
通番 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

1 PAOプラス 有限会社　PAOプラス 大阪府 摂津市

2 高田交通 有限会社　高田交通 奈良県 大和高田市

3 ニュートラベル 株式会社　ニュートラベル 京都府 京都市山科区

4 ニュートラベルサービス ニュートラベルサービス　株式会社 大阪府 大阪市中央区

5 ティーネットインターナショナル 株式会社　ティーネットインターナショナル 愛知県 名古屋市中区

6 夢生活舎 株式会社　夢生活舎 東京都 大田区

7 タイセイツアーズ 有限会社　タイセイツアーズ 富山県 富山市

8 平成交通 平成交通　有限会社 長野県 松本市

9 長良川鉄道 長良川鉄道　株式会社 岐阜県 関市

10 MIA Select 株式会社　MIA Select 東京都 港区

11 飯田ツーリストセンター 株式会社　飯田ツーリストセンター 長野県 飯田市

12 ベルツアー ベルツアー　株式会社 新潟県 新潟市中央区

13 ユニバーサル旅行 有限会社　ユニバーサル旅行 福岡県 北九州市小倉南区

14 ITREK 株式会社　ITREK 群馬県 前橋市

15 濱観光サービス 株式会社　濱観光サービス 奈良県 桜井市

16 芦原旅行観光 芦原旅行観光　有限会社 福井県 あわら市

17 ツーリア 株式会社　ツーリア 神奈川県 足柄上郡山北町

18 旅研究所 合同会社　旅研究所 東京都 台東区

19 ワカサ交通 ワカサ交通　株式会社 福井県 大飯郡おおい町

20 東奥日報サービス 株式会社　東奥日報サービス 青森県 青森市

21 日之出観光自動車 日之出観光自動車　株式会社 山梨県 笛吹市

22 平成エンタープライズ 株式会社　平成エンタープライズ 埼玉県 志木市

23 LTK福岡 株式会社　LTK福岡 福岡県 福岡市中央区

24 金津旅行会 金津旅行会　 福井県 あわら市

25 ワイ・エス企画 有限会社　ワイ・エス企画 長野県 大町市

26 中央ツアー 有限会社　中央ツアー 新潟県 十日町市

27 県南旅行社 県南旅行社　 栃木県 小山市

28 ホクレアツアーズ ホクレアツアーズ　株式会社 東京都 港区

29 西日本トラベル 株式会社　西日本トラベル 広島県 東広島市

30 サン・トラベルワールド サン・トラベルワールド　株式会社 愛知県 豊橋市

31 セントラルツアーズ 株式会社　セントラルツアーズ 兵庫県 神戸市中央区

32 三河観光社 株式会社　三河観光社 愛知県 高浜市

33 西濃KMツーリスト 西濃KMツーリスト 岐阜県 岐阜市

34 静岡旅行センター 株式会社　静岡旅行センター 静岡県 藤枝市

35 セイムコーポレーション 株式会社　セイムコーポレーション 東京都 千代田区

36 パシック 株式会社　パシック 宮崎県 延岡市

37 ヒューレスト 株式会社　ヒューレスト 岐阜県 関市

38 トマト旅行 株式会社　トマト旅行 富山県 富山市

39 トラベル長嶺 　トラベル長嶺 福島県 会津若松市

40 信州ツーリストサービス 株式会社　信州ツーリストサービス 長野県 長野市

41 鈴与ホールディングス 鈴与ホールディングス　株式会社 静岡県 静岡市清水区

42 楽楽旅行 株式会社　楽楽旅行 東京都 新宿区

43 大阪ツアーズ 株式会社　大阪ツアーズ 大阪府 大阪市平野区

44 広島県旅行業協会 協同組合　広島県旅行業協会 広島県 広島市東区

45 ニュー日本観光 ニュー日本観光　株式会社 神奈川県 横浜市金沢区

46 九州旅行会 有限会社　九州旅行会 熊本県 八代市

47 山形旅行サービス 株式会社　山形旅行サービス 山形県 寒河江市

48 サントラベルセンター 株式会社　サントラベルセンター 千葉県 大網白里市

49 有限会社平和観光サービス 大阪府 八尾市

50 ロイヤルツーリスト 株式会社　ロイヤルツーリスト 奈良県 奈良市

51 瑞穂観光 瑞穂観光　合同会社 島根県 邑智郡邑南町

52 中山観光自動車 中山観光自動車　株式会社 茨城県 坂東市

53 ワールドホッピングジャパン 株式会社　ワールドホッピングジャパン 愛知県 名古屋市中区

54 京葉ツーリスト 京葉ツーリスト　株式会社 千葉県 松戸市

55 都トラベルサービス 株式会社　都トラベルサービス 大阪府 大阪市西区

56 トラベルKIX 大阪府 堺市南区

57 全研本社 全研本社　株式会社 東京都 新宿区

58 カズインターナショナル旅倶楽部 兵庫県 伊丹市

59 千里山観光 千里山観光　株式会社 大阪府 摂津市

60 深沢観光サービス 深沢観光サービス　株式会社 東京都 荒川区

61 すぎやまクリエイト 株式会社　すぎやまクリエイト 岡山県 岡山市中区

62 神石高原町観光協会 一般社団法人　神石高原町観光協会 広島県 神石郡神石高原町

63 ツアーシステム ツアーシステム　株式会社 石川県 金沢市

64 トラベルインフォメーション 株式会社　トラベルインフォメーション 山梨県 都留市

65 ローカルトラベル・パートナーズ 株式会社　ローカルトラベル・パートナーズ 静岡県 静岡市駿河区

66 ウエルネス都城観光バス 有限会社　ウエルネス都城観光バス 宮崎県 都城市

67 Eighty Days Eighty Days　株式会社 東京都 品川区

68 太平洋旅行 株式会社　太平洋旅行 大阪府 堺市中区

69 静交トラベル 静交トラベル　 静岡県 静岡市清水区

70 ライジングトラベル ライジングトラベル 茨城県 鹿嶋市

71 ノーブル 株式会社　ノーブル 東京都 板橋区

72 エーエスエー 合同会社　エーエスエー 福岡県 福岡市博多区

73 T2ワールドエンタープライズ T2ワールドエンタープライズ　株式会社 東京都 中央区
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74 福井県旅行業協会 株式会社　福井県旅行業協会 福井県 福井市

