
06月17日更
新

旅行会社一覧 事業登録順

【横浜地域】　（横浜市）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 (株)ネクストツアー 本社 電話 045-263-8244 10：00～17：00 土・日・祝 横浜市

2 Ｔ‐ＬＩＦＥパートナーズ株式会社 神奈川支店 電話、その他 045-393-4452 http://partners.t-life.co.jp/ 09：00～18：00 土・日・祝・年末年始 横浜市

3 ニュー日本観光株式会社 本社 店頭、WEB 045-784-9595 10：00～17：00 不定休 横浜市

4 有限会社　江ノ新旅行サービス 本社営業所 電話、WEB、その他 045-801-9996 http://enoshin-travel.co.jp 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

5 一般財団法人横浜市交通局協力会 旅行センター 電話、WEB 045-315-3888 https://www.ryoko.yokohama 09：30～17：00 土・日・祝 横浜市

6 富士バス観光株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-714-2271 https://fujibus.co.jp 09：00～17：00 日・祝 横浜市

7 有限会社　旅らんど 本社営業所 店頭、その他 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

8 有限会社　TABILAND　 JAPAN 本社営業所 店頭、その他 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

9 有限会社パルツアーズ 本社 店頭、電話、その他 045-771-8619 09：00～18：00 日・祝・祭 横浜市

10 株式会社トラベルステーション 本社 店頭、電話 045-302-3715 http://travel-st.com 09：30～17：00 土・日・祝 横浜市

11 株式会社新中央ツーリスト 本社営業所 電話、その他 045-805-1173 https://shin-chuo.co.jp
平日09：00～17：00

土曜日09：00～12：00
日・祝 横浜市

12 有限会社いいだこ/トラベルカイト 本店 店頭、電話、その他 045-975-0439 http://travel-kite.com 10：00～16：00

店舗/土・日・火・木（事前予約でOPEN

可）

電話対応/土・日

横浜市

13 株式会社ヨコハマトラベル 本店 店頭、電話 045-311-1011 https://www.tohokutravel.com/yokohama-travel-inc 09：00～17：30 土・日・祝 横浜市

14 株式会社アルファーツアーズ 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-353-9228 http://alphatours-yokohama.com 09：00～17：00 土・日・祝 横浜市

15 株式会社ティー・アイ・ジェー 本店
店頭、電話、WEB、そ

の他
045-624-9221 https://ti-j.co.jp/ 10：00～16：00 土・日・祝 横浜市

16 株式会社ジャパントラベルライン 本社営業所 店頭、電話、その他 045-476-1235 09：30～17：30 土・日・祝 横浜市

17 株式会社　エイチ・アイ・エス 横浜モアーズ 店頭、電話、WEB 050-1752-5031 https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 なし 横浜市

18 株式会社　エイチ・アイ・エス ららぽーと横浜 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 火・木 横浜市

19 株式会社　エイチ・アイ・エス コレットマーレみなとみらい WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～20：00 なし 横浜市

20 株式会社　エイチ・アイ・エス 横浜ジョイナス WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～21：00 なし 横浜市

21 株式会社　エイチ・アイ・エス ノースポートモール WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 火・木 横浜市

22 株式会社　エイチ・アイ・エス たまプラーザ WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 火～金 横浜市

23 株式会社とらべるわん （株）とらべるわん本社営業所 店頭、電話、WEB 045-335-1213 http://www.travel1.co.jp/ 10：00～17：00 土・日・祝 横浜市

24 株式会社JTB 横浜支店 (法人専門） 電話、その他 045-311-4811 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 横浜市

25 株式会社JTB 戸塚店 店頭 045-523-4983 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：30～18：00（受付 / ～17：00） 木・5/3～5/5 12/30～1/3 横浜市

26 株式会社JTB 能見台イトーヨーカドー店 店頭 045-523-4973 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：00） 木・イトーヨーカドーの休業日 横浜市

27 株式会社JTB ノースポート・モール店 店頭 045-914-6730 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 11：00～19：00（受付 / ～18：00） 火・水・ノースポート・モールの休業日 横浜市

28 株式会社JTB 東戸塚西武S.C.店 店頭 045-828-2451 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 11：00～19：00（受付 / ～18：00） 西武東戸塚店の休業日 横浜市

29 株式会社JTB そごう横浜店 店頭 045-465-2970 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：00） そごう横浜店の休業日 横浜市

30 株式会社JTB ららぽーと横浜店 店頭 045-523-4976 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 11：00～19：00（受付 / ～18：00） ららぽーと横浜の休業日 横浜市

31 株式会社JTB トレッサ横浜店 店頭 045-345-1508 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：00） 木・トレッサ横浜の休業日 横浜市

32 株式会社JTB 上大岡駅前店 店頭 045-523-4974 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 11：00～18：00（受付 / ～17：00） 水・5/3～5/5・12/30～1/3 横浜市

33 株式会社平成エンタープライズ 横浜営業所 WEB 048-487-7074 https://tour.vipliner.biz/ 10：00～14：00　15：00~17：00 土・日・祝 横浜市

34 ヴィクトリーツアー株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-470-0445 https://www.vic-tour.com/ 10：00～16：00 土・日・祝 横浜市

35 株式会社日本団体旅行センター 本社 店頭、電話 045-772-2037 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

36 株式会社三徳旅行 本社営業所 電話 050-1496-4376 http://www.santoku-travel.ecnet.jp/ 09：30～17：00 土・日・祝 横浜市
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37 株式会社日本旅行 神奈川法人営業部 電話、その他 045-641-9604 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 09：30～17：30 土・日・祝 横浜市

38 株式会社日本旅行 横浜ポルタ支店 店頭、電話 0570-030145 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 10：00～18：00 横浜市

39 株式会社日本旅行 金沢八景支店 店頭、電話 0570-030069 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 10：00～18：30 火・木 横浜市

40 株式会社日本旅行 いい旅サロン神奈川 電話 0570-048908 10：00～18：00 横浜市

41 株式会社ワールドプラン 中山本店 店頭、電話 045-937-3741 http://www.worldplan.co.jp
平日10：00～18：00

土曜10：00～16：00
日・祝・年末年始 横浜市

42 株式会社ニコニコトラベル みなとみらいオフィス WEB 045-943-7251 https://niconicotravel.com 09：00～18：00 土・日・祝 横浜市

43 株式会社エムツアー 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-824-3221 https://www.emtour1122.com 09：30～18：00 土・日・祝 横浜市

44 株式会社阪急交通社 阪急交通社 電話、WEB

宿泊のみ

0570-08-9066（ナビダイヤ

ル）

https://www.hankyu-travel.com/
月～金

09：30～17：30
土・日・祝・年末年始 横浜市

45 株式会社阪急交通社 阪急交通社 電話、WEB

日帰りバス

0570-08-9600（ナビダイヤ

ル）

https://www.hankyu-travel.com/
月～金　09：30～17：30

土・日・祝　09：30～13：30
年末年始 横浜市

46 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 新横浜支店 店頭 045-474-3712 http://www.jrtours.co.jp

