャーナル

りゅうがくじゃーなる

東京都新宿区信濃町３４

1414 両備ホールディングス株式会社

りょうびほーるでぃんぐす

岡山県岡山市東区西大寺上１丁目１番５０号

松田 久

りょうわだいやもんどこうくうさーびす

東京都千代田区神田神保町２丁目２番地

横山 昌幸

りょーびつあーず（りょうびつあーず）

岡山県岡山市北区磨屋町１番６号

松田 久

りろ・えくせるいんたーなしょなる

東京都新宿区四丁目３番２５号

花岡

556 株式会社 リンクイベントプロデュース

りんくいべんとぷろでゅーす

東京都中央区銀座６－１０－１ GINZA SIX

榊原 清孝

923 株式会社 りんゆう観光

りんゆうかんこう

北海道札幌市東区北９条東２丁目１番８号

植田 拓史

1055 株式会社 ＬＩＸＩＬトラベル
887 リゾートトラスト株式会社

（サンツアーサービス）

48 菱和ダイヤモンド航空サービス株式会社
163 株式会社 リョービツアーズ

（両備ツアーズ）

2033 株式会社リロ・エクセルインターナショナル

豊

ＪＲ信濃町ビル６Ｆ 安藝 清

聡

登録
番号

1795 株式会社 ルネサンス

旅行業者名

ふりがな

るねさんす

法人の所在地

東京都墨田区両国２丁目１０番１４号

代表者名

吉田 正昭

登録
番号

旅行業者名

1307 株式会社 レイライン
728 株式会社 レクスト

ふりがな

れいらいん

（ピボットツアー）

1577 株式会社 レジャープラン

れくすと

（ぴぼっとつあー）

れじゃーぷらん

法人の所在地

代表者名

静岡県富士市松岡１１７１番地の９

小松 みゆき

愛知県名古屋市中区富士見町１０番２７号

金森 茂明

福岡県福岡市中央区天神１丁目１番１号アクロ
ス福岡３階
冨永 律雄

登録
番号

旅行業者名

1728 株式会社 ローソンエンタテイメント
98 株式会社 ロシア旅行社

ふりがな

法人の所在地

代表者名

ろーそんえんたーていめんと

東京都品川区大崎１丁目１１番２号

坂本 健

ろしありょこうしゃ

東京都千代田区五番町５番地１

石元 廣昭

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

194 株式会社 ワールドエキスプレス

わーるどえきすぷれす

東京都新宿区西新宿３丁目３番地１２号

立野 和宜

1381 株式会社 ワールドクリエーション

わーるどくりえーしょん

東京都港区西新橋２丁目１８番２号

飯島 伸二

わーるどこうくうさーびす

東京都千代田区有楽町１－５－１ 日比谷マリ
ンビル
菊間 潤吾

1842 株式会社 ワールドコネクション

わーるどこねくしょん

愛知県名古屋市中区錦１丁目６番５号

竹尾 悟

1604 株式会社 ワールドツアープランナーズ

わーるどつあーぷらんなーず

東京都港区浜松町２丁目10番１０号

遠藤 光衛

1546 株式会社 ワールドトラベル

わーるどとらべる

大阪府大阪市中央区博労町1ｰ4ｰ10
博労町エステートビル1003

松原 智哉

わーるどとらべるしすてむ

東京都世田谷区玉川２丁目２１番１号

タッカーディマント

わーるどなびげーたー

東京都千代田区岩本町２丁目１番３号

光武 佳偉

わーるどびゅう

東京都千代田区神田神保町２丁目４番 印章
会館

渡邉 久敏

わいばーど

東京都台東区上野７丁目８番２０号

山本 幸正

わいびーえすてぃーあんどえる

山梨県甲府市北口２丁目６－１０

望月 俊相

1753 株式会社 ワイルド・ナビゲーション

わいるど・なびげーしょん

東京都渋谷区恵比寿西２丁目７番１０号

宮田 義明

2085 株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ

わうわうこみゅにけーしょんず

神奈川県横浜市西区みなとみらい４４５

黒水 則顯

201 株式会社 ワールド航空サービス

992 ワールドトラベルシステム株式会社
2005 株式会社 ワールドナビゲーター
779 株式会社 ワールドビュウ
1834 株式会社 ワイバード
250 株式会社 YBS Ｔ＆Ｌ

登録
番号

旅行業者名

ふりがな

法人の所在地

代表者名

1351 若竹旅行株式会社 （ワカタケツアー）

わかたけりょこう （わかたけつあー）

愛媛県四国中央市三島中央１－１１－２７

井川 あけみ

2059 株式会社早稲田大学アカデミックソリューション

わせだだいがくあかでみっくそりゅーしょん

東京都新宿区西早稲田一丁目９番１２号
大隈スクエアビル

大谷 俊昭