75 F－SUNツーリストジャパン 株式会社　F－SUNツーリストジャパン 東京都 品川区

76 近畿観光社 有限会社　近畿観光社 大阪府 松原市

77 エアーアシスト 有限会社　エアーアシスト 沖縄県 那覇市

78 あづみ野ツアーサービス あづみ野ツアーサービス　株式会社 長野県 松本市

79 バイン バイン　株式会社 東京都 渋谷区

80 アーバントラベルサービス 愛知県 名古屋市南区

81 オレンジツーリスト 株式会社　オレンジツーリスト 愛知県 高浜市

82 国際トラベル京都 国際トラベル京都　 京都府 京都市東山区

83 オフィスガンボ オフィスガンボ 広島県 廿日市市

84 東邦大学消費生活協同組合 東邦大学消費生活協同組合 千葉県 船橋市

85 甲南観光サービス 有限会社　甲南観光サービス 山梨県 笛吹市

86 トラベル新湊 株式会社　トラベル新湊 富山県 射水市

87 カネユー 株式会社　カネユー 北海道 函館市

88 中央トラベル 株式会社　中央トラベル 広島県 広島市南区

89 ブルーツーリズム北海道 株式会社　ブルーツーリズム北海道 北海道 千歳市

90 東案（トーアンツアーズ） 有限会社　東案（トーアンツアーズ） 埼玉県 大里郡寄居町

91 クマランド 株式会社　クマランド 福岡県 北九州市門司区

92 ハラショー観光トラベル ハラショー観光トラベル　株式会社 福岡県 八女郡広川町

93 アニバーサリートラベル 株式会社　アニバーサリートラベル 東京都 品川区

94 青い空 株式会社　青い空 長野県 松本市

95 スカイワールド 株式会社　スカイワールド 茨城県 石岡市

96 キョウワトラベル キョウワトラベル　 愛知県 豊明市

97 ドレスツアーズ 株式会社　ドレスツアーズ 東京都 港区

98 日本ツーリスト 株式会社　日本ツーリスト 山梨県 富士吉田市

99 ツアーネットワーク 株式会社　ツアーネットワーク 静岡県 沼津市

100 共和トラベル 共和トラベル　株式会社 青森県 青森市

101 湘南トラベルビューロー 湘南トラベルビューロー　株式会社 神奈川県 南足柄市

102 新中央ツーリスト相模原 株式会社　新中央ツーリスト相模原 神奈川県 相模原市中央区

103 西日本交通観光サービス大牟田 西日本交通観光サービス大牟田　 福岡県 大牟田市

104 めもりー旅行 株式会社　めもりー旅行 千葉県 佐倉市

105 青木興業 青木興業　株式会社 愛知県 西尾市

106 田中観光センター 田中観光センター　 大阪府 和泉市

107 バリュートラベルジャパン バリュートラベルジャパン　株式会社 東京都 新宿区

108 Y'sトラベル Y'sトラベル　株式会社 大阪府 東大阪市

109 総和 有限会社　総和 東京都 足立区

110 華龍旅行 華龍旅行　株式会社 沖縄県 浦添市

111 マークワンスタイル 株式会社　マークワンスタイル 北海道 札幌市白石区

112 奈良トラベルサービス 有限会社　奈良トラベルサービス 奈良県 大和高田市

113 クレセント 株式会社　クレセント 愛知県 名古屋市中村区

114 ジェイシー・フューチャー ジェイシー・フューチャー　株式会社 大阪府 大阪市中央区

115 東和商事 東和商事　株式会社 佐賀県 杵島郡白石町

116 トラベルプランニングオフィス 有限会社　トラベルプランニングオフィス 東京都 渋谷区

117 トラベルステーション 株式会社　トラベルステーション 神奈川県 横浜市泉区

118 山静観光　太田川みつ子 静岡県 富士宮市

119 横須賀観光サービス 有限会社　横須賀観光サービス 愛知県 東海市

120 三友工業所 株式会社　三友工業所 愛知県 名古屋市東区

121 大分バス 大分バス　株式会社 大分県 大分市

122 GST GST　株式会社 神奈川県 横須賀市

123 ハロートラベル 株式会社　ハロートラベル 兵庫県 小野市

124 豊栄交通 有限会社　豊栄交通 広島県 東広島市

125 群馬ツアーサポート 　群馬ツアーサポート 群馬県 伊勢崎市

126 ジョイフェスト ジョイフェスト　株式会社 神奈川県 横浜市金沢区

127 福山観光サービス 株式会社　福山観光サービス 広島県 福山市

128 キャンディツアー 東京都 北区

129 エルポップツアー 株式会社　エルポップツアー 愛知県 豊田市

130 鈴乃屋 株式会社　鈴乃屋 東京都 千代田区

131 SENインターナショナル SENインターナショナル 広島県 広島市東区

132 友愛会 有限会社　友愛会 新潟県 柏崎市

133 2933 株式会社　2933 大阪府 高石市

134 神港ツーリスト 株式会社　神港ツーリスト 兵庫県 神戸市中央区

135 ミヤゾノツアーズ 奈良県 北葛城郡広陵町

136 まるぶん 株式会社　まるぶん 愛知県 犬山市

137 オレンジトラベルサポート 株式会社　オレンジトラベルサポート 神奈川県 茅ヶ崎市

138 日本旅行企画 日本旅行企画　株式会社 大阪府 大阪市浪速区

139 宮城中高年旅行社 宮城中高年旅行社　 宮城県 宮城郡利府町

140 旅空間 株式会社　旅空間 大阪府 東大阪市

141 セブンツアーズ セブンツアーズ　株式会社 大阪府 摂津市

142 東京国際ツアーズ 株式会社　東京国際ツアーズ 東京都 荒川区

143 アクセストラベル 株式会社　アクセストラベル 大阪府 大阪市中央区

144 森龍観光サービス 株式会社　森龍観光サービス 愛知県 豊田市

145 中日ソリューションズ 中日ソリューションズ　株式会社 千葉県 千葉市美浜区

146 陸富カンパニー 陸富カンパニー　株式会社 静岡県 静岡市清水区

147 エプソン日新トラベルソリューションズ エプソン日新トラベルソリューションズ　株式会社 長野県 塩尻市

148 仁井田観光 株式会社　仁井田観光 栃木県 塩谷郡高根沢町



149 日交旅行 有限会社　日交旅行 三重県 伊勢市

150 中郷観光 有限会社　中郷観光 栃木県 矢板市

151 堺トラベルサービス 堺トラベルサービス　 大阪府 堺市東区

152 小阪興業 小阪興業　株式会社 大阪府 東大阪市

153 日ノ丸産業 日ノ丸産業　株式会社 鳥取県 鳥取市

154 Ytours Ytours　株式会社 愛知県 名古屋市千種区

155 熊本ツーリスト 有限会社　熊本ツーリスト 熊本県 玉名市

156 ハル・トラベル 株式会社　ハル・トラベル 福岡県 筑紫野市

157 フィールジャパンwith K 株式会社　フィールジャパンwith K 東京都 中野区

158 Fairies Travel Fairies Travel 千葉県 千葉市若葉区

159 ユイコーポレーション 有限会社　ユイコーポレーション 岡山県 玉野市

160 エンゼルプロダクション 有限会社　エンゼルプロダクション 東京都 渋谷区

161 日の丸観光バス 日の丸観光バス　株式会社 和歌山県 伊都郡かつらぎ町

162 第一観光 株式会社　第一観光 愛知県 豊橋市

163 トラベリンクス 株式会社　トラベリンクス 新潟県 新潟市江南区

164 TAGATA（エイト・トラベル） 株式会社　TAGATA（エイト・トラベル） 静岡県 静岡市駿河区

165 ピコ 株式会社　ピコ 東京都 港区

166 サントラベルサービス 有限会社　サントラベルサービス 滋賀県 彦根市

167 大前 株式会社　大前 埼玉県 さいたま市浦和区

168 日本国際交通 日本国際交通　株式会社 長野県 諏訪市

169 サンコートラベル 株式会社　サンコートラベル 静岡県 静岡市葵区

170 北海道旅游 北海道旅游　株式会社 北海道 札幌市中央区

171 みやこ観光 みやこ観光 神奈川県 川崎市中原区

172 みんなの旅行社 　みんなの旅行社 大阪府 富田林市

173 国谷観光 国谷観光　株式会社 栃木県 河内郡上三川町

174 旅行プランサービス 株式会社　旅行プランサービス 愛知県 名古屋市中区

175 庄原観光推進機構 一般社団法人　庄原観光推進機構 広島県 庄原市

176 三和交通タクシー 有限会社　三和交通タクシー 広島県 神石郡神石高原町

177 昭和観光 昭和観光　株式会社 新潟県 南魚沼市

178 稲荷交通 稲荷交通　株式会社 岡山県 岡山市北区

179 くす旅サービス くす旅サービス　 大分県 玖珠郡玖珠町

180 OKKトラベル 株式会社　OKKトラベル 大分県 大分市

181 朝日航空 株式会社　朝日航空 愛知県 名古屋市中区

182 徳島中央観光 有限会社　徳島中央観光 徳島県 阿南市

183 日観トラベルサービス 有限会社　日観トラベルサービス 山梨県 山梨市

184 クールジャパントラベル 株式会社　クールジャパントラベル 東京都 千代田区

185 グローバルツアー 株式会社　グローバルツアー 東京都 世田谷区

186 トラベラーズスカイ トラベラーズスカイ　株式会社 熊本県 熊本市中央区

187 グッチョイストラベル中島 グッチョイストラベル中島　 宮崎県 延岡市

188 アイラブイット 株式会社　アイラブイット 愛知県 津島市

189 九州中央トラベル 九州中央トラベル　株式会社 熊本県 熊本市西区

190 ブロード 株式会社　ブロード 大阪府 大阪市北区

191 ナビワールド 株式会社　ナビワールド 愛知県 海部郡蟹江町

192 サニートラベル 株式会社　サニートラベル 愛知県 江南市

193 ユーエムエス 株式会社　ユーエムエス 広島県 広島市安佐北区

194 旅企画山都 株式会社　旅企画山都 熊本県 上益城郡山都町

195 東京ミツワ旅行会 株式会社　東京ミツワ旅行会 東京都 渋谷区

196 宿リザーブジャパン 株式会社　宿リザーブジャパン 愛知県 大府市

197 たび職人 株式会社　たび職人 東京都 西東京市

198 東邦トラベルサービス 株式会社　東邦トラベルサービス 神奈川県 横浜市中区

199 ノブ・コーポレーション 株式会社　ノブ・コーポレーション 大阪府 寝屋川市

200 アルク 株式会社　アルク 青森県 弘前市

201 サンキュウビジネスサービス サンキュウビジネスサービス　株式会社 東京都 中央区

202 あんしんトラベル 株式会社　あんしんトラベル 埼玉県 さいたま市南区

203 Kプロジェクト 株式会社　Kプロジェクト 大阪府 東大阪市

204 プレゼンス 株式会社　プレゼンス 東京都 渋谷区

205 舟山バス 有限会社　舟山バス 岐阜県 高山市

206 トラベルオフィス 有限会社　トラベルオフィス 長野県 塩尻市

207 アクトラス 株式会社　アクトラス 山梨県 甲府市

208 アルファトラベル アルファトラベル　株式会社 京都府 京都市中京区

209 ツアークラフト ツアークラフト　 福岡県 福岡市中央区

210 海鴎トラベル 海鴎トラベル　株式会社 大阪府 大阪市中央区

211 APワールド 株式会社　APワールド 東京都 中央区

212 O．Mコーポレーション 有限会社　O．Mコーポレーション 愛知県 名古屋市守山区

213 旅屋 株式会社　旅屋 東京都 新宿区

214 アジア福岡パートナーズ 株式会社　アジア福岡パートナーズ 福岡県 久留米市

215 トータル 株式会社　トータル 長野県 諏訪市

216 ツアーバンク 株式会社　ツアーバンク 福岡県 福岡市博多区

217 日本エース観光 日本エース観光　株式会社 兵庫県 加東市

218 東方国際観光開発 株式会社　東方国際観光開発 千葉県 香取郡多古町

219 レイク 株式会社　レイク 茨城県 行方市

220 ワールド・ウィング ワールド・ウィング　 愛媛県 宇和島市

221 アルプスエンタープライズ 株式会社　アルプスエンタープライズ 神奈川県 川崎市幸区

222 群馬県旅行業センター 有限会社　群馬県旅行業センター 群馬県 前橋市

223 ユーアイトラベル 株式会社　ユーアイトラベル 東京都 千代田区



224 阪神トラベル・インターナショナル 阪神トラベル・インターナショナル　株式会社 東京都 中央区

225 ＢＸあいわ ＢＸあいわ　株式会社 東京都 文京区

226 ジェイ・エイチ・アールツアーズ 株式会社　ジェイ・エイチ・アールツアーズ 大阪府 大阪市北区

227 ツアープラス 株式会社　ツアープラス 愛知県 名古屋市中区