店頭（平日）11：00～19：00

　　（日・祝）10：00～18：00

電話　10：00～17：00

無休

※年末年始除く
横浜市

47 名鉄観光サービス(株) 横浜支店 店頭、電話、その他 045-641-4166 http://www.mwt.co.jp 10：00～17：00 土・日・祝 横浜市

48 株式会社たび寅 本社 WEB 045-431-3972 https://www.tabitora.com/ 09：00～18：00 土・日・祝 横浜市

49 株式会社ワールドジャーニー 本店 店頭、電話 045-225-9745 10：00～19：00 土・日・祝 横浜市

50 近畿日本ツーリスト株式会社 ヨドバシ横浜店 店頭 045-317-4301 http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1766.html 10：00～18：00　(受付時間17:30) ヨドバシカメラの定休日 横浜市

51 近畿日本ツーリスト株式会社 横浜高島屋店 店頭 045-533-5201 10：00～18：00（受付時間17:30） 横浜高島屋の休館日 横浜市

52 株式会社旅コレクション 本店
店頭、電話、WEB、そ

の他
045-680-5489 https://tabi-colle.jp/

10：00～18：00

※土曜のみ14：00まで
日・祝 横浜市

53 株式会社シティツアーズ 横浜営業所 店頭、電話 045-227-5558 http://www.citytours.co.jp/ 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

54 (株)A・Y　Project　A・Yトラベル 本社 電話 045-681-1144 https://ay-travel.jp/ 09：30～18：00 土・日・祝 横浜市

55 クラブツーリズム株式会社 横浜分室 電話、WEB 045-330-0077 https://www.club-t.com/ 09：15～17：30 日・祝 横浜市

56 あさひ国際旅行（株） 横浜営業所 店頭、電話 045-730-3381 https://www.asatabi.co.jp 09：00～16：00 土・日・祝 横浜市

57 東武トップツアーズ株式会社 横浜支店 店頭 045-307-4891 https://tobutoptours.jp/ 09：30～17：30 土・日・祝・年末年始（12/30～1/3） 横浜市

58 東武トップツアーズ株式会社 神奈川教育旅行支店 店頭 045-326-1121 https://tobutoptours.jp/ 09：30～17：30 土・日・祝・年末年始（12/30～1/3） 横浜市

59 横浜トラベルサービス株式会社 本社 店頭、電話、WEB 045-510-4568 http://yokohama-travel.com/ 09：30～18：00 土・日・祝 横浜市

60 株式会社ルートトラベル 本社 店頭、電話 045-741-0811 http://www.route-travel.co.jp 10：00～17：00 土・日・祝 横浜市

61 株式会社ルートトラベル 観光タクシーセンター 電話 045-641-9877 http://www.route-travel.co.jp 10：00～15：00 土・日・祝 横浜市

62 有限会社ミヤジマトラベル 本社 電話 045-847-0760 http://miyajima-travel.com 09：00～18：00 土・日・祝 横浜市

63 株式会社ドリームワールド 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-451-6396 https://www.dwt.ne.jp/ 09：00～17：45 日・祝 横浜市

64 ジョイフェスト株式会社 本社内 電話 090-7172-1333 09：30～18：00 土・日 横浜市

65 (株)京急アドエンタープライズ (株)京急アドエンタープライズ 電話 045-307-3855 09：30～18：00 土・日・祝 横浜市

66 株式会社アイコウ 横浜本社 店頭、電話、WEB 045-323-2727 http://www.ikoh.co.jp/ 09：30～18：00 土・日・祝・年末年始 横浜市

67 株式会社農協観光 神奈川エリアセンター 店頭、電話、その他 045-201-7513 https://ntour.jp/ 09：30～17：30 土・日・祝　（12/29～1/3） 横浜市

68 株式会社クルーズプラネット 横浜支店 電話、WEB 045-224-8050 https://www.cruiseplanet.co.jp/ 10：00～18：00 火・木・土・日・祝（現在店舗休業中） 横浜市

69 株式会社マコト 本社 店頭、電話、WEB 045-432-7770 https://www.4327770.jp/ 08：00～20：00 なし 横浜市

70 株式会社横浜エアーアンドシーサービス 本社営業所 店頭、電話 045-261-5222 http://www.yokohamatour.jp 10：00～18：00 土・日・祝 横浜市

71 株式会社横浜ダンボール 本社
店頭、電話、WEB、そ

の他
050-3185-1555 https://www.yokodan.com 10：00～17：00 土・日・祝 横浜市

72 株式会社はとバス 横浜営業所 電話、WEB 045-847-1614 https://www.hatobus.co.jp/ 09：00～17：30 なし 横浜市

73 株式会社ポケットカルチャー 神奈川営業所 WEB、その他 045-973-3376 https://www.poke.co.jp/ 09：00～18：00 土・日・祝 横浜市

74 シャイニークルーズ株式会社 本店 電話、その他 045-515-9046 https://shiny-cruise.com 10：00～18：00 なし 横浜市

75 株式会社タウンツアーズ 横浜支店 店頭、電話、WEB 045-479-6197 http://www.towntours.co.jp 09：00～18：00 土・日・祭日 横浜市

76 ポートサイドツーリスト 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-935-3765 https://portside-t.com/ 09：00～18：00 土・日 横浜市
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【川崎地域】　（川崎市）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社ひまわり旅行 溝ノ口支店 店頭、電話、その他 044-328-5767 https://www.himawari-ryokou.jp/ 10：00～17：00 日・祝祭 川崎市

2 株式会社スペース・プラン 団体営業センター 電話 044-911-4715 http://www.spaceplan.co.jp/travel/ 09：30～18：30 土・日・祝 川崎市

3 株式会社スペース・プラン トラベルプラザ登戸 店頭、電話 044-933-0080 http://www.spaceplan.co.jp/travel/ 10：00～19：00 水 川崎市

4 株式会社　エイチ・アイ・エス ラゾーナ川崎 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 なし 川崎市

5 株式会社　エイチ・アイ・エス ららテラス武蔵小杉 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 なし 川崎市

6 株式会社　エイチ・アイ・エス マルイファミリー溝口 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 火・水・木 川崎市

7 株式会社　エイチ・アイ・エス 新百合丘オーパ WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 火・水・木・金 川崎市

8 株式会社三洋旅行 ノクティプラザ溝の口営業所 店頭、電話 044-281-0077 http://www.travelsas.co.jp 10：30～19：30 無休 川崎市

9 株式会社JTB 川崎支店 (法人専門） 電話、その他 044-211-1153 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 川崎市

10 株式会社JTB アトレ川崎店 店頭 044-233-4714 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：30） アトレ川崎の休業日 川崎市

11 株式会社JTB ラゾーナ川崎店 店頭 044-330-3176 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：30） ラゾーナ川崎プラザの休業日 川崎市

12 株式会社JTB グランツリー武蔵小杉店 店頭 044-431-1775 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：30） グランツリー武蔵小杉の休業日 川崎市

13 株式会社JTB マルイファミリー溝口店 店頭 044-813-1290 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：30～18：00（受付 / ～17：30） マルイの休業日 川崎市

