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事業者_名称 事業者_正式名称 事業者_都道府県 事業者_市区町村

アイ・ムーブ・ワールド アイムーブワールド 神奈川県 川崎市高津区

アイランズブルー アイランズブルー 神奈川県 藤沢市

あおき旅行舎 アオキリョコウシャ 神奈川県 横須賀市

あさひ国際旅行 アサヒコクサイリョコウ 神奈川県 横浜市南区

アジア航空サービス アジアコウクウサービス 神奈川県 横浜市青葉区

厚戀観光 アツレンカンコウ 神奈川県 厚木市

アトランティックツアー アトランティックツアー 神奈川県 厚木市

インペリアル（ヨコビル旅行センター） インペリアル　ヨコビルリョコウセンター 神奈川県 横須賀市

ヴィクトリーツアー ヴィクトリーツアー 神奈川県 横浜市港北区

ウィングトラベル ウィングトラベル 神奈川県 伊勢原市

ウイングトラベル厚木 ウイングトラベルアツギ 神奈川県 厚木市

エイトバード エイトバード 神奈川県 藤沢市

エニコートラベル エニコートラベル 神奈川県 足柄上郡大井町

エヌジェイツーリスト エヌジェイツーリスト 神奈川県 綾瀬市

NYTourist エヌワイツーリスト 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区

江ノ新旅行サービス エノシンリョコウサービス 神奈川県 横浜市泉区

エムエス商事 エムエスショウジカブシキガイシャ 神奈川県 小田原市

エムツアー エムツアー 神奈川県 横浜市港南区

オールクリエイティブマーケット オールクリエイティブマーケット 神奈川県 横浜市鶴見区

神奈川大学生活協同組合 カナガワダイガクセイカツキョウドウクミアイ 神奈川県 横浜市神奈川区

アルプスエンタープライズ カブシキガイシャ　アルプスエンタープライズ 神奈川県 川崎市幸区

ファーストスウェル カブシキカイシャ　ファーストスウェル 神奈川県 三浦郡葉山町

ツーリア カブシキカイシヤツーリア 神奈川県 足柄上郡山北町

京急アドエンタープライズ ケイキュウアドエンタープライズ 神奈川県 横浜市西区

相模原観光 サガミハラカンコウ 神奈川県 相模原市中央区

三洋トラベルサービス サンヨウトラベルサービス 神奈川県 相模原市南区

サンロードサービス サンロードサービス 神奈川県 足柄下郡湯河原町

GST ジーエスティー 神奈川県 横須賀市

四季彩の旅 シキサイノタビシキサイノタビ 神奈川県 厚木市

シティアクセス相模 シティアクセスサガミ 神奈川県 厚木市

ジャパントラベルライン ジャパントラベルライン 神奈川県 横浜市港北区

ジョイフェスト ジヨイフエスト 神奈川県 横浜市金沢区

湘南トラベル ショウナントラベル 神奈川県 平塚市

湘南トラベルプラザ ショウナントラベルプラザ 神奈川県 藤沢市

湘南旅行舎 ショウナンリョコウシャ 神奈川県 茅ヶ崎市

新中央ツーリスト相模原 シンチュウオウツーリストサガミハラ 神奈川県 相模原市中央区

SUGIZAKI・トラベルサポート スギザキトラベルサポート 神奈川県 小田原市

スペース・プラン スペース　プラン 神奈川県 川崎市多摩区

スポーツコミュニティ スポーツコミュニティ 神奈川県 横浜市西区

草創 ソウソウ 神奈川県 川崎市川崎区

旅キューピット タビキューピット 神奈川県 相模原市緑区

旅コレクション タビコレクション 神奈川県 横浜市中区

たび寅 タビトラ 神奈川県 横浜市神奈川区

旅らんど タビランド 神奈川県 横浜市金沢区

ツクイ ツクイ 神奈川県 横浜市港南区

ティ－アイジェ－ ティーアイジェー 神奈川県 横浜市西区

寺子屋 テラコヤ 神奈川県 茅ヶ崎市

東海教育産業 トウカイキョウイクサンギョウ 神奈川県 伊勢原市

東芝ツーリスト トウシバツーリスト 神奈川県 横浜市港北区

東邦トラベルサービス トウホウトラベルサービス 神奈川県 横浜市中区

東横観光センター トウヨコカンコウセンター 神奈川県 横浜市港北区

トニーズワールド トニーズワールド 神奈川県 厚木市

トラベルサーティーナイン トラベルサーティーナイン 神奈川県 相模原市緑区

トラベルステーション トラベルステーション 神奈川県 横浜市泉区

とらべるわん トラベルワン 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区

ドリームワールド ドリームワールド 神奈川県 横浜市神奈川区

ニコニコトラベル ニコニコトラベル 神奈川県 横浜市西区

日本団体旅行センター ニホンダンタイリョコウセンター 神奈川県 横浜市磯子区

ニュー日本観光 ニューニホンカンコウ 神奈川県 横浜市金沢区
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ネクストツアー ネクストツアー 神奈川県 横浜市中区

のあたび ノアタビ 神奈川県 藤沢市

ノースフィールド ノースフィールド 神奈川県 厚木市

箱根観光旅館協会 ハコネカンコウリョカンキョウカイ 神奈川県 足柄下郡箱根町

秦野交通 ハダノコウツウ 神奈川県 秦野市

パルツアーズ パルツアーズ 神奈川県 横浜市磯子区

b・e ビー　イー 神奈川県 横浜市中区

ひまわり旅行 ヒマワリリヨコウ 神奈川県 川崎市高津区

日吉商事 ヒヨシショウジ 神奈川県 横須賀市

フェニックストラベルインターナショナル フェニックストラベルインターナショナル 神奈川県 横浜市金沢区

富士国際旅行社 フジコクサイリョコウシャ 神奈川県 横浜市中区

富士バス観光 フジバスカンコウ 神奈川県 横浜市港南区

平成観光サービス ヘイセイカンコウサービス 神奈川県 相模原市中央区

北相トラベル ホクソウトラベル 神奈川県 相模原市中央区

MATCH マッチ 神奈川県 横浜市中区

MAHINA TRIP CREATE マヒナトリップクリエイト 神奈川県 横浜市鶴見区

マリアンナ・ワールド・サービス マリアンナ　ワールド　サービス 神奈川県 川崎市宮前区

マリンツーリスト マリンツーリスト 神奈川県 横浜市磯子区

ミヤジマトラベル ミヤジマトラベル 神奈川県 横浜市港南区

ヤブタ建設不動産 ヤブタケンセツフドウサン 神奈川県 足柄下郡真鶴町

ヨコスカ旅行 ヨコスカリョコウ 神奈川県 横須賀市

横浜エアーアンドシーサービス ヨコハマエアーアンドシーサービス 神奈川県 横浜市中区

ヨコハマ旅倶楽部 ヨコハマタビクラブ 神奈川県 横浜市南区

横浜ダンボール ヨコハマダンボール 神奈川県 横浜市磯子区

横浜トラベルサービス ヨコハマトラベルサービス 神奈川県 横浜市鶴見区

リッツ リッツ 神奈川県 平塚市

ルートトラベル ルートトラベル 神奈川県 横浜市南区

レクシステム レクシステム 神奈川県 横浜市西区

ワールドジャーニー ワールドジャーニー 神奈川県 横浜市緑区

ワールドプラン ワールドプラン 神奈川県 横浜市緑区

YM交通 ワイエムコウツウ 神奈川県 相模原市緑区