228 スリーナインズ 株式会社　スリーナインズ 三重県 四日市市

229 SKYTREK 株式会社　SKYTREK 東京都 港区

230 勝田交通 勝田交通　株式会社 岡山県 津山市

231 一真 株式会社　一真 広島県 福山市

232 豊田交通社 株式会社　豊田交通社 愛知県 豊田市

233 湘南旅行舎 合同会社　湘南旅行舎 神奈川県 茅ヶ崎市

234 SOY TRAVEL JAPAN SOY TRAVEL JAPAN 岐阜県 岐阜市

235 ケーズプランニング 有限会社　ケーズプランニング 千葉県 袖ケ浦市

236 足利旅行 足利旅行　 栃木県 足利市

237 トラベルプランニング 株式会社　トラベルプランニング 岡山県 岡山市北区

238 サイクル サイクル　株式会社 東京都 中央区

239 ワールドアクセス 有限会社　ワールドアクセス 大阪府 大阪市中央区

240 ガリバー旅行社 株式会社　ガリバー旅行社 兵庫県 加古川市

241 仙北富士交通 仙北富士交通　株式会社 宮城県 遠田郡涌谷町

242 パーパスジャパン 株式会社　パーパスジャパン 東京都 渋谷区

243 Watokun 株式会社　Watokun 大阪府 大阪市阿倍野区

244 飛騨総合案内ジョイツア－ズ 飛騨総合案内ジョイツア－ズ　有限会社 岐阜県 下呂市

245 サンフロンティア佐渡 サンフロンティア佐渡　株式会社 新潟県 佐渡市

246 さんぽみち総合研究所 さんぽみち総合研究所　株式会社 東京都 文京区

247 スルガ観光 スルガ観光　株式会社 静岡県 榛原郡吉田町

248 G.ATourist 株式会社　G.ATourist 東京都 荒川区

249 土佐パシフィック旅行 土佐パシフィック旅行　有限会社 高知県 高知市

250 み・の・り 株式会社　み・の・り 愛媛県 東温市

251 マリントラベル マリントラベル　株式会社 福井県 福井市

252 ウイング・ハウス 株式会社　ウイング・ハウス 東京都 新宿区

253 三矢トラベル 有限会社　三矢トラベル 福島県 郡山市

254 布施観光 株式会社　布施観光 新潟県 長岡市

255 Ｆｕｎ Ｆａｎ 企画 株式会社　Ｆｕｎ Ｆａｎ 企画 鹿児島県 鹿児島市

256 アサカ観光社 京都府 京都市中京区

257 ケイワントラベル関西 有限会社　ケイワントラベル関西 大阪府 大阪市阿倍野区

258 デイライズトラベル 大阪府 河内長野市

259 エクセルツアーズ 株式会社　エクセルツアーズ 静岡県 富士市

260 サン旅行企画 株式会社　サン旅行企画 大阪府 大阪市中央区

261 アイ・ツーリスト 有限会社　アイ・ツーリスト 兵庫県 小野市

262 ハート 株式会社　ハート 大分県 大分市

263 オーシャン 株式会社　オーシャン 東京都 豊島区

264 トーヨートラベル トーヨートラベル　株式会社 大阪府 岸和田市

265 オーティービー 株式会社　オーティービー 山形県 尾花沢市

266 朝日観光自動車 朝日観光自動車　株式会社 長野県 塩尻市

267 ＢＲＣ ＢＲＣ　株式会社 北海道 札幌市手稲区

268 井笠観光 井笠観光　株式会社 岡山県 笠岡市

269 イディア 株式会社　イディア 愛知県 名古屋市昭和区

270 旅の素プラザ 旅の素プラザ　 静岡県 島田市

271 つばさトラベル 株式会社　つばさトラベル 大阪府 大阪市中央区

272 たつみトラベル 　たつみトラベル 大阪府 八尾市

273 ナチュラル 株式会社　ナチュラル 愛知県 名古屋市港区

274 ネイブルツアー 株式会社　ネイブルツアー 兵庫県 西脇市

275 新潟旅行社 有限会社　新潟旅行社 新潟県 新潟市中央区

276 NSK NSK　有限会社 茨城県 守谷市

277 トラベルポケット 有限会社　トラベルポケット 大阪府 大阪市西区

278 滝野観光 滝野観光　株式会社 兵庫県 加東市

279 ニックス 株式会社　ニックス 広島県 広島市東区

280 山陽新聞事業社 株式会社　山陽新聞事業社 岡山県 岡山市北区

281 Atravel 株式会社　Atravel 東京都 千代田区

282 川本交通 川本交通　藤野光広 埼玉県 深谷市

283 エアーランドツアー 株式会社　エアーランドツアー 北海道 札幌市東区

284 フレックスインターナショナル 株式会社　フレックスインターナショナル 東京都 新宿区

285 平成流通サービス 平成流通サービス　協同組合 広島県 福山市

286 トラベルシステムズ 株式会社　トラベルシステムズ 東京都 台東区

287 エム・ツーリスト 有限会社　エム・ツーリスト 京都府 京都市右京区

288 DREAM INTERFACE 株式会社　DREAM INTERFACE 福岡県 福岡市早良区

289 トライズム 株式会社　トライズム 東京都 中央区

290 冨士トラベル東京 株式会社　冨士トラベル東京 東京都 渋谷区

291 ツーリストスクエア 有限会社　ツーリストスクエア 広島県 廿日市市

292 スカイツーリング 株式会社　スカイツーリング 大阪府 大阪市中央区

293 トラベル東海 株式会社　トラベル東海 愛知県 豊川市

294 シティツアーズ 株式会社　シティツアーズ 愛知県 名古屋市西区

295 美袋交通 株式会社　美袋交通 岡山県 総社市

296 東亜 株式会社　東亜 東京都 港区

297 ウイニングトラベルサービス 株式会社　ウイニングトラベルサービス 京都府 京都市西京区

298 あずさ観光 あずさ観光　 長野県 北安曇郡池田町



299 あさひ観光 あさひ観光　株式会社 千葉県 旭市

300 P＆P 株式会社　P＆P 熊本県 熊本市北区

301 桃山ツーリスト 有限会社　桃山ツーリスト 愛知県 大府市

302 滝原西村ハイヤー 滝原西村ハイヤー　有限会社 三重県 度会郡大紀町

303 三洋航空サービス 株式会社　三洋航空サービス 兵庫県 神戸市東灘区

304 ジータック 株式会社　ジータック 大阪府 大阪市中央区

305 クルーズバケーション 株式会社　クルーズバケーション 東京都 港区

306 防長トラベル 株式会社　防長トラベル 山口県 周南市

307 旅日本 旅日本　株式会社 東京都 世田谷区

308 ミユキトラベル 株式会社　ミユキトラベル 埼玉県 上尾市

309 ドリームツーリストサービス 株式会社　ドリームツーリストサービス 群馬県 前橋市

310 ゆめカード 株式会社　ゆめカード 広島県 広島市東区

311 アキノ・インターナショナル 有限会社　アキノ・インターナショナル 大阪府 堺市中区

312 ノマド 株式会社　ノマド 北海道 札幌市中央区

313 千代屋　千代屋トラベル 有限会社　千代屋　千代屋トラベル 京都府 宮津市

314 西日本旅行 株式会社　西日本旅行 大阪府 茨木市

315 ANP 株式会社　ANP 東京都 港区

316 鈴恵観光 鈴恵観光　株式会社 静岡県 浜松市中区

317 エイチ・ビー・シー・ビジョン 株式会社　エイチ・ビー・シー・ビジョン 北海道 札幌市中央区

318 大和観光自動車 大和観光自動車　株式会社 埼玉県 さいたま市北区

319 SHOコーポレーションタシマ観光 株式会社　SHOコーポレーションタシマ観光 広島県 福山市

320 EJサービス 株式会社　EJサービス 静岡県 裾野市

321 バルコム 株式会社　バルコム 広島県 広島市安佐南区

322 フリーダムトラベル 有限会社　フリーダムトラベル 岩手県 奥州市

323 淡路トラベル 株式会社　淡路トラベル 兵庫県 南あわじ市

324 笠原観光 笠原観光 埼玉県 比企郡ときがわ町

325 エヌジェイツーリスト 株式会社　エヌジェイツーリスト 神奈川県 綾瀬市

326 C&B 株式会社　C&B 福井県 福井市

327 カネショウ観光 有限会社　カネショウ観光 茨城県 古河市

328 デイブレイク 有限会社　デイブレイク 大阪府 大阪市中央区

329 i．スマイル 有限会社　i．スマイル 兵庫県 豊岡市

330 ラヴィ・ツーリスト 株式会社　ラヴィ・ツーリスト 愛知県 豊橋市

331 ランドシステムジャパン 株式会社　ランドシステムジャパン 福岡県 福岡市博多区

332 斎藤ホテル 株式会社　斎藤ホテル 長野県 上田市

333 ツーリスト洲本 有限会社　ツーリスト洲本 兵庫県 洲本市

334 山陽ツーリスト 株式会社　山陽ツーリスト 広島県 広島市佐伯区

335 タイムトラベル 株式会社　タイムトラベル 埼玉県 加須市

336 タビィーザ タビィーザ　 福井県 坂井市

337 さつま交通観光 さつま交通観光　株式会社 鹿児島県 霧島市

338 トラベルサロンでんえん トラベルサロンでんえん　株式会社 東京都 大田区

339 日本旅行佐久平サービス 株式会社　日本旅行佐久平サービス 長野県 佐久市

340 シンエイトラベル シンエイトラベル　株式会社 愛知県 豊橋市

341 西部トラベル 有限会社　西部トラベル 富山県 富山市

342 ソルテラックス ソルテラックス　株式会社 大阪府 門真市

343 朝日航空サービス 朝日航空サービス　株式会社 東京都 港区

344 ジャパンスタートラベル 株式会社　ジャパンスタートラベル 東京都 北区

345 青垣観光バス 青垣観光バス　株式会社 東京都 足立区

346 三好旅行センター 愛知県 みよし市

347 株式会社キョーエーツーリスト 大阪府 大阪市北区

348 シニア旅行カウンセラーズ 株式会社　シニア旅行カウンセラーズ 東京都 千代田区

349 GREEN TOMATO 株式会社　GREEN TOMATO 千葉県 山武郡芝山町

350 タビットツアーズ タビットツアーズ　株式会社 茨城県 水戸市

351 ヒトミ観光バス 有限会社　ヒトミ観光バス 和歌山県 田辺市

352 アジアホットトラベルージャパン 株式会社　アジアホットトラベルージャパン 大阪府 寝屋川市

353 鞆鉄道 鞆鉄道　株式会社 広島県 福山市

354 トラベルイマリ 有限会社　トラベルイマリ 佐賀県 伊万里市

355 新湊観光社 株式会社　新湊観光社 東京都 渋谷区

356 東武観光 東武観光　株式会社 埼玉県 北葛飾郡杉戸町

357 華南 株式会社　華南 東京都 新宿区

358 スター海外観光 株式会社　スター海外観光 大阪府 大阪市天王寺区

359 ナカノワーク 株式会社　ナカノワーク 山口県 宇部市

360 クローバー 有限会社　クローバー 大阪府 大阪市鶴見区

361 群馬トラベルセンター 一般財団法人　群馬トラベルセンター 群馬県 前橋市

362 トラベルオフィス水戸 有限会社　トラベルオフィス水戸 茨城県 水戸市

363 ニュージャパンツーリスト ニュージャパンツーリスト　 群馬県 桐生市

364 熊本阿蘇タクシートラベル 熊本阿蘇タクシートラベル　株式会社 熊本県 阿蘇郡高森町

365 ジェイエスティ 株式会社　ジェイエスティ 愛知県 名古屋市中区

366 富士川まちづくり 富士川まちづくり　株式会社 静岡県 富士市

367 ラグナ 有限会社　ラグナ 兵庫県 神戸市中央区

368 中津旅行センター 株式会社　中津旅行センター 大分県 中津市

369 紀和観光案内所 紀和観光案内所　 和歌山県 橋本市

370 サンエイ航空サービス サンエイ航空サービス　有限会社 千葉県 船橋市

371 北斗観光 有限会社　北斗観光 福岡県 三潴郡大木町

372 トリプル 株式会社　トリプル 東京都 豊島区

373 サンロードサービス 株式会社　サンロードサービス 神奈川県 足柄下郡湯河原町



374 ティーピーオー 有限会社　ティーピーオー 福岡県 糟屋郡須惠町

375 バーントラベル 株式会社　バーントラベル 静岡県 磐田市

376 トップトラベル トップトラベル 兵庫県 神戸市垂水区

377 つくば観光交通 つくば観光交通　株式会社 東京都 小金井市

378 村上自動車 村上自動車　株式会社 新潟県 村上市

379 中央日本ツアーズ 株式会社　中央日本ツアーズ 愛知県 名古屋市西区

380 三井造船 三井造船　生活協同組合 岡山県 玉野市

381 国際ツーリストサービス 株式会社　国際ツーリストサービス 埼玉県 川越市