14 株式会社JTB 新百合ヶ丘イトーヨーカドー店 店頭 044-330-3181 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：30（受付 / ～18：00） 12/30～1/3・イトーヨーカドーの休業日 川崎市

15 近畿日本ツーリスト株式会社 ラゾーナ川崎店 店頭 044-522-8600 http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1320.html 10：00～18：00（受付時間17:30）
ラゾーナ川崎の定休日・年末年始（12/30～

1/2）
川崎市

【横須賀・三浦地域】　（鎌倉市、横須賀市、三浦市）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 有限会社ヨコスカ旅行 本社営業所 店頭、電話 046-842-6660 09：00～18：00 日・祭 横須賀市

2 GST株式会社 GST株式会社 電話、その他 046-836-5550 https://www.gst-travel.com/ 09：00～16：00 土・日・祝・その他 横須賀市

3 旅日本株式会社 横須賀営業所 店頭、電話、WEB 090-3230-7555 https://www.tabi-nippon.com 09：00～17：00 土・日・祭 横須賀市

4 株式会社 エス・ティー・ワールド 三浦店 電話、WEB 050-5533-3650 https://stworld.jp/ 11：00～18：00 木 三浦市

5 株式会社　エイチ・アイ・エス 横須賀モアーズシティ WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 火・木・金 横須賀市

6 インペリアル株式会社 ヨコビル旅行センター 店頭、電話、WEB 046-826-0001 10：00～17：00 土・日・祝 横須賀市

7 株式会社JTB 横須賀支店 (法人専門） 電話、その他 046-824-4216 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 横須賀市

8 株式会社JTB 横須賀モアーズシティ店 店頭 046-812-1986 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00 水・横須賀モアーズシティの休業日 横須賀市

9 株式会社JTB 大船イトーヨーカドー店 店頭 0467-30-1020 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～18：00（受付 / ～17：00） イトーヨーカドーの休業日 鎌倉市

10 株式会社日本旅行 ウィング久里浜支店 店頭、電話 0570-030159 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 10：00～18：00 火・木 横須賀市

11 株式会社あおき旅行舎 本社営業所 店頭、電話 046-853-2405 10：00～18：00 日・祝 横須賀市

12 さくらトラベルＳ＆Ｋ合同会社 本社 電話 046-827-1028 10：00～16：00 日・祝 横須賀市

https://www.himawari-ryokou.jp/
http://www.spaceplan.co.jp/travel/
http://www.spaceplan.co.jp/travel/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
http://www.travelsas.co.jp/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1320.html
https://www.gst-travel.com/
https://www.tabi-nippon.com/
https://stworld.jp/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/


【県央地区】　（相模原市、愛甲郡、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社エヌジェイツーリスト 本社 店頭、電話、その他 0467-79-6790 https://www.tabi-njt.com 10：00～18：00 土・日・祝 綾瀬市

2 レインボートラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話 046-206-4118 09：30～17：30 土・日・祝 海老名市

3 ウイングトラベル厚木 本社 電話 046-226-6100 10：00～17：00 土・日・祝 厚木市

4 旅キューピット 本社営業所 電話、WEB 042-852-5123 https://travelqpitto.jimdofree.com 10：00～18：00 土・日・祝 相模原市

5 厚木元湯観光株式会社 本社営業所 店頭 046-286-7881 http://motoyukanko.co.jp 09：00～17：00 土・日・祝 愛甲郡

6
株式会社プリンシプル自動車ファインツーリ
スト

神奈川営業所 店頭、電話 046-402-5800 https://pam-bus.co.jp 09：00～18：00 土・日・祝 厚木市

7 株式会社新中央ツーリスト相模原 本社 店頭、電話 042-750-2510 09：30～17：00 土・日・祝 相模原市

8 YM交通株式会社 本社 店頭、電話、WEB 042-707-2340 https://www.yamaguchi-motor.com/transportation 09：00～18：00 なし 相模原市

9 株式会社アトランティックツアー 厚木営業所
店頭、電話、WEB、そ

の他
046-222-7400 http://www.atlantictour.jp 10：00～18：00 土・日・祝 厚木市

10 株式会社ノースフィールド 本社 電話 046-222-2025 https://www.north-f.co.jp 10：00～17：00 土・日・祝 厚木市

11 株式会社　毎日観光 本社 店頭、電話 046-228-6655 09：00～17：00 日・祝 厚木市

12 富士急トラベル（株） 神奈川支店 店頭、電話、WEB 042-743-8105 https://www.fujikyu-travel.co.jp/ 09：00～18：00 土・日・祝 相模原市

13 泉の交通株式会社 本社営業所 店頭、電話 046-262-7777 http://www.izumino-kotsu.com/ 09：00～18：00 日 大和市

14 京王観光株式会社 神奈川北支店 店頭、電話 042-786-6155 09：00～18：00 土・日・祝祭 相模原市

15 相模原観光株式会社 本社営業所 店頭、電話 042-753-1116 http://www.sagamihara-kanko.co.jp/ 09：30～18：00 日・祝 相模原市

16 株式会社　エイチ・アイ・エス ららぽーと海老名 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～18：00 なし 海老名市

17 株式会社　エイチ・アイ・エス 厚木イオン WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 水・木 厚木市

18 株式会社　エイチ・アイ・エス ミウィ橋本 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 火・木・金 相模原市

19 四季彩の旅 本社 その他 10：00～17：00 土・日・祝 厚木市

20 株式会社JTB 相模原支店 (法人専門) 電話、その他 042-701-2153 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 相模原市

21 株式会社JTB イオン厚木店 店頭 046-203-5091 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～19：00 12/31～1/2 厚木市

22 株式会社JTB 大和鶴間イトーヨーカドー店 店頭 046-203-5069 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） イトーヨーカドーの休業日 大和市

23 株式会社JTB ららぽーと海老名店 店頭 046-292-1310 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） ららぽーとの休業日 海老名市

24 株式会社JTB 橋本アリオ店 店頭 042-770-8311 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～19：00（受付 / ～18：00） 12/30～1/3・アリオの休業日 相模原市

25 株式会社トラベルサーティーナイン 本社 店頭、電話
042-682-6339

090-2902-6639
10：00～18：00 土・日・祭日 相模原市

26 株式会社日本旅行 相模原市役所支店 店頭、電話 042-753-6766 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 09：30～18：15 火・水・木・土・日・祝 相模原市

27 北相トラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 042-755-9590 https://www.hokusotravel.com/ 09：30～17：00 土・日・祝 相模原市

28 (株)アイビー・シー・エス 相模原営業所 店頭 042-759-6190 10：00～17：00 土・日・祝 相模原市

29 株式会社シティアクセス相模 (株)シティアクセス相模 店頭、電話、WEB 046-245-1306 https://www.cityaccess-s.co.jp 09：00～18：00 日 厚木市

【湘南地域】　（秦野市、伊勢原市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 ウィングトラベル 本社 電話、その他 0463-96-5159 09：30～17：30 土・日・祝 伊勢原市