382 みさとトラベル 株式会社　みさとトラベル 埼玉県 三郷市

383 みのわトラベル 株式会社　みのわトラベル 栃木県 宇都宮市

384 明大サポート 株式会社　明大サポート 東京都 千代田区

385 三野観光 三野観光 徳島県 三好市

386 愛媛新聞旅行 株式会社　愛媛新聞旅行 愛媛県 松山市

387 ステージトラベル 有限会社　ステージトラベル 福島県 いわき市

388 旅行サロン四谷 有限会社　旅行サロン四谷 東京都 新宿区

389 アクジカ 株式会社　アクジカ 大阪府 貝塚市

390 ラプレ 株式会社　ラプレ 東京都 渋谷区

391 ネオプラン 株式会社　ネオプラン 愛知県 名古屋市中川区

392 ラボスタイル 有限会社　ラボスタイル 福岡県 糟屋郡志免町

393 グッドニーズツアー 株式会社　グッドニーズツアー 大阪府 大阪市西区

394 西日本ツーリスト 株式会社　西日本ツーリスト 京都府 南丹市

395 真岡鐵道 真岡鐵道　株式会社 栃木県 真岡市

396 レインボー観光自動車 レインボー観光自動車　株式会社 福井県 三方上中郡若狭町

397 夢ツーリストきたみ 京都府 京都市中京区

398 フォーティートラベル 岡山県 津山市

399 ツーリストいずも ツーリストいずも　株式会社 島根県 出雲市

400 シティタクシーホールディングス　 株式会社　シティタクシーホールディングス　 大分県 大分市

401 ツアーネット1 ツアーネット1　株式会社 宮城県 登米市

402 ケー・ティー・ジー・エンタープライズ 株式会社　ケー・ティー・ジー・エンタープライズ 大阪府 豊中市

403 ナンバーワントラベル 株式会社　ナンバーワントラベル 東京都 渋谷区

404 トラベルJIRO トラベルJIRO　 秋田県 秋田市

405 マアト 株式会社　マアト 大阪府 大阪市港区

406 大坪運送店 株式会社　大坪運送店 鹿児島県 大島郡和泊町

407 道祖神 株式会社　道祖神 東京都 品川区

408 アイランズブルー 株式会社　アイランズブルー 神奈川県 藤沢市

409 フロンティア 株式会社　フロンティア 北海道 江別市

410 旅職人よこやま 旅職人よこやま 福井県 小浜市

411 南都観光社 有限会社　南都観光社 奈良県 天理市

412 西武トラベル 西武トラベル　株式会社 東京都 豊島区

413 ケーアイツーリスト ケーアイツーリスト 埼玉県 春日部市

414 プランニングツアー プランニングツアー　 福岡県 福岡市中央区

415 滋賀の旅人 合同会社　滋賀の旅人 滋賀県 野洲市

416 エムシー・ビジネスサポート 株式会社　エムシー・ビジネスサポート 東京都 港区

417 トミースカイサービス 株式会社　トミースカイサービス 東京都 江戸川区

418 クリエイティブ・エイジェンシー 株式会社　クリエイティブ・エイジェンシー 大阪府 大阪市北区

419 アクティブ・ツアーズ 株式会社　アクティブ・ツアーズ 千葉県 富里市

420 FKツアーズ 株式会社　FKツアーズ 岐阜県 多治見市

421 ひまわり旅行 株式会社　ひまわり旅行 神奈川県 川崎市高津区

422 日観交通社 日観交通社　 大阪府 堺市堺区

423 協同組合秋田県旅行業協会 協同組合秋田県旅行業協会　 秋田県 秋田市

424 ユー・ツアー・サービス 株式会社　ユー・ツアー・サービス 愛知県 名古屋市東区

425 なんと なんと　農業協同組合 富山県 南砺市

426 第一観光バス 第一観光バス　株式会社 秋田県 能代市

427 エールツアー 有限会社　エールツアー 岡山県 岡山市北区

428 東城観光自動車　東庄旅行センター 有限会社　東城観光自動車　東庄旅行センター 千葉県 香取郡東庄町

429 ケンツアーズ 株式会社　ケンツアーズ 神奈川県 綾瀬市

430 八重山観光フェリー 八重山観光フェリー　株式会社 沖縄県 石垣市

431 パルネット 株式会社　パルネット 和歌山県 和歌山市

432 シーティーインターナショナル 株式会社　シーティーインターナショナル 大阪府 大阪市中央区

433 Oriental Oriental　株式会社 福岡県 福岡市博多区

434 平井トラベル 群馬県 伊勢崎市

435 プラザ交通 プラザ交通　株式会社 岡山県 岡山市中区

436 フレアインターナショナル＆ツアーズ 株式会社　フレアインターナショナル＆ツアーズ 福岡県 福岡市中央区

437 旅の匠 株式会社　旅の匠 大阪府 大阪市北区

438 加賀観光トラベル 株式会社　加賀観光トラベル 石川県 小松市

439 河南タクシー 河南タクシー　有限会社 愛媛県 今治市

440 平田観光 平田観光　株式会社 沖縄県 石垣市

441 西日本観光旅行 西日本観光旅行　株式会社 福岡県 北九州市小倉北区

442 南原興産 株式会社　南原興産 香川県 東かがわ市

443 アクロスツアーズ 大阪府 大阪市平野区

444 大紀観光 大紀観光　株式会社 奈良県 吉野郡下市町

445 日本トラベルコーディネート 日本トラベルコーディネート　株式会社 東京都 練馬区

446 たびえもん 株式会社　たびえもん 東京都 練馬区

447 AITトラベル 株式会社　AITトラベル 千葉県 成田市

448 飛鳥観光協会 一般社団法人　飛鳥観光協会 奈良県 高市郡明日香村



449 ツーリストサポート ツーリストサポート　 埼玉県 さいたま市岩槻区

450 クレアス 株式会社　クレアス 東京都 港区

451 ラルゴツーリストインターナショナル ラルゴツーリストインターナショナル　株式会社 栃木県 宇都宮市

452 ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル　株式会社 石川県 金沢市

453 群馬旅行 株式会社　群馬旅行 群馬県 伊勢崎市

454 トラベルユニット 有限会社　トラベルユニット 埼玉県 深谷市

455 マキタ・ゼネラル・サービス 株式会社　マキタ・ゼネラル・サービス 愛知県 安城市

456 塩尻旅倶楽部 塩尻旅倶楽部　 長野県 塩尻市

457 ナギレン観光 有限会社　ナギレン観光 千葉県 館山市

458 宇品海運 宇品海運　株式会社 広島県 広島市南区

459 筑後観光バス 有限会社　筑後観光バス 福岡県 筑後市

460 宮城トラベルサービス 有限会社　宮城トラベルサービス 宮城県 登米市

461 にこやか旅行 株式会社　にこやか旅行 岐阜県 大垣市

462 東和旅行社 株式会社　東和旅行社 東京都 江戸川区

463 ネオ・ツアーズ ネオ・ツアーズ　株式会社 大阪府 大阪市淀川区

464 吉良トラベル 有限会社　吉良トラベル 愛知県 西尾市

465 MARCO  TOURS 株式会社　MARCO  TOURS 茨城県 牛久市

466 光栄観光 光栄観光 千葉県 君津市

467 トラベルスクエア 有限会社　トラベルスクエア 福島県 郡山市

468 さくらツアーサービス さくらツアーサービス　 京都府 木津川市

469 ラニトラベル 株式会社　ラニトラベル 静岡県 浜松市西区

470 みずほトラベルサービス 有限会社　みずほトラベルサービス 埼玉県 富士見市

471 宮前観光 宮前観光　 茨城県 潮来市

472 西邦観光 京都府 京都市左京区

473 アンビ・ア 株式会社　アンビ・ア 静岡県 焼津市

474 日田バス株式会社 大分県 日田市

475 ゆきトラベル 株式会社　ゆきトラベル 埼玉県 川口市

476 エムアンドアイ エムアンドアイ　有限会社 兵庫県 相生市

477 城南観光 城南観光　株式会社 愛知県 豊田市

478 和泉旅行 大阪府 大阪狭山市

479 長屋心 株式会社　長屋心 愛知県 名古屋市中区

480 ジョージハウスジャパン 株式会社　ジョージハウスジャパン 大阪府 大阪市北区

481 旭川ふるさと旅行 旭川ふるさと旅行　株式会社 北海道 旭川市

482 旅新 株式会社　旅新 滋賀県 大津市

483 東光 株式会社　東光 和歌山県 和歌山市

484 養老旅行センター 有限会社　養老旅行センター 岐阜県 養老郡養老町

485 辻観光サービス 有限会社　辻観光サービス 愛知県 岡崎市

486 TN 株式会社　TN 福岡県 久留米市

487 タイムトラベル 株式会社　タイムトラベル 福井県 坂井市

488 北都観光 北都観光　株式会社 北海道 稚内市

489 トラベラーズ・カフェ トラベラーズ・カフェ　 千葉県 松戸市

490 菊水観光 兵庫県 尼崎市

491 エ－ル旅行 有限会社　エ－ル旅行 愛知県 知多市

492 スポーツネットトラベルサービス スポーツネットトラベルサービス　株式会社 福岡県 福岡市西区

493 ネクストリップ 株式会社　ネクストリップ 東京都 八王子市

494 JCプラン 株式会社　JCプラン 大阪府 大阪市都島区

495 エー・シー・イー エー・シー・イー　株式会社 東京都 台東区

496 伊佐交通観光 伊佐交通観光　株式会社 鹿児島県 伊佐市

497 東海キャッスルツーリスト 株式会社　東海キャッスルツーリスト 静岡県 静岡市清水区

498 コープみやざき 生活協同組合　コープみやざき 宮崎県 宮崎市

499 ファンリードインターナショナル 株式会社　ファンリードインターナショナル 岐阜県 瑞穂市

500 邑南町観光協会 一般社団法人　邑南町観光協会 島根県 邑智郡邑南町

501 KSトラベル 兵庫県 南あわじ市

502 ショウトラベル 株式会社　ショウトラベル 東京都 練馬区

503 大栄運送　D.T.I.ツアーズ 有限会社　大栄運送　D.T.I.ツアーズ 千葉県 船橋市

504 大手観光 有限会社　大手観光 長野県 松本市

505 トラベル企画 トラベル企画　株式会社 長野県 松本市

506 トナミ商事 トナミ商事　株式会社 富山県 高岡市

507 日本案内通信 株式会社　日本案内通信 大阪府 大阪市北区

508 ファインツーリスト 株式会社　ファインツーリスト 和歌山県 岩出市

509 Z&H 株式会社　Z&H 東京都 板橋区

510 日本ツーリスト山形 株式会社　日本ツーリスト山形 山形県 南陽市

511 アルプス観光 アルプス観光　株式会社 東京都 千代田区

512 アスコットトラベル 有限会社　アスコットトラベル 神奈川県 横浜市緑区

513 フジワールド企画 株式会社　フジワールド企画 静岡県 富士宮市

514 フォーティーズ 株式会社　フォーティーズ 大阪府 大阪市鶴見区

515 津田交通 有限会社　津田交通 広島県 廿日市市

516 トラベル愛ランド トラベル愛ランド　株式会社 石川県 七尾市

517 柳井三和交通 柳井三和交通　株式会社 山口県 柳井市

518 トラベルルック 株式会社　トラベルルック 福岡県 北九州市八幡西区

519 北海道ツアーシステム 北海道ツアーシステム　株式会社 北海道 帯広市

520 フカサク旅行企画 株式会社　フカサク旅行企画 茨城県 鉾田市

521 七夕 合同会社　七夕 兵庫県 宝塚市

522 YSトラベル YSトラベル　 石川県 金沢市

523 e-sumegh tours and travels e-sumegh tours and travels　株式会社 東京都 新宿区



524 遠野観光 有限会社　遠野観光 岩手県 遠野市

525 TRAVEL ZERO 株式会社　TRAVEL ZERO 北海道 札幌市中央区

526 サンスイ旅club 　サンスイ旅club 岡山県 倉敷市

527 韓飛ジャパン 愛知県 名古屋市中区

528 三浦観光 三浦観光　 群馬県 利根郡みなかみ町

529 マリアンナワールドサービス 株式会社　マリアンナワールドサービス 神奈川県 川崎市宮前区

530 ヒットトラベル ヒットトラベル　株式会社 福島県 福島市

531 葵交通 株式会社　葵交通 長野県 上伊那郡飯島町

532 和泉ノ国観光 和泉ノ国観光　株式会社 大阪府 泉北郡忠岡町

533 ひめさき観光 有限会社　ひめさき観光 愛媛県 伊予郡松前町

534 ＴＣＢ観光 ＴＣＢ観光　株式会社 栃木県 栃木市

535 エヌ・ティー・エス・ツアー 株式会社　エヌ・ティー・エス・ツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町