2 スバル観光バス株式会社 本社 店頭、電話、その他 0466-48-9123 http://subaru-kankobus.com/ 09：00～17：30 日・祝 藤沢市

3 有限会社　寺子屋 湘南営業所 店頭 0467-26-2111 09：00～17：00 土・日・月 茅ヶ崎市

4 神奈中観光株式会社 神奈川営業所 電話
0463-51-6901

042-788-2675
http://www.kanachu-kanko.co.jp 09：00～17：00 土・休日 平塚市

https://www.tabi-njt.com/
https://travelqpitto.jimdofree.com/
http://motoyukanko.co.jp/
https://pam-bus.co.jp/
https://www.yamaguchi-motor.com/transportation
http://www.atlantictour.jp/
https://www.north-f.co.jp/
https://www.fujikyu-travel.co.jp/
http://www.izumino-kotsu.com/
http://www.sagamihara-kanko.co.jp/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://www.hokusotravel.com/
https://www.cityaccess-s.co.jp/
http://subaru-kankobus.com/
http://www.kanachu-kanko.co.jp/


5 合同会社湘南旅行舎 本社営業所 店頭、電話 050-3154-0806 https://www.shonants.com/ 10：00～20：00 月・火 茅ヶ崎市

6 湘南トラベル株式会社 本店 店頭、電話、WEB 0463-68-4030 http://shonan-travel.co.jp/ 09：00～18：00 土・日・祝 平塚市

7 株式会社　エイチ・アイ・エス テラスモール湘南 WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 なし 藤沢市

8 株式会社　エイチ・アイ・エス ODAKYU 湘南 GATE WEB https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～19：00 火・木・金 藤沢市

9 東海教育産業株式会社 伊勢原旅行センター 店頭 0463-93-3980 09：00～17：00 日・祝祭　第２・４土 伊勢原市

10 東海教育産業株式会社 湘南旅行センター 店頭 0463-77-3522 09：30～17：30 日・祝祭　第1・３・５土 秦野市

11 株式会社JTB 神奈川西支店 (法人専門） 電話、その他 0463-23-5166 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 平塚市

12 株式会社JTB
イオン秦野ショッピングセン

ター店
店頭 046-366-3975 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～19：00 イオンの休業日 秦野市

13 株式会社JTB ららぽーと湘南平塚店 店頭 0463-20-5215 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） ららぽーとの休業日 平塚市

14 株式会社JTB 湘南藤沢店 店頭 0466-54-6702 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～18：30（受付 / ～18：00） 5/3～5/5・12/30～1/3・火曜日 藤沢市

15 株式会社JTB テラスモール湘南店 店頭 0466-32-7994 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） テラスモール湘南の休業日 藤沢市

16 株式会社JTB ラスカ茅ヶ崎店 店頭 0467-87-3933 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） ラスカの休業日 茅ヶ崎市

17 株式会社日本旅行 藤沢支店 電話、その他 0466-22-7411 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/ 09：30～15：30 土・日・祝 藤沢市

18 株式会社のあたび 本社営業所 店頭、電話、WEB 0466-52-7775 https://noatabi.co.jp 10：00～18：00 日・祝 藤沢市

19 株式会社エイトバード 本社 電話、WEB 0466-55-5657 http://www.8bird.com 10：00～17：00 土・日・祝 藤沢市

20 秦野交通株式会社（秦野トラベル） 本社 電話、その他 0463-81-6070 http://www.hadano-koutuu.com 09：00～18：00 土・日 秦野市

21 株式会社ワールド航空サービス 藤沢営業所 店頭、電話、WEB 0466-27-0111 https://www.wastours.jp/ 09：30～17：30 土・日・祝 藤沢市

【西湘地域】 （松田町、大井町、小田原市、南足柄市、箱根町、真鶴町）

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社ヤブタ建設不動産 本店
店頭、電話、WEB、そ

の他
0465-68-3400 https://www.yabuta-kf.jp/ 10：00～17：00 土・日・祝 足柄下郡

2 株式会社　箱根観光旅館協会 本社営業所 店頭、電話、WEB 0460-85-6777 http://www.hakonetours.com/ 09：30～18：00 年中無休 足柄下郡

3 株式会社ビッグトラベル 本社 店頭、電話、WEB 0465-83-7273 http://www.bigtravel.jp 10：00～17：00 土・日 足柄上郡

4 エニコートラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話、その他 0465-46-8477 09：30～17：30 日・祭 足柄上郡

5 一般財団法人箱根町観光協会 箱根町観光交流センター 店頭、電話 0460-85-5794 http://kyokai.hakone.or.jp/info/ 09：00～17：45 無休 足柄下郡

6 株式会社JTB 小田原ダイナシティウエスト店 店頭 046-540-5862 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） ダイナシティウエストモールの休業日 小田原市

7 株式会社　小田急トラベル 小田急旅の予約センター WEB https://www.odakyu-travel.co.jp/special/search/hukkouwari.html 12：00～17：00 日 小田原市

8 名鉄観光サービス(株) 小田原支店 店頭、電話、その他 0465-23-3238 http://www.mwt.co.jp 10：00～17：00 土・日・祝 小田原市

9 有限会社島旅ツーリスト 小田原駅前 店頭、電話、WEB 0465-24-7150 https://www.shimatabi.net/ 10：00～19：00 土・日・祝 小田原市

10 株式会社丹沢交通 本社松田営業所 店頭、電話 0465-85-1234 https://tanzawa-bus.jp 09：00～18：00 土・日・祭 足柄上郡

11
エムエス商事株式会社（屋号：旅行企画プロ

スワン）
神奈川営業所 店頭、電話 0465-46-7371 09：00～17：00 土・日・祝 小田原市

【茨城県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社JTB ニューポートひたちなか店 店頭 029-265-2621 10：00～20：00 （受付/～19：30） ニューポートひたちなかの休業日 茨城県

2 株式会社JTB 茨城県庁前店 店頭 029-301-1008 10：00～18：00 （受付/～17：30） 火・5/3～5/5・12/30～1/3 茨城県

https://www.shonants.com/
http://shonan-travel.co.jp/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://noatabi.co.jp/
http://www.8bird.com/
http://www.hadano-koutuu.com/
https://www.wastours.jp/
https://www.yabuta-kf.jp/
http://www.hakonetours.com/
http://www.bigtravel.jp/
http://kyokai.hakone.or.jp/info/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.odakyu-travel.co.jp/special/search/hukkouwari.html
http://www.mwt.co.jp/
https://www.shimatabi.net/
https://tanzawa-bus.jp/


3 株式会社JTB イオンモールつくば店 店頭 029-839-2202 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 茨城県

4 株式会社JTB イーアスつくば店 店頭 029-868-7211 10：00～20：00 （受付/～19：30） イーアスの休業日 茨城県

5 株式会社JTB イオンモール土浦店 店頭 029-835-5051 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 茨城県

6 株式会社JTB イオンタウン守谷店 店頭 0297-47-1820 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンタウンの休業日 茨城県

7 株式会社JTB 水戸支店（法人専門） 店頭 029-225-5262 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 茨城県