536 ヒグチトラベル ヒグチトラベル　株式会社 東京都 中野区

537 Discovery倶楽部 宮城県 宮城郡利府町

538 アイカツーリスト千葉 千葉県 千葉市中央区

539 ショーゼン 株式会社　ショーゼン 兵庫県 淡路市

540 熊本旅行(天草デスク） 熊本旅行(天草デスク）　株式会社 熊本県 天草市

541 グローバルコスモ 株式会社　グローバルコスモ 広島県 呉市

542 トウワ 株式会社　トウワ 山梨県 甲府市

543 備北交通 備北交通　株式会社 広島県 庄原市

544 琵琶ドリームツアーズ 琵琶ドリームツアーズ 滋賀県 近江八幡市

545 加古川産業会館 株式会社　加古川産業会館 兵庫県 加古川市

546 スカイLAN九州 スカイLAN九州　株式会社 宮崎県 宮崎市

547 トラベルボックス 株式会社　トラベルボックス 大阪府 堺市南区

548 ジャパン旅行サービス 有限会社　ジャパン旅行サービス 福島県 岩瀬郡鏡石町

549 レイワ綜合企画 株式会社　レイワ綜合企画 埼玉県 さいたま市中央区

550 モンカミーノ 株式会社　モンカミーノ 大阪府 大阪市中央区

551 JKトラベル 株式会社　JKトラベル 鹿児島県 鹿児島市

552 プラムツアー プラムツアー　 福岡県 福岡市博多区

553 マキノ 株式会社　マキノ 愛知県 常滑市

554 サニーワールド 株式会社　サニーワールド 鹿児島県 垂水市

555 スイトトラベル スイトトラベル　株式会社 岐阜県 大垣市

556 阪急阪神ビジネストラベル 株式会社　阪急阪神ビジネストラベル 大阪府 大阪市北区

557 大洋交通 大洋交通　株式会社 茨城県 東茨城郡城里町

558 トラベルオペレーショングループ トラベルオペレーショングループ　合同会社 福岡県 福岡市博多区

559 フラウ・インターナショナル 株式会社　フラウ・インターナショナル 大阪府 大阪市中央区

560 ツーリスト企画 有限会社　ツーリスト企画 奈良県 生駒市

561 高梁市観光協会 一般社団法人　高梁市観光協会 岡山県 高梁市

562 平成観光自動車 平成観光自動車　株式会社 茨城県 龍ケ崎市

563 宮崎旅行サービス 株式会社　宮崎旅行サービス 宮崎県 都城市

564 旅ネット静岡 株式会社　旅ネット静岡 静岡県 静岡市葵区

565 コロンブストラベル 有限会社　コロンブストラベル 静岡県 富士宮市

566 トラベルアイ 株式会社　トラベルアイ 石川県 金沢市

567 明徳観光 明徳観光　株式会社 山口県 山口市

568 ジャパンドリームツアー ジャパンドリームツアー　株式会社 東京都 港区

569 トラベルデスクインターナショナル 株式会社　トラベルデスクインターナショナル 愛知県 瀬戸市

570 相馬観光ツーリスト 株式会社　相馬観光ツーリスト 福島県 南相馬市

571 光永観光バス 光永観光バス　 岡山県 津山市

572 関東総合企画 関東総合企画　株式会社 栃木県 宇都宮市

573 コンテンツツーリズム振興機構 合同会社　コンテンツツーリズム振興機構 東京都 小金井市

574 たびごこち 株式会社　たびごこち 福島県 いわき市

575 Taylormade Travelers Club 大阪府 堺市中区

576 マコト 株式会社　マコト 神奈川県 横浜市港北区

577 徳島旅日記 有限会社　徳島旅日記 徳島県 徳島市

578 峰観光社 株式会社　峰観光社 東京都 江戸川区

579 レーヴェ 株式会社　レーヴェ 愛知県 名古屋市港区

580 岸田観光 岸田観光　有限会社 熊本県 玉名市

581 とりっぷage 有限会社　とりっぷage 石川県 白山市

582 旅前 　旅前 千葉県 千葉市花見川区

583 兵庫灘旅行 兵庫県 姫路市

584 トラベルプランニング 有限会社　トラベルプランニング 青森県 八戸市

585 ATM 合同会社　ATM 愛知県 半田市

586 旅の輪九州 旅の輪九州　株式会社 福岡県 福岡市早良区

587 スカイトラベル出水 スカイトラベル出水　合同会社 鹿児島県 出水市

588 あくと 株式会社　あくと 兵庫県 姫路市

589 エクシブツアーズ 株式会社　エクシブツアーズ 埼玉県 さいたま市中央区

590 東武旅行業務センター 株式会社　東武旅行業務センター 栃木県 佐野市

591 旅工房あいづ 旅工房あいづ　株式会社 福島県 会津若松市

592 KMQツーリスト KMQツーリスト　株式会社 石川県 小松市

593 つくば観光公社 つくば観光公社　 茨城県 桜川市

594 みんなの観光 宮城県 仙台市青葉区

595 プリンシプル自動車　ファインツーリスト 株式会社　プリンシプル自動車　ファインツーリスト 東京都 町田市

596 宇治吉田運送 株式会社　宇治吉田運送 京都府 宇治市

597 インターナショナルトラスト 株式会社　インターナショナルトラスト 大阪府 守口市

598 あいトラベルアンドケアーズ 千葉県 市川市



599 エゾシカ旅行社 株式会社　エゾシカ旅行社 北海道 札幌市中央区

600 協栄観光 協栄観光　株式会社 東京都 江戸川区

601 ベル・ツーリスト ベル・ツーリスト　株式会社 東京都 千代田区

602 陶都観光サービス 有限会社　陶都観光サービス 愛知県 瀬戸市

603 ベストワーク 株式会社　ベストワーク 東京都 調布市

604 幸福トラベル 株式会社　幸福トラベル 東京都 墨田区

605 三葉観光社 三葉観光社 京都府 京都市下京区

606 志村観光社 埼玉県 川口市

607 アーバントラベル アーバントラベル　 佐賀県 佐賀市

608 ミニトラベル ミニトラベル　 群馬県 太田市

609 アルバトラベル 株式会社　アルバトラベル 石川県 金沢市

610 マルナカツーリスト 株式会社　マルナカツーリスト 香川県 高松市

611 清和観光 東京都 多摩市

612 丹波旅行センター 有限会社　丹波旅行センター 兵庫県 丹波篠山市

613 アイ・ムーブ・ワールド 株式会社　アイ・ムーブ・ワールド 神奈川県 川崎市高津区

614 アーストラベル水戸 アーストラベル水戸　株式会社 茨城県 水戸市

615 さんふらわあトラベル さんふらわあトラベル　株式会社 大阪府 大阪市住之江区

616 ハッコートラベル ハッコートラベル　株式会社 宮崎県 日向市

617 ASトラベル 株式会社　ASトラベル 東京都 豊島区

618 アーム 株式会社　アーム 東京都 江東区

619 ジョイトラベルサービス 有限会社　ジョイトラベルサービス 兵庫県 西宮市

620 宿ネットワークサービス 宿ネットワークサービス　有限会社 愛知県 名古屋市中区

621 OSAKA TRAVEL 株式会社　OSAKA TRAVEL 大阪府 大阪市西区

622 西部旅行 株式会社　西部旅行 宮崎県 都城市

623 たなか観光 大阪府 大阪市港区

624 大西洋ツーリスト 有限会社　大西洋ツーリスト 兵庫県 高砂市

625 アヤベックス アヤベックス　株式会社 京都府 綾部市

626 日本交通旅行社 株式会社　日本交通旅行社 鳥取県 鳥取市

627 東北iツアーズ 株式会社　東北iツアーズ 秋田県 秋田市

628 イーエストラベル イーエストラベル　株式会社 愛知県 名古屋市天白区

629 ティアンドティツアーズ ティアンドティツアーズ　株式会社 富山県 富山市

630 ワット観光 ワット観光　株式会社 岩手県 盛岡市

631 カヨー中央観光サービス　鎌田健司 岡山県 加賀郡吉備中央町

632 ファミリー観光 ファミリー観光　株式会社 岩手県 花巻市

633 トラベルガイア 株式会社　トラベルガイア 北海道 札幌市中央区

634 リニア観光 リニア観光　合同会社 山梨県 甲府市

635 豊中交通社 株式会社　豊中交通社 大阪府 豊中市

636 アクア 株式会社　アクア 大阪府 岸和田市

637 群馬トラベルサービス 群馬トラベルサービス　 群馬県 前橋市

638 トランスオーシャンツーリスト 有限会社　トランスオーシャンツーリスト 山形県 新庄市

639 鹿児島いちき串木野観光物産センター 特定非営利活動法人　鹿児島いちき串木野観光物産センター 鹿児島県 いちき串木野市

640 旅STYLES 株式会社　旅STYLES 静岡県 牧之原市

641 ヴァリューツーリスト ヴァリューツーリスト　株式会社 東京都 台東区

642 JAいがふるさと旅行センター JAいがふるさと旅行センター　伊賀ふるさと農業協同組合 三重県 伊賀市

643 アシナトランジット アシナトランジット　株式会社 広島県 福山市

644 豊鉄観光バス 豊鉄観光バス　株式会社 愛知県 豊橋市

645 ビュート 株式会社　ビュート 千葉県 千葉市美浜区

646 ほっと旅企画 ほっと旅企画　 山形県 寒河江市

647 日本教育旅行 日本教育旅行　株式会社 京都府 京都市下京区

648 ボストン航空サービス ボストン航空サービス　株式会社 東京都 新宿区

649 トラベルマックス 有限会社　トラベルマックス 大阪府 大阪市北区

650 富士国際旅行社 株式会社　富士国際旅行社 神奈川県 横浜市中区

651 九州観光株式会社 サウスランドトラベル 九州観光株式会社 サウスランドトラベル 大阪府 大阪市西区

652 長崎遊覧トラベル 有限会社　長崎遊覧トラベル 長崎県 長崎市

653 国分トラベルサービス 株式会社　国分トラベルサービス 鹿児島県 霧島市

654 どりーむ 有限会社　どりーむ 岐阜県 瑞浪市

655 新田旅行センター 新田旅行センター　 群馬県 太田市

656 ツアーコンサルタンツ 株式会社　ツアーコンサルタンツ 岐阜県 羽島市

657 旅行企画 株式会社　旅行企画 富山県 魚津市

658 パワーラインツアーズ パワーラインツアーズ　 静岡県 裾野市

659 郡上交通 郡上交通　株式会社 岐阜県 郡上市

660 遊プラン 株式会社　遊プラン 北海道 札幌市豊平区

661 ジェイツーリスト九州 株式会社　ジェイツーリスト九州 熊本県 八代市

662 NOZOMI NOZOMI　株式会社 東京都 板橋区

663 サン・トラベル 株式会社　サン・トラベル 栃木県 栃木市

664 トラベルサポート 株式会社　トラベルサポート 茨城県 ひたちなか市

665 トラベルプラザ 株式会社　トラベルプラザ 群馬県 高崎市

666 ツーリスト旅仲間 有限会社　ツーリスト旅仲間 三重県 北牟婁郡紀北町

667 浪速観光社 株式会社　浪速観光社 大阪府 大阪市阿倍野区

668 報徳観光バス 株式会社　報徳観光バス 福島県 郡山市

669 シティ・トラベル シティ・トラベル　株式会社 愛知県 名古屋市緑区

670 北相トラベル 北相トラベル　株式会社 神奈川県 相模原市中央区

671 ユニティツアーズ 株式会社　ユニティツアーズ 京都府 京都市左京区

672 旅行企画ABC 有限会社　旅行企画ABC 福井県 福井市

673 三球観光 三球観光　株式会社 広島県 東広島市



674 トラベル・フォーティワン 株式会社　トラベル・フォーティワン 福井県 越前市

675 生活協同組合コープあいづ 福島県 喜多方市

676 三久トラベル 三久トラベル　株式会社 埼玉県 入間郡三芳町

677 エイト観光 有限会社　エイト観光 千葉県 船橋市

678 コスモス観光 株式会社　コスモス観光 徳島県 阿南市

679 エスツアーズ エスツアーズ　株式会社 大分県 大分市

680 ナガサキトラベル 株式会社　ナガサキトラベル 長崎県 諫早市

681 沖津商事 沖津商事　株式会社 石川県 金沢市

682 TS観光サービス 株式会社　TS観光サービス 滋賀県 栗東市

683 ぎふ大和企画 有限会社　ぎふ大和企画 岐阜県 郡上市

684 知恵のワールド 株式会社　知恵のワールド 愛知県 春日井市

685 トラベルネットサービス トラベルネットサービス　有限会社 愛知県 名古屋市中区

686 アン・ティケ 株式会社　アン・ティケ 大阪府 大阪市東成区

687 富士旅行 株式会社　富士旅行 静岡県 御殿場市

688 滋賀県職員生活協同組合 滋賀県職員生活協同組合　 滋賀県 大津市

689 ふじ観光 大阪府 泉南市

690 小野旅行センター 小野旅行センター　株式会社 兵庫県 小野市

691 カープタクシー 有限会社　カープタクシー 広島県 広島市安芸区

692 エミリアトラベル エミリアトラベル　株式会社 大阪府 箕面市

693 グレーストラベル 株式会社　グレーストラベル 熊本県 熊本市北区

694 WDT 株式会社　WDT 東京都 港区

695 さとう 株式会社　さとう 京都府 福知山市

696 南和トラベル 有限会社　南和トラベル 大阪府 堺市中区

697 みなと観光サービス 株式会社　みなと観光サービス 愛知県 知多郡美浜町

698 第一観光 有限会社　第一観光 香川県 高松市

699 旅行開発 株式会社　旅行開発 千葉県 我孫子市

700 高山エース旅行センター 株式会社　高山エース旅行センター 岐阜県 高山市

701 りんゆう観光 株式会社　りんゆう観光 北海道 札幌市東区

702 琴平バス 琴平バス　株式会社 香川県 仲多度郡琴平町五條

703 さくらツーリスト さくらツーリスト　 山口県 萩市

704 タストラベル タストラベル　株式会社 東京都 中央区

705 ルミエール 有限会社　ルミエール 愛知県 西尾市

706 北陸旅行 北陸旅行　株式会社 福井県 福井市

707 のぞみ観光バス 株式会社　のぞみ観光バス 山形県 山形市

708 三重交通第一旅行会 株式会社　三重交通第一旅行会 愛知県 瀬戸市

709 三岐鉄道 三岐鉄道　株式会社 三重県 四日市市

710 日中悠友旅行 日中悠友旅行　株式会社 長崎県 長崎市

711 常盤タクシー 常盤タクシー　株式会社 愛媛県 今治市

712 本四バス開発 本四バス開発　株式会社 広島県 尾道市

713 漫遊 株式会社　漫遊 福岡県 糟屋郡新宮町

714 熊毛海陸運送 熊毛海陸運送　株式会社 鹿児島県 西之表市

715 奈良LLツアーズ 奈良LLツアーズ　 奈良県 御所市

716 オフィスケイ 企業組合　オフィスケイ 大分県 別府市

717 みらい旅くらぶ 株式会社　みらい旅くらぶ 宮城県 仙台市若林区

718 上武観光トラベル 埼玉県 北本市

719 日立埠頭 日立埠頭　株式会社 茨城県 日立市

720 JWTジャパンウインズツアー JWTジャパンウインズツアー　株式会社 長野県 佐久市

721 アートツーリスト 株式会社　アートツーリスト 京都府 京都市中京区

722 ジェット旅行 株式会社　ジェット旅行 福岡県 福岡市中央区

723 サンライズトラベル 有限会社　サンライズトラベル 大分県 佐伯市

724 ドリーム観光サービス 株式会社　ドリーム観光サービス 兵庫県 尼崎市

725 トラビスジャパン トラビスジャパン　株式会社 長野県 上伊那郡箕輪町

726 ＰＧＪ 株式会社　ＰＧＪ 兵庫県 神戸市灘区

727 江若交通 江若交通　株式会社 滋賀県 大津市

728 日本トラベルサービス 株式会社　日本トラベルサービス 広島県 東広島市

729 エムビーエス 株式会社　エムビーエス 大阪府 大阪市中央区

730 嶺北観光自動車 有限会社　嶺北観光自動車 高知県 土佐郡土佐町

731 越後トラベル 株式会社　越後トラベル 新潟県 燕市

732 Loco Partners 株式会社　Loco Partners 東京都 港区

733 風土サービス 風土サービス　株式会社 東京都 荒川区

734 トップトラベル新潟 株式会社　トップトラベル新潟 新潟県 新潟市中央区

735 コパン 株式会社　コパン 岐阜県 多治見市

736 トラベルサーティーナイン 株式会社　トラベルサーティーナイン 神奈川県 相模原市緑区

737 新国際観光 新国際観光　株式会社 大阪府 貝塚市

738 昭和観光社 株式会社　昭和観光社 広島県 東広島市

739 石崎汽船 石崎汽船　株式会社 愛媛県 松山市

740 銀のステッキ 株式会社　銀のステッキ 兵庫県 宝塚市

741 九州観光 株式会社　九州観光 福岡県 北九州市八幡東区

742 ワールドツーリスト 株式会社　ワールドツーリスト 大阪府 大阪市中央区

743 マップトラベル 株式会社　マップトラベル 福井県 敦賀市

744 スペースツアーズ スペースツアーズ　 千葉県 香取市

745 ワールドファンツアーズ 株式会社　ワールドファンツアーズ 東京都 北区

746 裾花観光バス 株式会社　裾花観光バス 長野県 長野市

747 南飛騨観光バス 南飛騨観光バス　株式会社 岐阜県 下呂市

748 黒岩観光 有限会社　黒岩観光 高知県 高岡郡佐川町



749 西日本旅行 株式会社　西日本旅行 福岡県 久留米市

750 アイティオートラベル 株式会社　アイティオートラベル 長野県 長野市

751 エメラルドツアーズ エメラルドツアーズ　株式会社 鳥取県 鳥取市

752 国際急行観光 国際急行観光　株式会社 東京都 千代田区

753 セブンラックツアー 株式会社　セブンラックツアー 大阪府 寝屋川市

754 ハト観光 ハト観光　株式会社 長野県 長野市

755 トラベル東北 株式会社　トラベル東北 山形県 最上郡最上町

756 Table a Cloth 株式会社　Table a Cloth 兵庫県 西宮市

757 銀座プラネットサービス 株式会社　銀座プラネットサービス 東京都 中央区

758 京急アドエンタープライズ 株式会社　京急アドエンタープライズ 神奈川県 横浜市西区

759 中央バス 中央バス　株式会社 静岡県 藤枝市

760 愛媛大学生活協同組合 愛媛大学生活協同組合　 愛媛県 松山市

761 フレックスインターナショナル フレックスインターナショナル　株式会社 茨城県 小美玉市

762 アークトラベル恵 アークトラベル恵 徳島県 那賀郡那賀町

763 館林観光バス 館林観光バス　株式会社 群馬県 館林市

764 ラッキートラベル 大阪府 大阪市淀川区

765 明星観光バス 明星観光バス　株式会社 京都府 京都市山科区

766 髙島観光 株式会社　髙島観光 福島県 二本松市

767 あすなろ旅倶楽部 株式会社　あすなろ旅倶楽部 広島県 呉市

768 エス・イー・ティー・クリエーション 株式会社　エス・イー・ティー・クリエーション 東京都 新宿区

769 ヤサカ観光興業 ヤサカ観光興業　株式会社 東京都 足立区

770 トラベルオンデマンド トラベルオンデマンド　株式会社 東京都 北区

771 長良観光バス旅行センター 長良観光バス旅行センター 岐阜県 関市

772 ヒノキヤグループ 株式会社　ヒノキヤグループ 埼玉県 久喜市

773 マック マック　株式会社 大阪府 大阪市北区

774 グリーンポート・エージェンシー 株式会社　グリーンポート・エージェンシー 千葉県 成田市

775 ひまわり観光 株式会社　ひまわり観光 福岡県 嘉麻市

776 グラッドツアーズ グラッドツアーズ　株式会社 大阪府 大阪市福島区

777 氷見市 氷見市　農業協同組合 富山県 氷見市

778 フェニックストラベルインターナショナル 有限会社　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