8 株式会社JTB 茨城南支店（法人専門） 店頭 029-860-2881 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 茨城県

9 橙雅交通株式会社 本社 店頭、電話、その他 0296-78-5441 http://daidaimiyabi.com 09：00～17：00 土・日・祝 茨城県

10 茨城東武観光株式会社 本社営業所 店頭、電話 0296-43-0011 http://ibaraki-tobu.com/ 09：00～18：00 土・日・祝 茨城県

11 総武観光トラベル ショッピングセンターパルナ店 店頭、電話 0299-95-7755 12：00～17：00 火・水・木 茨城県

12 イコットトラベル イコットトラベル 店頭 http://www.iccoto.jp 10：00～18：00 水・日 茨城県

13 西木観光 本社 店頭、電話、その他 0296-32-5543 10：00～18：00 日 茨城県

14 タビットツアーズ株式会社 茨城本社 店頭、電話 029-222-0202 https://www.tabbit.jp/ 10：00～18：00 土・日・祝 茨城県

15 株式会社日本トラベルサービス チェリオ旅行サロン 店頭、電話 0299-83-4111 10：00～15：00 火・木 茨城県

16 常陸農業協同組合 JA常陸旅行センター 店頭、電話 0294-72-9122 08：30～17：00 土・日・祝 茨城県

17 石塚サン・トラベル株式会社 水戸本店
店頭、電話、WEB、そ

の他
0120-315-055 http://www.ishitsuka.co.jp/ 09：00～17：00 火・木・土・日・祝 茨城県

【栃木県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社JTB 宇都宮店 店頭 028-614-2000 09：30～17：30 （受付/～17：00） 火・12/30～1/3 栃木県

2 株式会社JTB 宇都宮アピタ店 店頭 028-684-2181 10：00～20：00 （受付/～19：30） アピタの休業日 栃木県

3 株式会社JTB 宇都宮イトーヨーカドー店 店頭 028-689-3800 10：00～20：00 （受付/～19：30） イトーヨーカドーの休業日 栃木県

4 株式会社JTB
おやまゆうえんハーヴェスト

ウォーク店
店頭 0285-20-1725 10：00～20：00 （受付/～19：30）

おやまゆうえんハーヴェストウォークの休

業日
栃木県

5 株式会社JTB 宇都宮支店（法人専門） 店頭 028-614-2160 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 栃木県

6 株式会社東武旅行業務センター 本社営業所 店頭、電話 0283-85-2418 https://tobutour.com/index.html 08：00～17：30 日 栃木県

7 株式会社トチギ旅行開発 本社団体営業部 電話 028-600-1550 http://www.ryoko-kaihatsu.com 09：30～18：30 土・日・祝 栃木県

8 株式会社トチギ旅行開発
フクダヤトラベラーズクラブ

今泉支店
店頭 028-623-4433 10：00～20：00 なし 栃木県

9 株式会社トチギ旅行開発
フクダヤトラベラーズ　イン

ターパーク店
店頭 028-657-6111 10：00～20：00 なし 栃木県

10 栃木実業株式会社　栃木ツーリスト 栃木ツーリスト 店頭、電話 028-650-2482 09：00～17：00 土・日・祝 栃木県

11 関東ツアーサービス株式会社 本社旅行センター 電話 028-614-4433 https://www.kanto-tour-s.co.jp/ 10：00～17：30 土・日・祝 栃木県

12 ハロー観光 ハロー観光 店頭、電話 0288-22-6261 https://www.hello-kanko.com/ 09：00～18：00 日 栃木県

【群馬県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社JTB イオンモール太田店 店頭 0276-47-8350 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 群馬県

2 株式会社JTB 前橋けやきウォーク店 店頭 027-260-8071 10：00～20：00 （受付/～19：30） けやきウォーク前橋の休業日 群馬県

3 株式会社JTB 高崎店 店頭 027-322-5613 10：00～18：00 （受付/～17：30） 木・12/30～1/3 群馬県

http://daidaimiyabi.com/
http://ibaraki-tobu.com/
http://www.iccoto.jp/
https://www.tabbit.jp/
http://www.ishitsuka.co.jp/
https://tobutour.com/index.html
http://www.ryoko-kaihatsu.com/
https://www.kanto-tour-s.co.jp/
https://www.hello-kanko.com/


4 株式会社JTB イオンモール高崎店 店頭 027-310-9651 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 群馬県

5 株式会社JTB スマーク伊勢崎店 店頭 0270-20-8525 10：00～19：00 （受付/～18：30） スマーク伊勢崎の休業日 群馬県

6 株式会社JTB 群馬支店（法人専門） 店頭 027-321-3003 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 群馬県

7 株式会社綜合旅行 アイツアーズ　前橋吉岡店 店頭、電話 0279-20-5433 https://stores.jtb.co.jp/b8071-0 平日11：00～16：00　土日11：00～17：00 火・水 群馬県

8 株式会社綜合旅行 アイツアーズ　前橋みなみ店 店頭、電話 027-289-9911 https://stores.jtb.co.jp/bc639-0 平日11：00～16：00　土日11：00～17：00 火・水 群馬県

9 株式会社ワールドツーリスト 桐生店 店頭 0277-55-5381 https://stores.jtb.co.jp/bg746-0 11：00～16：00 火・水 群馬県

10 国際トラベルサービス株式会社 高崎高島屋旅行サロン 店頭、電話 027-345-6700 https://stores.jtb.co.jp/b8770-0 10：00～17：00 月・火 群馬県

11 株式会社群馬バス 旅行営業部 電話、その他 027-364-3423 https://gunbus.co.jp 09：00～18：00 土・日・祝 群馬県

12 株式会社群馬バス 旅行センター 店頭、電話 027-364-1212 https://gunbus.co.jp 09：00～18：00 土・日・祝 群馬県

13 （株）カインズトラベル 西部モール店 店頭、電話 0270-25-3133 https://www.cainztravel.com 10：00～19：00 水 群馬県

14 アース旅行 本社営業所 店頭、電話 0276-82-4649 09：00～17：30 日・祝 群馬県

15 関越交通株式会社 観光部 店頭、電話、WEB 0120-753-815 https://www.kan-etsu.net/publics/index/8/ 09：00～17：30 土・日 群馬県

16 株式会社群馬旅行 本社 店頭、その他 0270-24-7790 https://www.gunma-ryokou.com/ 09：00～18：00 土・日・祝 群馬県

【埼玉県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社JTB 熊谷店 店頭 048-500-3996 10：00～18：00（受付/～17：30） 無 埼玉県

2 株式会社JTB モラージュ菖蒲店 店頭 0480-87-1721 10：00～20：00 （受付/～19：30） モラージュの休業日 埼玉県

3 株式会社JTB 東松山ピオニウォーク店 店頭 049-331-0545 10：00～20：00 （受付/～19：30） ピオニウォーク東松山の休業日 埼玉県

4 株式会社JTB ララガーデン春日部店 店頭 048-610-8934 10：00～20：00 （受付/～19：30） ララガーデンの休業日 埼玉県

5 株式会社JTB 宮原ステラタウン店 店頭 048-610-8782 10：00～20：00 （受付/～19：30） ステラタウンの休業日 埼玉県

6 株式会社JTB 川越クレアモール店 店頭 049-273-0997 10：00～18：00 （受付/～17：30） 水　5/3～5/5・12/30～1/3 埼玉県

7 株式会社JTB トラベルゲート大宮 店頭 048-610-8788 10：30～18：30 （受付/～18：00） 12/30～1/3 埼玉県

8 株式会社JTB そごう大宮店 店頭 048-646-2450 10：00～20：00 （受付/～19：30） そごう大宮店の休業日 埼玉県

9 株式会社JTB
コクーンシティさいたま新都心

店
店頭 048-610-8846 10：00～20：00 （受付/～19：30） コクーンシティの休業日 埼玉県

10 株式会社JTB イオンモール与野店 店頭 048-610-8896 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 埼玉県

11 株式会社JTB 浦和パルコ店 店頭 048-610-8874 10：00～20：00 （受付/～19：30） パルコの休業日 埼玉県

12 株式会社JTB イオンモール北戸田店 店頭 048-233-3997 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンの休業日 埼玉県

13 株式会社JTB 川口店 店頭 048-233-3316 11：00～19：00 （受付/～18：30） 水　5/3～5/5・12/30～1/3 埼玉県

14 株式会社JTB イオンモール川口前川店 店頭 048-263-5233 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 埼玉県

15 株式会社JTB イオンレイクタウン店 店頭 048-910-0133 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンの休業日 埼玉県

16 株式会社JTB 三郷イトーヨーカドー店 店頭 048-910-0108 10：00～20：00 （受付/～19：30） イトーヨーカドーの休日 埼玉県

17 株式会社JTB 草加イトーヨーカドーアコス店 店頭 048-910-0146 10：00～20：00 （受付/～19：30） 12/31～1/3・イトーヨーカドーの休日 埼玉県

18 株式会社JTB マルイファミリー志木店 店頭 048-470-3060 10：30～19：30 （受付/～19：00） マルイファミリーの休業日 埼玉県

19 株式会社JTB イオンスタイル入間店 店頭 04-2960-2033 10：00～19：30 （受付/～19：00） イオンスタイルの休業日 埼玉県

20 株式会社JTB 所沢西武店 店頭 04-2903-5270 10：00～20：00 （受付/～19：30） 西武所沢店の休業日 埼玉県

21 株式会社JTB 埼玉支店（法人専門） 店頭 048-647-4486 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 埼玉県

22 株式会社JTB 川越支店（法人専門） 店頭 049-246-3417 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 埼玉県

https://stores.jtb.co.jp/b8071-0
https://stores.jtb.co.jp/bc639-0
https://stores.jtb.co.jp/bg746-0
https://stores.jtb.co.jp/b8770-0
https://gunbus.co.jp/
https://gunbus.co.jp/
https://www.cainztravel.com/
https://www.kan-etsu.net/publics/index/8/
https://www.gunma-ryokou.com/


23 株式会社JTB 熊谷支店（法人専門） 店頭 048-500-3996 10：00～18：00 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 埼玉県

24 株式会社JTB 埼玉南支店（法人専門） 店頭 048-227-2503 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 埼玉県

25 株式会社マイタウントラベル イオンモール春日部店 店頭、電話 048-795-4848 https://stores.jtb.co.jp/bn502-0
10：00～17：00（現在左記時間にて時短営

業中）
なし 埼玉県

26 株式会社リノン（リノンツーリスト） 桶川北本店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bc641-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

27 株式会社リノン（リノンツーリスト） 深谷店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bd075-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

28 株式会社リノン（リノンツーリスト） 本庄上里店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bd284-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

29 株式会社リノン（リノンツーリスト） 行田店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bh503-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

30 株式会社リノン（リノンツーリスト） 鴻巣店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bn647-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

31 株式会社リノン（リノンツーリスト） ニットーモール店 店頭 https://stores.jtb.co.jp/bp769-0 10：00～18：00 火曜日 埼玉県

32 株式会社サン旅行センター 本社 店頭 0480-72-3232 09：00～18：00 土・日・祝日 埼玉県

33 株式会社サン旅行センター イオンモール羽生店 店頭 048-560-2233 10：00～19：00 なし 埼玉県

34 株式会社サン旅行センター アリオ鷲宮２F 店頭 0480-53-5511 10：00～17：00 なし 埼玉県

35 トラベルネット株式会社
トラベルネット　ららぽーと富

士見店
店頭 049-257-5303 https://stores.jtb.co.jp/bn902-0 11：00～18：00 水 埼玉県

36 トラベルネット株式会社 トラベルネット　大井店 店頭 049-278-2950 https://stores.jtb.co.jp/bg567-0 11：00～17：00 火・金 埼玉県

37 中田商会株式会社 JTBたび旅ランド 店頭 0480-40-3003 https://stores.jtb.co.jp/b8066-0 10：00～17：00 火・金 埼玉県

38 株式会社旅スマ 本社営業所 店頭、その他 048-463-8282 http://www.travel-asaka.co.jp/japan/index.html 10：00～17：00 土・日・祝 埼玉県

39 有限会社今井商事（ジョイフル観光）
ジョイフル観光越谷サンシティ

店
店頭 048-940-6714 https://stores.jtb.co.jp/bp205-0 10：00～17：00 水 埼玉県

40 有限会社信栄トラベルサービス 本社営業所 店頭 049-283-7182 https://stores.jtb.co.jp/b8074-0 10：00～18：00 火・金 埼玉県

41 ミヨシトータルサービス株式会社 本社営業所 店頭、電話 049-258-1987 http://www.mts-kk.com 07：45~17：00 日・祝 埼玉県

42 有限会社トラベルユニット 有限会社トラベルユニット 店頭、電話 048-571-9911 https://www.travel-unit.com/ 10：00～18：00 木 埼玉県

43 トーアンツアーズ（有限会社東案） 本社営業所 店頭、電話、WEB 048-577-1161 http://to-an-tour.jp 09：00～18：00 土・日・祝 埼玉県

44 サン旅行開発株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 048-522-5621 http://www.sunryoko.co.jp 10：00～18：30 火・木・土・日 埼玉県

45 有限会社関口商店（ファイントラベル） 本社 店頭 0494-75-4130 08：30～17：00 日・祝 埼玉県

46 藤邦旅行株式会社 本社営業所 店頭、電話、その他 048-472-0835 09：00～17：00 土・日・祝 埼玉県

47 株式会社旅雲 川越本社 店頭、電話 049-231-7760 10：00～18：00 祝 埼玉県

48 秩父観光興業株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 048-524-6616 http://www.chichibu-kanko.co.jp/ 09：00～19：00 日・祝日 埼玉県

49 秩父観光興業株式会社 秩父営業所 店頭、電話、WEB 0494-22-2116 http://www.chichibu-kanko.co.jp/ 09：00～17：00 土・日・祝日 埼玉県