779 極東航空交通観光 有限会社　極東航空交通観光 福岡県 福岡市東区

780 エニコートラベル エニコートラベル　株式会社 神奈川県 足柄上郡大井町

781 瀬戸内トラベルサービス 株式会社　瀬戸内トラベルサービス 香川県 高松市

782 ドリーム・ステージ 株式会社　ドリーム・ステージ 大阪府 豊中市

783 サクラ観光サービス 有限会社　サクラ観光サービス 山梨県 中央市

784 江南観光社 有限会社　江南観光社 愛知県 江南市

785 ジョイツアーズ ジョイツアーズ　 兵庫県 西宮市

786 トラベル神戸 株式会社　トラベル神戸 兵庫県 明石市

787 アルボルドスインターナショナル 有限会社　アルボルドスインターナショナル 大阪府 大阪市中央区

788 ロウズ観光 ロウズ観光　株式会社 岡山県 倉敷市

789 クラブコンコルド 株式会社　クラブコンコルド 兵庫県 三田市

790 パンチツーリスト パンチツーリスト　 富山県 高岡市

791 サンシャイントラベル 株式会社　サンシャイントラベル 兵庫県 神戸市中央区

792 富士観光 株式会社　富士観光 島根県 益田市

793 関西エアーサービス 関西エアーサービス　株式会社 和歌山県 橋本市

794 トラベルハウスアイ トラベルハウスアイ　 奈良県 香芝市

795 b・e 株式会社　b・e 神奈川県 横浜市中区

796 岡山交通 岡山交通　株式会社 岡山県 岡山市南区

797 フライトツーリスト 株式会社　フライトツーリスト 東京都 文京区

798 笛吹観光自動車 笛吹観光自動車　株式会社 山梨県 山梨市

799 冨士トラベル金沢 株式会社　冨士トラベル金沢 石川県 金沢市

800 ゼロベース 株式会社　ゼロベース 埼玉県 春日部市

801 TRAVELAGE 福岡県 福岡市東区

802 雲仙観光 雲仙観光　株式会社 長崎県 雲仙市

803 パンダツーリスト 株式会社　パンダツーリスト 岐阜県 中津川市

804 フラワー観光 フラワー観光　株式会社 青森県 弘前市

805 みのり みのり　農業協同組合 兵庫県 加東市

806 バスウェイ 株式会社　バスウェイ 東京都 清瀬市

807 高尾輸送サービス 株式会社　高尾輸送サービス 東京都 八王子市

808 戸塚トラベルサービス 有限会社　戸塚トラベルサービス 静岡県 浜松市浜北区

809 エンジョイ・トラベル・カンパニー エンジョイ・トラベル・カンパニー　株式会社 福岡県 うきは市

810 関東観光コンサルタント 関東観光コンサルタント　株式会社 栃木県 足利市

811 南砺交易（株）旅サロンとやま 南砺交易（株）旅サロンとやま　 富山県 南砺市

812 NKワールドウェイズ 株式会社　NKワールドウェイズ 東京都 千代田区

813 ニッショー保険トラベル ニッショー保険トラベル　株式会社 大阪府 大阪市北区

814 いいだこ 有限会社　いいだこ 神奈川県 横浜市青葉区

815 関西トラベルセンター 株式会社　関西トラベルセンター 大阪府 大阪市中央区

816 ディスカバージャパンツアーズ ディスカバージャパンツアーズ　 東京都 杉並区

817 沖縄リゾートトラベル 沖縄リゾートトラベル　株式会社 沖縄県 那覇市

818 ケイツーリスト 株式会社　ケイツーリスト 岐阜県 岐阜市

819 ケイズブレイン 株式会社　ケイズブレイン 大阪府 茨木市

820 肘折温泉郷振興 肘折温泉郷振興　株式会社 山形県 最上郡大蔵村

821 クラブワールド 株式会社　クラブワールド 東京都 渋谷区

822 L.S.S. L.S.S.　株式会社 京都府 京都市山科区

823 旅好クラブ ゆとり 一般社団法人　旅好クラブ ゆとり 秋田県 秋田市



824 高砂コンダックス 高砂コンダックス　株式会社 北海道 登別市

825 松尾建設 松尾建設　株式会社 佐賀県 佐賀市

826 真庭観光局 一般社団法人　真庭観光局 岡山県 真庭市

827 新日本エージェンシー 株式会社　新日本エージェンシー 東京都 世田谷区

828 青山商事 青山商事　株式会社 広島県 福山市

829 ツーリストジョイ 株式会社　ツーリストジョイ 愛知県 豊田市

830 エイタク旅行企画 エイタク旅行企画　 滋賀県 東近江市

831 三友観光社 三友観光社　 東京都 墨田区

832 宇田ツーリスト 有限会社　宇田ツーリスト 愛媛県 四国中央市

833 ライドシステムズ 株式会社　ライドシステムズ 岐阜県 下呂市

834 鹿児島観光旅行社 有限会社　鹿児島観光旅行社 鹿児島県 枕崎市

835 坂下トラベル 坂下トラベル 埼玉県 川口市

836 坊姫観光 坊姫観光　 兵庫県 姫路市

837 三河ツーリスト 三河ツーリスト　株式会社 愛知県 安城市

838 エピックトラベルサービス 株式会社　エピックトラベルサービス 東京都 新宿区

839 アイ・ケイ・トラベルサービス アイ・ケイ・トラベルサービス　 東京都 北区

840 ツーリスト　イン　サンシャイン 株式会社　ツーリスト　イン　サンシャイン 兵庫県 加古川市

841 日の出ジェイツアー 株式会社　日の出ジェイツアー 長野県 飯田市

842 古川運送 有限会社　古川運送 徳島県 阿南市

843 ハロートラベルサービス大阪 有限会社　ハロートラベルサービス大阪 大阪府 大阪市淀川区

844 幸栄トラベルサービス 幸栄トラベルサービス　 茨城県 鹿嶋市

845 大阪旅行 株式会社　大阪旅行 大阪府 大阪市東淀川区

846 岐阜ガイド・トラベル企画 有限会社　岐阜ガイド・トラベル企画 岐阜県 関市

847 日本トラベルエンタープライズ 日本トラベルエンタープライズ 福井県 坂井市

848 ジィ・アンド・ジィ ジィ・アンド・ジィ　株式会社 兵庫県 神戸市中央区

849 村上トラベル 村上トラベル　 熊本県 玉名郡長洲町

850 あすか観光バス あすか観光バス　合同会社 兵庫県 揖保郡太子町

851 グリーントリップ 株式会社　グリーントリップ 東京都 江東区

852 プレジェンド 有限会社　プレジェンド 京都府 京都市右京区

853 ケイズコーポレーション 株式会社　ケイズコーポレーション 大阪府 大阪市浪速区

854 トラベルワン トラベルワン　 京都府 京都市伏見区

855 TaBeena 株式会社　TaBeena 岐阜県 岐阜市

856 ハーツ旅行 株式会社　ハーツ旅行 大阪府 泉佐野市

857 カナックス 株式会社　カナックス 愛知県 名古屋市東区

858 新東和旅行 新東和旅行　有限会社 東京都 八王子市

859 ビープロインターナショナル 株式会社　ビープロインターナショナル 沖縄県 那覇市

860 ツーリスト開発 株式会社　ツーリスト開発 兵庫県 丹波市

861 ライフィクス ライフィクス　株式会社 茨城県 北茨城市

862 ビーエス 株式会社　ビーエス 秋田県 秋田市

863 あおい自動車 株式会社　あおい自動車 愛知県 小牧市

864 東京目白旅行 東京目白旅行　株式会社 東京都 豊島区

865 プラザ広島 プラザ広島　株式会社 広島県 広島市東区

866 トラベルアシスト熊本 有限会社　トラベルアシスト熊本 熊本県 上益城郡益城町

867 伊藤工業 伊藤工業　株式会社 和歌山県 岩出市

868 トラベルコンフォート 株式会社　トラベルコンフォート 大阪府 豊能郡豊能町

869 奈良スマイル観光 奈良スマイル観光　 奈良県 生駒郡三郷町

870 アット・ザ・スカイ 株式会社　アット・ザ・スカイ 東京都 港区

871 K．トラベル 株式会社　K．トラベル 富山県 砺波市

872 天草観光企画 天草観光企画　株式会社 熊本県 熊本市中央区

873 タカカツ自動車工業 タカカツ自動車工業　株式会社 秋田県 湯沢市

874 学侑社 株式会社　学侑社 石川県 金沢市

875 双日ツーリスト 双日ツーリスト　株式会社 東京都 千代田区

876 旅行サロン福島 株式会社　旅行サロン福島 福島県 福島市

877 水戸京成百貨店 株式会社　水戸京成百貨店 茨城県 水戸市

878 エスディートラベル 株式会社　エスディートラベル 福島県 南相馬市

879 ワンオール 株式会社　ワンオール 石川県 金沢市

880 トラベラックス 株式会社　トラベラックス 三重県 四日市市

881 トラベルプランナー 有限会社　トラベルプランナー 愛知県 名古屋市中村区

882 まほろばツーリスト 株式会社　まほろばツーリスト 奈良県 桜井市

883 KMトラベルサービス KMトラベルサービス　株式会社 香川県 高松市

884 友遊 株式会社　友遊 愛知県 海部郡飛島村

885 あおき旅行舎 株式会社　あおき旅行舎 神奈川県 横須賀市

886 ＭＡＣ（マック） 新潟県 新潟市西区

887 吉原観光 吉原観光　 静岡県 富士市

888 ボルテックスアーク 株式会社　ボルテックスアーク 群馬県 安中市

889 ニムナック 株式会社　ニムナック 東京都 杉並区

890 第一ツアーズ 株式会社　第一ツアーズ 富山県 南砺市

891 東京城南旅行会 神奈川県 横浜市神奈川区

892 全国観光サービス社 有限会社　全国観光サービス社 愛媛県 新居浜市

893 株式会社北海道旅行企画 北海道 釧路市

894 TSK企画 TSK企画　 福岡県 福岡市東区

895 フォーラムホテル フォーラムトラベル 株式会社　フォーラムホテル フォーラムトラベル 岐阜県 大垣市

896 トピーエージェンシー 株式会社　トピーエージェンシー 東京都 品川区

897 賀矢インターナショナル 賀矢インターナショナル　株式会社 東京都 江東区

898 シンエイ観光バス 有限会社　シンエイ観光バス 栃木県 さくら市



899 コープピーアンドエス　コープツアーズ 株式会社　コープピーアンドエス　コープツアーズ 岡山県 岡山市北区

900 ビジネストラベル 株式会社　ビジネストラベル 岐阜県 美濃加茂市

901 ウメモトトラベル 株式会社　ウメモトトラベル 香川県 小豆郡小豆島町

902 山陽レジャー開発 有限会社　山陽レジャー開発 岡山県 倉敷市

903 タナベ観光 株式会社　タナベ観光 愛知県 名古屋市中川区

904 有交観光 有交観光　株式会社 和歌山県 和歌山市

905 カワバタインターナショナル 株式会社　カワバタインターナショナル 滋賀県 彦根市

906 サン旅行開発 サン旅行開発　株式会社 埼玉県 熊谷市

907 国際旅行 株式会社　国際旅行 愛媛県 松山市

908 内田観光サービス 株式会社　内田観光サービス 新潟県 魚沼市

909 東関交通 東関交通　株式会社 千葉県 成田市

910 東華商事 東華商事　株式会社 東京都 千代田区

911 トラベルe旅 株式会社　トラベルe旅 宮城県 仙台市青葉区

912 日本中央交通 日本中央交通　株式会社 愛知県 岡崎市

913 輪 株式会社　輪 兵庫県 神戸市東灘区

914 かもめトラベル かもめトラベル　株式会社 千葉県 八千代市

915 久八商事 株式会社　久八商事 千葉県 浦安市

916 トラベルプランニングサービス 株式会社　トラベルプランニングサービス 東京都 千代田区

917 ツルヤサービス 株式会社　ツルヤサービス 大阪府 交野市

918 千葉臨海ツーリスト 株式会社　千葉臨海ツーリスト 千葉県 千葉市中央区

919 尾道観光協会 一般社団法人　尾道観光協会 広島県 尾道市

920 ツーリズム豊後大野 ツーリズム豊後大野　 大分県 豊後大野市

921 ベルトラ 有限会社　ベルトラ 福島県 いわき市

922 スバル興産 スバル興産　株式会社 東京都 渋谷区

923 奈良県教職員互助組合 一般財団法人　奈良県教職員互助組合 奈良県 奈良市

924 エース航空三鷹 株式会社　エース航空三鷹 東京都 三鷹市

925 津幡観光社 株式会社　津幡観光社 石川県 河北郡津幡町

926 中部観光 中部観光　株式会社 岐阜県 恵那市

927 まるよし交通 まるよし交通　株式会社 広島県 三次市

928 伊勢農業 伊勢農業　協同組合 三重県 伊勢市

929 旅日記 株式会社　旅日記 宮城県 仙台市青葉区

930 静岡ユニオントラベル 株式会社　静岡ユニオントラベル 静岡県 静岡市駿河区

931 コスモ観光 コスモ観光　株式会社 千葉県 館山市

932 津山トラベルセンター 有限会社　津山トラベルセンター 岡山県 勝田郡勝央町

933 サークルツーリスト 株式会社　サークルツーリスト 青森県 八戸市

934 夢大陸 株式会社　夢大陸 茨城県 水戸市

935 祐徳自動車 祐徳自動車　株式会社 佐賀県 鹿島市

936 つなぐ 株式会社　つなぐ 静岡県 浜松市中区

937 石水 石水　株式会社 東京都 千代田区

938 ジャストスカイネットワーク 有限会社　ジャストスカイネットワーク 東京都 中野区

939 ANAあきんど ANAあきんど　株式会社 東京都 中央区

940 キャリッジ 有限会社　キャリッジ 岐阜県 美濃市

941 ツーリスト田中 有限会社　ツーリスト田中 愛知県 一宮市

942 トラベルプラン 株式会社　トラベルプラン 福岡県 久留米市

943 AZITO 株式会社　AZITO 大阪府 大阪市西区

944 奈良ジェット　ツーリスト 奈良県 天理市

945 長野観光バス 長野観光バス　株式会社 長野県 長野市

946 光ドリーム観光バス 光ドリーム観光バス　株式会社 徳島県 板野郡松茂町

947 ハートツアーズ 株式会社　ハートツアーズ 大阪府 門真市

948 東海観光東海サービス 株式会社　東海観光東海サービス 愛知県 東海市

949 ものがたりの旅 ものがたりの旅　株式会社 北海道 札幌市清田区

950 東照ジャパン 株式会社　東照ジャパン 秋田県 秋田市

951 ユアートラベル 有限会社　ユアートラベル 山形県 寒河江市

952 THクラブツアーズ 株式会社　THクラブツアーズ 大阪府 大阪市西区

953 トラプロジャパン 株式会社　トラプロジャパン 滋賀県 蒲生郡竜王町

954 ミヤジマトラベル 有限会社　ミヤジマトラベル 神奈川県 横浜市港南区

955 旅行サービス長野 株式会社　旅行サービス長野 長野県 佐久市

956 大日観光 株式会社　大日観光 東京都 中野区

957 スタンビジネスシステム スタンビジネスシステム　株式会社 徳島県 徳島市

958 スターライト・トラベル 福井県 福井市

959 トラベルプラザメイナン 有限会社　トラベルプラザメイナン 愛知県 名古屋市港区

960 ワールド・ワープ 有限会社　ワールド・ワープ 三重県 津市

961 つたいトラベルサービス つたいトラベルサービス　株式会社 北海道 帯広市

962 全国観光 株式会社　全国観光 兵庫県 神戸市中央区