50 秩父観光興業株式会社 寄居営業所 店頭、電話、WEB 048-598-4170 http://www.chichibu-kanko.co.jp/ 09：00～17：00 土・日・祝日 埼玉県

51 秩父観光興業株式会社 行田営業所 店頭、電話、WEB 048-577-5779 http://www.chichibu-kanko.co.jp/ 09：00～17：00 土・日・祝日 埼玉県

52 西武バス株式会社 本社 電話、WEB 04-2995-8133 https://www.seibubus.co.jp/ 09：00～17：30 土・休日 埼玉県

53 ツーリストサポート 本社営業所 店頭、電話、その他 048-758-2033 09：00～19：00 日・祝 埼玉県

54 玉淀観光 なし 店頭、電話 048-581-3058 09：00～18：00 土・日 埼玉県

55 株式会社大前　ツーリスト浦和 本店 店頭、電話 048-834-0077 10：30～18：00 火・水 埼玉県

56 エウラトラベル 本店 電話、WEB 048-877-6961 https://euratravel.com 09：00～19：00 無 埼玉県

57 有限会社メリーランド 本社営業所 店頭、電話、WEB 048-771-8060 http://merryland.link/ 10：00～19：00 日 埼玉県

58 （株）東武観光社 本社 店頭、電話 0493-22-0480 09：30～18：00 土・日・祝 埼玉県

59 株式会社MGC 本社営業所 店頭 049-259-6661 http://mgc-m.com 09：30～18：30 無 埼玉県

60 平和観光サービス 本社 店頭、その他 048-798-7732 09：00～17：30 土・日 埼玉県

61 城南観光 本社 店頭、電話、WEB 048-584-4682 http://j-kanko.com 09：00～17：00 土・日・祝 埼玉県

https://stores.jtb.co.jp/bn502-0
https://stores.jtb.co.jp/bc641-0
https://stores.jtb.co.jp/bd075-0
https://stores.jtb.co.jp/bd284-0
https://stores.jtb.co.jp/bh503-0
https://stores.jtb.co.jp/bn647-0
https://stores.jtb.co.jp/bp769-0
https://stores.jtb.co.jp/bn902-0
https://stores.jtb.co.jp/bg567-0
https://stores.jtb.co.jp/b8066-0
http://www.travel-asaka.co.jp/japan/index.html
https://stores.jtb.co.jp/bp205-0
https://stores.jtb.co.jp/b8074-0
http://www.mts-kk.com/
https://www.travel-unit.com/
http://to-an-tour.jp/
http://www.sunryoko.co.jp/
http://www.chichibu-kanko.co.jp/
http://www.chichibu-kanko.co.jp/
http://www.chichibu-kanko.co.jp/
http://www.chichibu-kanko.co.jp/
https://www.seibubus.co.jp/
https://euratravel.com/
http://merryland.link/
http://mgc-m.com/
http://j-kanko.com/


【千葉県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 株式会社JTB イオンモール成田店 店頭 0476-20-2232 10：00～19：00 （受付/～18：30） イオンモールの休業日 千葉県

2 株式会社JTB イオンモール八千代緑が丘店 店頭 047-413-7490 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 千葉県

3 株式会社JTB 船橋店 店頭 047-413-7880 11：00～19：00 （受付/～18：30） 5/3～5/5・12・30～1-3 千葉県

4 株式会社JTB ららぽーとTOKYO-BAY店 店頭 047-413-7489 10：00～20：00 （受付/～19：30） ららぽーとTOKYO-BAYの休業日 千葉県

5 株式会社JTB イオンモール津田沼店 店頭 047-413-8003 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 千葉県

6 株式会社JTB イオンモール幕張新都心店 店頭 043-213-6305 10：00～19：30 （受付/～19：00） イオンモールの休業日 千葉県

7 株式会社JTB イオン稲毛店 店頭 043-332-9004 10：00～19：30 （受付/～19：00） イオンの休業日 千葉県

8 株式会社JTB ペリエ千葉店 店頭 043-222-3854 10：00～20：00 （受付/～19：30） ペリエ千葉の休業日 千葉県

9 株式会社JTB そごう千葉店 店頭 043-245-8335 10：00～20：00 （受付/～19：30） そごう千葉店の休業日 千葉県

10 株式会社JTB 蘇我アリオ店 店頭 043-332-2159 10：00～20：00 （受付/～19：30） アリオの休業日 千葉県

11 株式会社JTB 柏高島屋店 店頭 04-7140-2170 10：00～20：00 （受付/～19：30） 柏高島屋の休業日 千葉県

12 株式会社JTB あびこショッピングプラザ店 店頭 04-7130-0020 10：00～18：00 （受付/～17：30） あびこショッピングプラザの休業日 千葉県

13 株式会社JTB
流山おおたかの森ショッピング

センター店
店頭 04-7130-0029 10：00～20：00 （受付/～19：30）

流山おおたかの森ショッピングセンターの

休業日・1/1
千葉県

14 株式会社JTB アトレ松戸店 店頭 047-331-3700 10：00～20：00 （受付/～19：30） アトレ松戸の休業日 千葉県

15 株式会社JTB 千葉支店（法人専門） 店頭 043-201-6313 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 千葉県

16 株式会社JTB 千葉西支店（法人専門） 店頭 047-495-8185 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 千葉県

17 株式会社マイタウントラベル テラスモール松戸店 店頭、電話 047-702-3636 https://stores.jtb.co.jp/bp798-0
10：00～17：00（現在左記時間にて時短営

業中）
なし 千葉県

18 株式会社マイタウントラベル セブンパークアリオ柏店 店頭、電話 04-7197-2223 https://stores.jtb.co.jp/bp195-0
10：00～17：00（現在左記時間にて時短営

業中）
なし 千葉県

19 株式会社東日本ツアーズ イオンモール木更津店 店頭、電話 0438-53-7788 10：00～17：00 なし 千葉県

20 株式会社東日本ツアーズ アピタ木更津店 店頭、電話 0438-30-5788 10：00～17：00 不定休 千葉県

21 株式会社サントラベルセンター 大網店 店頭、電話 0475-73-2165 https://stores.jtb.co.jp/b8000-0 10：00～17：00 火・水 千葉県

22 株式会社サントラベルセンター 高根木戸店 店頭、電話 047-490-2060 https://stores.jtb.co.jp/bh474-0 10：00～17：00 水・金 千葉県

23 株式会社サントラベルセンター 茂原店 店頭、電話 0475-20-2131 https://stores.jtb.co.jp/bp231-0 10：00～17：00 火・水 千葉県

24 株式会社サントラベルセンター ゆみ～る鎌取店 店頭、電話 043-488-5211 https://stores.jtb.co.jp/bp579-0 10：00～17：00 火・木 千葉県