963 ビックパワー 有限会社　ビックパワー 神奈川県 平塚市

964 株式会社めばえ 株式会社　株式会社めばえ 大阪府 大阪市東成区

965 大坪建設工業 有限会社　大坪建設工業 宮崎県 宮崎市

966 ウェンディー・ジャパン ウェンディー・ジャパン　株式会社 東京都 港区

967 サザンクロス 株式会社　サザンクロス 静岡県 伊東市

968 フロンティアトラベル フロンティアトラベル　株式会社 大阪府 大阪市北区

969 ジャパンツウリスト ジャパンツウリスト　株式会社 広島県 広島市西区

970 オリエントインターナショナルサービス オリエントインターナショナルサービス　 福島県 会津若松市

971 北振バス 北振バス　株式会社 岡山県 小田郡矢掛町

972 キャラバントラベル 株式会社　キャラバントラベル 東京都 中央区

973 トラベックス 株式会社　トラベックス 福島県 須賀川市



974 こだまツーリスト 福井県 勝山市

975 和倉温泉旅館協同組合 和倉温泉旅館協同組合　 石川県 七尾市

976 サイクルズ・カンパニー 株式会社　サイクルズ・カンパニー 東京都 豊島区

977 くろき交通 くろき交通　株式会社 福岡県 八女市

978 ハートシステム ハートシステム　株式会社 東京都 葛飾区

979 グリーンネットワーク 有限会社　グリーンネットワーク 福岡県 福岡市博多区

980 JTSみちのく JTSみちのく　株式会社 青森県 青森市

981 えひめ内外旅行社 株式会社　えひめ内外旅行社 愛媛県 大洲市

982 マグネット 株式会社　マグネット 広島県 安芸郡府中町

983 三進トラベルサービス 株式会社　三進トラベルサービス 東京都 中央区

984 ミル・ドゥ・ツール ミル・ドゥ・ツール　 栃木県 大田原市

985 旅助 株式会社　旅助 東京都 千代田区

986 日旅トラベル 日旅トラベル　 栃木県 宇都宮市

987 旅の多助 株式会社　旅の多助 愛知県 名古屋市西区

988 トラベルボックス広島 有限会社　トラベルボックス広島 広島県 広島市西区

989 トム旅行 株式会社　トム旅行 山形県 酒田市

990 日本観光ツーリスト 株式会社　日本観光ツーリスト 東京都 大田区

991 サザンセト交通 サザンセト交通　株式会社 山口県 大島郡周防大島町

992 コヤマコーポレーション(旅庵) 株式会社　コヤマコーポレーション(旅庵) 東京都 世田谷区

993 イクノツーリストカフェ イクノツーリストカフェ　 大阪府 大阪市生野区

994 エスエスツーリスト エスエスツーリスト　有限会社 大分県 豊後高田市

995 コスモス旅行 コスモス旅行　有限会社 熊本県 熊本市中央区

996 ゆこゆこ 株式会社　ゆこゆこ 東京都 中央区

997 八幡浜観光バス 八幡浜観光バス　株式会社 愛媛県 八幡浜市

998 ディパーチャーズ ディパーチャーズ　株式会社 東京都 中央区

999 すいは観光 有限会社　すいは観光 愛媛県 四国中央市

1000 ハウインターナショナル 株式会社　ハウインターナショナル 愛知県 名古屋市中区

1001 サンキョウトラベル 有限会社　サンキョウトラベル 茨城県 筑西市

1002 ハルク 株式会社　ハルク 福岡県 福岡市中央区

1003 アジア・インタラクション・サポート 株式会社　アジア・インタラクション・サポート 愛知県 名古屋市中区

1004 中国ツアーサービス 中国ツアーサービス　 岡山県 倉敷市

1005 阿寒バス商事 株式会社　阿寒バス商事 北海道 釧路市

1006 蒼天旅行 蒼天旅行　合同会社 福岡県 福岡市中央区

1007 パワーズトラベル 株式会社　パワーズトラベル 北海道 上川郡東神楽町

1008 ライブ 株式会社　ライブ 東京都 北区

1009 三貴トラベル 大阪府 松原市

1010 新井 株式会社　新井 茨城県 水戸市

1011 旅ランド本社営業所 兵庫県 加古川市

1012 ケイツー旅行社 　ケイツー旅行社 福岡県 北九州市八幡西区

1013 夕張鉄道 夕張鉄道　株式会社 北海道 夕張市

1014 マスタートラベルサービス 有限会社　マスタートラベルサービス 愛知県 岡崎市

1015 松山交通社 有限会社　松山交通社 愛媛県 松山市

1016 ビィ・エフ・アール 株式会社　ビィ・エフ・アール 佐賀県 佐賀市

1017 キャリアネットワーク 株式会社　キャリアネットワーク 福井県 福井市

1018 アンバサダージャパン アンバサダージャパン　合同会社 福岡県 福岡市西区

1019 北はりま観光 北はりま観光　株式会社 兵庫県 小野市

1020 G.L.A. 東京都 品川区

1021 日本レジャー観光 日本レジャー観光　株式会社 大阪府 大阪市北区

1022 バードツーリスト バードツーリスト　有限会社 広島県 福山市

1023 八千代観光バス 八千代観光バス　株式会社 山形県 山形市

1024 ティーアイプロジェクト 株式会社　ティーアイプロジェクト 福岡県 福岡市中央区

1025 ユニーク旅行 福島県 郡山市

1026 四国ツーリスト 四国ツーリスト　株式会社 愛媛県 八幡浜市

1027 伊勢観光 伊勢観光　株式会社 三重県 津市

1028 アルプ企画 株式会社　アルプ企画 石川県 金沢市

1029 小牧旅行社 株式会社　小牧旅行社 愛知県 小牧市

1030 信和観光 信和観光　有限会社 長野県 小県郡長和町

1031 立教オフィスマネジメント 株式会社　立教オフィスマネジメント 東京都 豊島区

1032 イワサバス イワサバス　株式会社 兵庫県 尼崎市

1033 愛和商事 愛和商事　株式会社 埼玉県 熊谷市

1034 ワ－ルドトリップ ワ－ルドトリップ　株式会社 石川県 白山市

1035 三鶴航空サービス 三鶴航空サービス　株式会社 大阪府 大阪市中央区

1036 いわやまトラベル 熊本県 上益城郡御船町

1037 宮城観光サービス 株式会社　宮城観光サービス 宮城県 柴田郡柴田町

1038 ワールド航空サービス 株式会社　ワールド航空サービス 東京都 千代田区

1039 ビサンゼセッション 株式会社　ビサンゼセッション 広島県 尾道市

1040 遠賀観光バス 有限会社　遠賀観光バス 福岡県 遠賀郡水巻町

1041 丹後海陸交通 丹後海陸交通　株式会社 京都府 与謝郡与謝野町

1042 霧島観光社 株式会社　霧島観光社 鹿児島県 鹿児島市

1043 アルパインツアーサービス アルパインツアーサービス 　株式会社 千葉県 四街道市

1044 静岡総合観光 静岡総合観光　株式会社 静岡県 静岡市清水区

1045 プリーズ 株式会社　プリーズ 新潟県 新潟市中央区

1046 エアーワールド エアーワールド　株式会社 大阪府 大阪市中央区

1047 ビッグミカエル 株式会社　ビッグミカエル 熊本県 熊本市中央区

1048 紀州 紀州　農業協同組合 和歌山県 御坊市



1049 LEON 株式会社　LEON 山口県 山口市

1050 こぶしトラベル 有限会社　こぶしトラベル 埼玉県 春日部市

1051 和歌山たびと企画 和歌山たびと企画 和歌山県 伊都郡九度山町

1052 出石まちづくり公社 株式会社　出石まちづくり公社 兵庫県 豊岡市

1053 のと香 株式会社　のと香 岡山県 美作市

1054 SKトラベル SKトラベル　 大阪府 吹田市

1055 エポック(YME観光） 株式会社　エポック(YME観光） 静岡県 御前崎市

1056 相互タクシー 相互タクシー　株式会社 和歌山県 和歌山市

1057 エムアールシージャパン 株式会社　エムアールシージャパン 東京都 台東区

1058 妹尾観光旅行センター 株式会社　妹尾観光旅行センター 広島県 庄原市

1059 トラベル遊 株式会社　トラベル遊 大阪府 大阪市中央区

1060 パラダイスリゾート パラダイスリゾート　株式会社 東京都 武蔵野市

1061 トーソン 有限会社　トーソン 福岡県 久留米市

1062 神奈中観光 神奈中観光　株式会社 東京都 町田市

1063 四国レジャーサービス 有限会社　四国レジャーサービス 愛媛県 宇和島市

1064 トラベルシティ 株式会社　トラベルシティ 石川県 金沢市

1065 タダノビジネスサポート 株式会社　タダノビジネスサポート 香川県 高松市

1066 グリーン観光 グリーン観光　株式会社 群馬県 富岡市

1067 かさい観光 奈良県 北葛城郡上牧町

1068 Kompass 株式会社　Kompass 兵庫県 姫路市

1069 美山観光バス 美山観光バス　株式会社 群馬県 高崎市

1070 タイムトラベル 株式会社　タイムトラベル 広島県 広島市中区

1071 ロイヤルツーリスト 有限会社　ロイヤルツーリスト 千葉県 松戸市

1072 アリーナ 株式会社　アリーナ 長野県 長野市

1073 宮崎県勤労者旅行会 一般社団法人　宮崎県勤労者旅行会 宮崎県 宮崎市

1074 三備観光 岡山県 岡山市中区

1075 MKRトラベル 兵庫県 たつの市

1076 近畿觀光 近畿觀光　株式会社 京都府 京都市北区

1077 エスワールドツアー エスワールドツアー　株式会社 大阪府 大阪市北区

1078 東武交通観光 東武交通観光　株式会社 埼玉県 北葛飾郡杉戸町

1079 昭和観光 昭和観光　株式会社 福島県 会津若松市

1080 熊野トラベル 有限会社　熊野トラベル 広島県 安芸郡熊野町

1081 スカイワールドトラベル 株式会社　スカイワールドトラベル 千葉県 香取市

1082 Office旅ニケーション Office旅ニケーション　 愛媛県 大洲市

1083 松本ツアーサービス 松本ツアーサービス　株式会社 長野県 松本市

1084 パブリックツアーズ 静岡県 袋井市

1085 国際興業 国際興業　株式会社 東京都 中央区

1086 ジャルパック 株式会社　ジャルパック 東京都 品川区

1087 新庄ファミリー観光 株式会社　新庄ファミリー観光 山形県 新庄市

1088 NaNaトラベル 株式会社　NaNaトラベル 東京都 大田区

1089 ＢＴＸ 株式会社　ＢＴＸ 京都府 京都市中京区

1090 てまりツアー 株式会社　てまりツアー 長野県 松本市

1091 パトスツーリスト 有限会社　パトスツーリスト 群馬県 伊勢崎市

1092 グリーン旅行北陸 グリーン旅行北陸　 石川県 白山市

1093 プロジェクトティー・エフ・ジー 株式会社　プロジェクトティー・エフ・ジー 新潟県 新潟市中央区

1094 肥前ツーリスト 株式会社　肥前ツーリスト 佐賀県 唐津市

1095 ムラタ 株式会社　ムラタ 滋賀県 甲賀市

1096 トラベル・セゾン 株式会社　トラベル・セゾン 東京都 千代田区

1097 東海トラベル 株式会社　東海トラベル 静岡県 浜松市中区

1098 今井商事 有限会社　今井商事 埼玉県 蕨市

1099 新中央トラベル 株式会社　新中央トラベル 東京都 昭島市

1100 パステルツアー 株式会社　パステルツアー 大阪府 大阪市天王寺区

1101 アールエイチプランニング 有限会社　アールエイチプランニング 愛知県 一宮市

1102 健康旅行サービス 　健康旅行サービス 山梨県 甲府市

1103 旅行企画 旅行企画 茨城県 古河市

1104 ニオムネット 株式会社　ニオムネット 長野県 岡谷市

1105 ＴＡＢＩＴＯＭＯ 株式会社　ＴＡＢＩＴＯＭＯ 愛知県 名古屋市天白区

1106 大野観光自動車 大野観光自動車　株式会社 福井県 大野市

1107 よこはま社会福祉士事務所 株式会社　よこはま社会福祉士事務所 神奈川県 横浜市中区

1108 ＴＮＫツーリスト 株式会社　ＴＮＫツーリスト 大阪府 吹田市

1109 新都市旅行 株式会社　新都市旅行 埼玉県 さいたま市北区

1110 トラベルマスターズ 株式会社　トラベルマスターズ 新潟県 新潟市西蒲区

1111 ブルーム・アンド・グロウ 株式会社　ブルーム・アンド・グロウ 兵庫県 芦屋市

1112 ニューワールドツーリスト中国観光 ニューワールドツーリスト中国観光　株式会社 広島県 広島市南区

1113 岐阜羽島バス・タクシー 岐阜羽島バス・タクシー　株式会社 岐阜県 羽島市

1114 国際観光トラベル 株式会社　国際観光トラベル 福岡県 北九州市小倉南区

1115 KIC 株式会社　KIC 東京都 世田谷区

1116 北日本新聞開発センター 株式会社　北日本新聞開発センター 富山県 富山市

1117 三八五観光 三八五観光　株式会社 青森県 八戸市

1118 テイサントラベル名古屋 株式会社　テイサントラベル名古屋 愛知県 名古屋市北区

1119 みやぎ十符の里観光 みやぎ十符の里観光　 宮城県 宮城郡利府町

1120 アサノトラベル 有限会社　アサノトラベル 栃木県 那須塩原市

1121 ほくとツアーズ 株式会社　ほくとツアーズ 東京都 北区

1122 秋吉 株式会社　秋吉 北海道 札幌市中央区

1123 しらかば観光旅行 有限会社　しらかば観光旅行 長野県 安曇野市

1124 美信 株式会社　美信 大阪府 大阪市中央区



1125 ユーユートラベル ユーユートラベル　有限会社 福岡県 北九州市八幡東区

1126 つゝじ観光社 有限会社　つゝじ観光社 群馬県 館林市

1127 柳城トラベルズ 株式会社　柳城トラベルズ 福岡県 柳川市

1128 トラベル・オーダー トラベル・オーダー　株式会社 大阪府 大阪市北区

1129 広島バス 広島バス　株式会社 広島県 広島市中区

1130 ユーピーエストラベルサービス 有限会社　ユーピーエストラベルサービス 岐阜県 羽島郡笠松町

1131 羽田観光 株式会社　羽田観光 栃木県 さくら市

1132 日本宇宙少年団 公益財団法人　日本宇宙少年団 東京都 千代田区

1133 ツーリスト宝島 有限会社　ツーリスト宝島 三重県 津市

1134 NABEトラベル NABEトラベル　 福島県 喜多方市

1135 ナビタイムジャパン 株式会社　ナビタイムジャパン 東京都 港区

1136 藤邦旅行 藤邦旅行　株式会社 埼玉県 朝霞市

1137 トラベルプロインターナショナル 株式会社　トラベルプロインターナショナル 愛知県 名古屋市千種区

1138 プライムツアー 有限会社　プライムツアー 大阪府 泉大津市

1139 ワールドビジネスプラン 株式会社　ワールドビジネスプラン 東京都 台東区

1140 フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ 株式会社　フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ 東京都 港区