25 総武観光トラベル 本社営業所 店頭、電話 0479-73-2333 10：00～17：00 土・日・月 千葉県

26 総武観光トラベル MEGAドン・キホーテ成東店 店頭、電話 0475-82-2600 12：00～17：00 火・水・木 千葉県

27 総武観光トラベル 旭サンモール店 店頭、電話 0479-85-8828 12：00～17：00 火・水・木・金 千葉県

28 総武観光トラベル ボンベルタ成田店 店頭、電話 0476-36-5955 12：00～17：00 月・火・水・木 千葉県

29 房日観光　（有）房州日日新聞社 本社 店頭、電話、WEB 0470-25-5505 https://bonichi.com/ 09：00~17：00 日 千葉県

30 株式会社読売旅行営業本部観光振興部 東日本販売センター 電話、WEB 050-3172-4343 https://www.yomiuri-ryokou.co.jp 09：30～17：30 祝 千葉県

31 株式会社アクタス（細田観光） 本社 店頭、電話 04-7128-6421 09：00～18：00 日・祝 千葉県

32 株式会社日本トラベルサービス 本社 店頭、電話 0479-25-4111 10：00～12：00 火・木 千葉県

33 株式会社日本トラベルサービス サンピア旅行サロン 店頭、電話 0475-55-2511 10：00～17：00 火・木 千葉県

34 株式会社日本トラベルサービス イオン銚子店 店頭、電話 0479-26-3210 10：00～18：00 無 千葉県

35 株式会社久八商事 浦安旅行サロン 店頭 047-381-0511 10：00～17：00 水・日・祝 千葉県

36 株式会社久八商事 中山旅行サロン 店頭 047-302-5186 10：00～17：00 水・日・祝 千葉県

https://stores.jtb.co.jp/bp798-0
https://stores.jtb.co.jp/bp195-0
https://stores.jtb.co.jp/b8000-0
https://stores.jtb.co.jp/bh474-0
https://stores.jtb.co.jp/bp231-0
https://stores.jtb.co.jp/bp579-0
https://bonichi.com/
https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/


37 株式会社久八商事 新浦安旅行サロン 店頭 047-321-4000 10：00～17：00 水 千葉県

38 イオンコンパス株式会社
本社（旅行事業部・コールセン

ター）
電話、WEB 043-388-0187 https://www.aeon-tabi.com/ 09：30～17：00 土・日・祝 千葉県

【東京都】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 あさひ国際旅行（株） 八王子営業所 店頭、電話 042-656-5602 https://www.asatabi.co.jp 09：00～16：00 土・日・祝 東京都

2 産経新聞開発株式会社（サンケイツアーズ） サンケイツアーズ 電話、WEB 03-5283-8250 https://www.sankei-tours.com/ 09：30～17：00 土・日・祝 東京都

3 株式会社産経旅行 本社 電話、WEB 03-6459-4111 https://www.sankeitourist.co.jp 10：00～18：00　土10：00～15：00 日 東京都

4 株式会社ボックスツアー 東京営業所 店頭、電話、WEB 03-6457-7534 http://boxtour.net 12：00~21：00 なし 東京都

5 株式会社エヌケートラベル 本社営業所 電話 046-208-4738 09：00~18：00 日・祝 東京都

6 有限会社トータルエイド 本店 電話 0120-50-5971 10：00～15：00 土・日・祝 東京都

7 萬祥株式会社 萬祥株式会社 店頭 03-5806-9360 10：00～18：00 土・日 東京都

【山梨県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 富士急トラベル（株） 富士吉田支店 店頭、電話 0555-22-5551 10：00～18：00　土曜日　10：00～12：00 第二第四土曜日　日・祝 山梨県

2 富士急トラベル（株） 大月支店 店頭、電話 0554-22-1135 09：00～18：00　土曜日　09：00～12：00 第二第四土曜日　日・祝 山梨県

3 富士急トラベル（株） 甲府支店 店頭、電話 055-228-1000 09：00～18：00　土曜日　09：00～12：00 第二第四土曜日　日・祝 山梨県

4 株式会社トウワ 本社営業所 店頭、電話 055-254-4111 09：30～18：00 土・日・祝 山梨県

【静岡県】

No 旅行会社名 営業所名 販売方法 電話番号 URL 営業時間 休日 備考

1 富士急トラベル（株） 静岡支店 店頭、電話 055-962-7300 10：00～18：00　土曜日　10：00～12：00 第二第四土曜日　日・祝 静岡県

2 株式会社JTB
MEGAドン・キホーテUNY富士

吉原店
店頭 0545-57-4700 10：00～19：00 （受付/～18：30）

MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店の休業

日
静岡県

3 株式会社JTB
三島イトーヨーカドー日清プラ

ザ店
店頭 055-981-6150 10：00～19：00 （受付/～18：30） 日清プラザイトーヨーカドー三島の休業日 静岡県

4 株式会社JTB 熱海店 店頭 0557-81-7158 09：30～17：30 （受付/～17：00） 5/3～5/6・12/30～1/3 静岡県

5 株式会社JTB ららぽーと沼津店 店頭 055-926-0315 10：00～20：00 （受付/～19：30） ららぽーと沼津の休業日 静岡県

6 株式会社JTB マークイズ静岡店 店頭 054-263-3775 10：00～19：00 （受付/～18：30） マークイズ静岡の休業日 静岡県

7 株式会社JTB 静岡店 店頭 054-253-4131 10：00～18：00 （受付/～17：30） 水・祝（4/30・5/2除く）・12/30～1/3 静岡県

8 株式会社JTB 藤枝店 店頭 054-644-1281 10：00～18：00 （受付/～17：30） 水・12/30～1/3 静岡県

9 株式会社JTB ららぽーと磐田店 店頭 0538-59-0185 10：00～21：00 （受付/～19：30） ららぽーとの休業日 静岡県

10 株式会社JTB 浜松店 店頭 053-453-2111 10：00～18：00 （受付/～17：30） 水・5/3～5/5・12/30～1/3 静岡県

11 株式会社JTB イオンモール浜松市野店 店頭 053-411-3731 10：00～20：00 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 静岡県

12 株式会社JTB イオンモール浜松志都呂店 店頭 053-415-2140 10：00～20：30 （受付/～19：30） イオンモールの休業日 静岡県

https://www.aeon-tabi.com/
https://www.asatabi.co.jp/
https://www.sankei-tours.com/
https://www.sankeitourist.co.jp/
http://boxtour.net/


13 株式会社JTB 静岡支店（法人専門） 店頭 054-252-3911 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 静岡県

14 株式会社JTB 浜松支店（法人専門） 店頭 053-453-1491 09：30～17：30 （受付/～17：30） 土・日・祝・振祝・12/30.31.1/2.3 静岡県

15 （株）太平洋トラベルサービス 店頭、電話 0537-23-8800 10：00～16：00 火・木・土・日 静岡県

16 株式会社伊豆バス 松崎営業所 店頭、電話、WEB 0558-43-2015 http://izubus2015ryokou.wixsite.com/izubus 08：30～19：00 無 静岡県

17 株式会社伊豆バス 下田営業所 店頭、電話、WEB 0558-36-3388 http://izubus2015ryokou.wixsite.com/izubus 09：00～15：00 年末年始 静岡県

http://izubus2015ryokou.wixsite.com/izubus
http://izubus2015ryokou.wixsite.com/izubus