1141 たびぞう 株式会社　たびぞう 兵庫県 豊岡市

1142 ツーリストタビーズ 有限会社　ツーリストタビーズ 愛知県 名古屋市名東区

1143 Eclat（榮くら）Japon Eclat（榮くら）Japon　 京都府 京都市伏見区

1144 スケッチの旅 有限会社　スケッチの旅 静岡県 静岡市駿河区

1145 旅工房 株式会社　旅工房 福井県 三方郡美浜町

1146 トラベルマネジメントシステム 株式会社　トラベルマネジメントシステム 愛知県 名古屋市中村区

1147 両総観光 両総観光　株式会社 千葉県 山武市

1148 東北ちゅらトラベル 東北ちゅらトラベル　株式会社 宮城県 仙台市青葉区

1149 星プランニング 星プランニング　 福島県 相馬郡新地町

1150 中部日本トラベル 株式会社　中部日本トラベル 石川県 加賀市

1151 なゆたトラベルサービス 静岡県 浜松市浜北区

1152 美らステイ沖縄 株式会社　美らステイ沖縄 沖縄県 那覇市

1153 atta 株式会社　atta 東京都 港区

1154 京都トラベルマーケット 京都トラベルマーケット　株式会社 京都府 京都市伏見区

1155 ウイングトラベル厚木 ウイングトラベル厚木　 神奈川県 厚木市

1156 旅ネット長野 有限会社　旅ネット長野 長野県 上田市

1157 トラベル・ナビ 株式会社　トラベル・ナビ 千葉県 勝浦市

1158 いすゞ旅行 株式会社　いすゞ旅行 大阪府 枚方市

1159 ともたび 株式会社　ともたび 北海道 札幌市中央区

1160 日本旅行沖縄 株式会社　日本旅行沖縄 沖縄県 那覇市

1161 エム企画 有限会社　エム企画 愛知県 半田市

1162 トラベルハート 株式会社　トラベルハート 福岡県 直方市

1163 秋田旅行計画 秋田旅行計画　 秋田県 秋田市

1164 サイガツアー サイガツアー　 京都府 京都市左京区

1165 ノマド・グローバル 株式会社　ノマド・グローバル 神奈川県 横浜市神奈川区

1166 ジェットトラベル 株式会社　ジェットトラベル 大阪府 大東市

1167 スノーアンドマウンテントラベル 株式会社　スノーアンドマウンテントラベル 東京都 千代田区

1168 日本ツーリストサービス 株式会社　日本ツーリストサービス 愛知県 名古屋市北区

1169 国際旅行通信 国際旅行通信　株式会社 東京都 北区

1170 Ouka International Travel 株式会社　Ouka International Travel 東京都 葛飾区

1171 ユー・トラベル福井 株式会社　ユー・トラベル福井 福井県 越前市

1172 アクセル アクセル　株式会社 滋賀県 長浜市

1173 アドベンチャー 株式会社　アドベンチャー 東京都 渋谷区

1174 日新旅行 株式会社　日新旅行 愛知県 東海市

1175 スカイウェイ 株式会社　スカイウェイ 兵庫県 養父市

1176 久々野観光 久々野観光　株式会社 岐阜県 高山市

1177 旅ネット飯田 旅ネット飯田　有限会社 長野県 飯田市

1178 福島ビーエス観光 株式会社　福島ビーエス観光 福島県 郡山市

1179 木村エンタープライズ 有限会社　木村エンタープライズ 茨城県 下妻市

1180 禄英社 株式会社　禄英社 愛知県 名古屋市中村区

1181 サンコウトラベル サンコウトラベル　株式会社 広島県 広島市安佐南区

1182 フィールド&マウンテン 株式会社　フィールド&マウンテン 東京都 新宿区

1183 ワイエスツアーズ 株式会社　ワイエスツアーズ 東京都 港区

1184 さくら観光 さくら観光　株式会社 群馬県 富岡市

1185 サントラベルオフィス 有限会社　サントラベルオフィス 栃木県 宇都宮市

1186 トップワン 株式会社　トップワン 埼玉県 狭山市

1187 パル旅行社 有限会社　パル旅行社 福岡県 糸島市

1188 ノットワールド 株式会社　ノットワールド 東京都 中央区

1189 静旅 株式会社　静旅 静岡県 静岡市葵区

1190 日の丸旅行 日の丸旅行　有限会社 岡山県 井原市

1191 日本トラベルプランニング 日本トラベルプランニング　株式会社 東京都 千代田区

1192 風に誘われてとらべる 風に誘われてとらべる　株式会社 福島県 いわき市

1193 オーク オーク　株式会社 東京都 新宿区

1194 トップサポートカンパニー 株式会社　トップサポートカンパニー 福岡県 筑紫野市

1195 石塚サン・トラベル 石塚サン・トラベル　株式会社 茨城県 水戸市

1196 大隅タクシー 株式会社　大隅タクシー 山口県 山口市

1197 時遊トラベルサービス 時遊トラベルサービス　 茨城県 結城市

1198 晃和交通トラベル 埼玉県 日高市

1199 常総ツーリスト 株式会社　常総ツーリスト 茨城県 土浦市

1200 ほっとフー 株式会社　ほっとフー 北海道 札幌市中央区



1201 アイダヴリューエイツアー 株式会社　アイダヴリューエイツアー 福岡県 福岡市博多区

1202 綜合旅行(名称：アイツアーズ） 株式会社　綜合旅行(名称：アイツアーズ） 群馬県 前橋市

1203 千曲観光 千曲観光　株式会社 長野県 佐久市

1204 あだたら観光 あだたら観光　 福島県 二本松市

1205 アビエーションインターナショナルジャパン アビエーションインターナショナルジャパン　株式会社 大阪府 大阪市中央区

1206 ブラザー観光 大阪府 大阪市東淀川区

1207 ニュー埼玉ツーリスト ニュー埼玉ツーリスト　 埼玉県 さいたま市西区

1208 東和交通観光 株式会社　東和交通観光 岩手県 花巻市

1209 MHI福岡 MHI福岡　株式会社 福岡県 北九州市若松区

1210 若竹旅行 若竹旅行　株式会社 愛媛県 四国中央市

1211 城南観光 城南観光　有限会社 広島県 三原市

1212 農協観光 株式会社　農協観光 東京都 大田区

1213 北日本観光 北日本観光　株式会社 北海道 旭川市

1214 スティア・コーポレーション 株式会社　スティア・コーポレーション 東京都 港区

1215 矢尾百貨店 株式会社　矢尾百貨店 埼玉県 秩父市

1216 愛歩里企画 株式会社　愛歩里企画 山梨県 富士吉田市

1217 土佐協栄観光 株式会社　土佐協栄観光 高知県 高知市

1218 豊観光 株式会社　豊観光 山梨県 甲斐市

1219 マルユウトラベル 株式会社　マルユウトラベル 静岡県 牧之原市

1220 NYTourist 株式会社　NYTourist 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区

1221 なんば 有限会社　なんば 岡山県 高梁市

1222 太陽ツ－リスト 株式会社　太陽ツ－リスト 福井県 福井市

1223 甲南女子大学 甲南女子大学　生活協同組合 兵庫県 神戸市東灘区

1224 一歩進 株式会社　一歩進 香川県 高松市

1225 池田観光バス 池田観光バス　有限会社 徳島県 三好市

1226 とりで旅行センター 株式会社　とりで旅行センター 茨城県 取手市

1227 明電興産 明電興産　株式会社 東京都 品川区

1228 岩手県交通 岩手県交通　株式会社 岩手県 盛岡市

1229 タック・トラベル 有限会社　タック・トラベル 福岡県 糟屋郡粕屋町

1230 くまもと 生活協同組合　くまもと 熊本県 水俣市

1231 三井トラベルサービス 三井トラベルサービス　 大阪府 大阪市東住吉区

1232 関東トラベル 株式会社　関東トラベル 埼玉県 久喜市

1233 N旅ジャパン 株式会社　N旅ジャパン 新潟県 新潟市中央区

1234 ティーツー 有限会社　ティーツー 岐阜県 揖斐郡揖斐川町

1235 ツーリストサンフラワー 株式会社　ツーリストサンフラワー 兵庫県 豊岡市

1236 千鳥サービス 株式会社　千鳥サービス 広島県 広島市西区

1237 トラベルユウ トラベルユウ　 静岡県 掛川市

1238 山形屋 株式会社　山形屋 鹿児島県 鹿児島市

1239 サンリブ 株式会社　サンリブ 福岡県 北九州市若松区

1240 ポン太 株式会社　ポン太 千葉県 印西市

1241 瀬戸田観光社 有限会社　瀬戸田観光社 広島県 尾道市

1242 柳町観光自動車 有限会社　柳町観光自動車 茨城県 行方市

1243 オフィス・ネクスト 株式会社　オフィス・ネクスト 静岡県 沼津市

1244 サン旅行センター 株式会社　サン旅行センター 埼玉県 加須市

1245 FBトラベル江南営業所 FBトラベル江南営業所　 愛知県 江南市

1246 グローバルナビゲーター グローバルナビゲーター　株式会社 東京都 足立区

1247 セブンシーズトラベル 有限会社　セブンシーズトラベル 京都府 京都市伏見区

1248 日の丸トラベル 日の丸トラベル　株式会社 岐阜県 岐阜市

1249 チェリージャパン 有限会社　チェリージャパン 千葉県 千葉市若葉区

1250 あうたび あうたび　合同会社 東京都 北区

1251 大宝自動車 有限会社　大宝自動車 福岡県 八女郡広川町

1252 遊ゆうトラベル 遊ゆうトラベル 神奈川県 横浜市磯子区

1253 金城交通 金城交通　株式会社 石川県 金沢市

1254 八女観光バス 有限会社　八女観光バス 福岡県 八女市

1255 ハーフタイムトラベル 株式会社　ハーフタイムトラベル 福島県 いわき市

1256 大原観光交通 大原観光交通　株式会社 岡山県 美作市

1257 久米観光バス 株式会社　久米観光バス 岡山県 久米郡美咲町

1258 アーバン・トラベル札幌 株式会社　アーバン・トラベル札幌 北海道 札幌市中央区

1259 福井観光トラベルサービス 株式会社　福井観光トラベルサービス 福井県 福井市

1260 旅えのぐ 株式会社　旅えのぐ 大阪府 泉佐野市

1261 富士オフィス＆ライフサービス 富士オフィス＆ライフサービス　株式会社 東京都 品川区

1262 りんくうトラベル りんくうトラベル　 大阪府 泉佐野市

1263 祐徳旅行 祐徳旅行　株式会社 佐賀県 鹿島市

1264 オフィス寺泉 有限会社　オフィス寺泉 静岡県 静岡市清水区

1265 ジェイエフトラベル ジェイエフトラベル 福岡県 福岡市中央区

1266 ウィングトラベル ウィングトラベル　 神奈川県 伊勢原市

1267 三重観光開発 三重観光開発　株式会社 三重県 鈴鹿市

1268 トラベル四季 有限会社　トラベル四季 秋田県 秋田市

1269 芸陽バス 芸陽バス　株式会社 広島県 東広島市

1270 つばめ交通 つばめ交通　株式会社 広島県 広島市東区

1271 新中央クリエイト 株式会社　新中央クリエイト 東京都 新宿区

1272 ツーリストカンサイ 有限会社　ツーリストカンサイ 大阪府 東大阪市

1273 ほていや 株式会社　ほていや 愛知県 名古屋市中区

1274 京都総合旅行 京都府 京都市右京区

1275 相互トラベル 株式会社　相互トラベル 福井県 坂井市

1276 バイシャリトラベルズジャパン 株式会社　バイシャリトラベルズジャパン 東京都 目黒区



1277 大和高原交通 大和高原交通　株式会社 奈良県 奈良市

1278 京成トラベルサービス 京成トラベルサービス　株式会社 千葉県 市川市

1279 山梨ツーリスト 山梨ツーリスト　 山梨県 南アルプス市

1280 スズキ・トラベル スズキ・トラベル　 静岡県 磐田市

1281 トリップスコム 株式会社　トリップスコム 千葉県 佐倉市

1282 海部観光 海部観光　株式会社 徳島県 阿南市

1283 イーマ イーマ　株式会社 東京都 渋谷区

1284 スターフィールド スターフィールド 大阪府 交野市

1285 ビッグトラベル 株式会社　ビッグトラベル 岐阜県 大垣市

1286 茅野観光 有限会社　茅野観光 長野県 茅野市

1287 ブルー観光 有限会社　ブルー観光 福島県 須賀川市

1288 山形タクシー　山形グリーントラベル 株式会社　山形タクシー　山形グリーントラベル 山形県 山形市

1289 平和堂 株式会社　平和堂 滋賀県 彦根市

1290 全日本旅行 株式会社　全日本旅行 長野県 岡谷市

1291 聖高原バス 有限会社　聖高原バス 長野県 東筑摩郡筑北村

1292 三河観光 三河観光　株式会社 愛知県 額田郡幸田町

1293 神戸新聞興産 神戸新聞興産　株式会社 兵庫県 神戸市中央区

1294 ヨコスカ旅行 有限会社　ヨコスカ旅行 神奈川県 横須賀市

1295 和ツアーズ 株式会社　和ツアーズ 山梨県 笛吹市

1296 セントラル旅行サービス セントラル旅行サービス　株式会社 北海道 芦別市

1297 堀川トラベルサービス 堀川トラベルサービス　株式会社 福岡県 八女市

1298 旅テラス 旅テラス　株式会社 東京都 新宿区

1299 おんたけ交通 おんたけ交通　株式会社 長野県 木曽郡木曽町

1300 有限会社スマイルツーリスト 千葉県 成田市

1301 みかげトラベル 茨城県 桜川市

1302 一畑バス 一畑バス　株式会社 島根県 松江市

1303 ティ・エス・ディ 株式会社　ティ・エス・ディ 東京都 渋谷区

1304 スペシャリスト 有限会社　スペシャリスト 東京都 中央区

1305 倉成観光バス 株式会社　倉成観光バス 福岡県 北九州市八幡西区

1306 三共運輸 株式会社　三共運輸 兵庫県 南あわじ市

1307 トラベル・リンク トラベル・リンク　株式会社 岩手県 盛岡市

1308 依光瓦工業 依光瓦工業　有限会社 高知県 香美市

1309 リバティヒルバケーション 有限会社　リバティヒルバケーション 東京都 目黒区

1310 ロータリー旅行 株式会社　ロータリー旅行 長野県 塩尻市

1311 長崎旅行企画 長崎旅行企画　株式会社 長崎県 長崎市

1312 関空エンタープライズ 株式会社　関空エンタープライズ 大阪府 泉佐野市

1313 Ｒｅｉｗａトラベルユー Ｒｅｉｗａトラベルユー　株式会社 東京都 千代田区

1314 クリエイト　エム クリエイト　エム　株式会社 東京都 渋谷区

1315 アイエムトラベルサービス アイエムトラベルサービス　 兵庫県 たつの市

1316 北海学園生活協同組合 北海道 札幌市豊平区

1317 西日本キャリアコール 有限会社　西日本キャリアコール 岡山県 浅口市

1318 ワールドツーリスト 株式会社　ワールドツーリスト 群馬県 桐生市

1319 根室中標津空港ビル 根室中標津空港ビル　株式会社 北海道 標津郡中標津町

1320 山一観光 株式会社　山一観光 熊本県 熊本市中央区

1321 東京ナイストラベル 株式会社　東京ナイストラベル 東京都 江戸川区

1322 福山オートサービス 福山オートサービス　株式会社 広島県 福山市

1323 ワイズ 株式会社　ワイズ 茨城県 水戸市

1324 ジャパン九州ツーリスト ジャパン九州ツーリスト　株式会社 福岡県 北九州市小倉北区

1325 ツイントラベル ツイントラベル　有限会社 愛知県 名古屋市中村区

1326 ワールドイベントリンク ワールドイベントリンク　株式会社 大阪府 大阪市中央区

1327 旅のたけだ屋 有限会社　旅のたけだ屋 岡山県 玉野市

1328 第一トラベルサービス 第一トラベルサービス　株式会社 山口県 光市

1329 エクシードトラベル 広島県 府中市

1330 平和観光 平和観光　株式会社 宮崎県 宮崎市

1331 西日本日中旅行社 株式会社　西日本日中旅行社 福岡県 福岡市博多区

1332 ツーリストアイチ 株式会社　ツーリストアイチ 愛知県 春日井市

1333 ポラリストラベル 株式会社　ポラリストラベル 愛知県 名古屋市東区

1334 LTKトラベル LTKトラベル　株式会社 東京都 港区

1335 有田鉄道 有田鉄道　株式会社 和歌山県 有田郡有田川町

1336 東日本ツーリスト 有限会社　東日本ツーリスト 東京都 江戸川区

1337 トラベルハーモニー 株式会社　トラベルハーモニー 東京都 千代田区

1338 トラベル開発 トラベル開発　 福井県 福井市

1339 スカイトラベル スカイトラベル　株式会社 岡山県 岡山市北区

1340 伊予ツーリスト 伊予ツーリスト　株式会社 愛媛県 伊予市

1341 新日本旅行 株式会社　新日本旅行 大阪府 岸和田市

1342 福鉄商事 福鉄商事　株式会社 福井県 越前市

1343 トラベルオンザロード 株式会社　トラベルオンザロード 福岡県 福岡市博多区

1344 ロータス 株式会社　ロータス 福岡県 糸島市

1345 スカイトラベル 株式会社　スカイトラベル 鹿児島県 薩摩川内市

1346 尾道海運 尾道海運　株式会社 広島県 尾道市

1347 中鉄美作バス 中鉄美作バス　株式会社 岡山県 真庭市

1348 深澤観光 深澤観光　 栃木県 那須郡那珂川町

1349 総武観光　総武観光トラベル 有限会社　総武観光　総武観光トラベル 千葉県 匝瑳市

1350 カマタ旅行 カマタ旅行　有限会社 愛知県 豊橋市

1351 大栄観光 株式会社　大栄観光 茨城県 つくば市

1352 名古屋工業大学 名古屋工業大学　生活協同組合 愛知県 名古屋市昭和区



1353 プラスツーリズム 有限会社　プラスツーリズム 群馬県 桐生市

1354 有限会社　新日本旅行 埼玉県 東松山市

1355 （有）すみれ旅行社 （有）すみれ旅行社 埼玉県 児玉郡上里町

1356 WORLD FORCE 株式会社　WORLD FORCE 静岡県 藤枝市

1357 ツーリストプランナー 株式会社　ツーリストプランナー 東京都 武蔵村山市

1358 マイウエイ 株式会社　マイウエイ 大阪府 大阪市淀川区

1359 レインボートラベル 株式会社　レインボートラベル 奈良県 奈良市

1360 エクセランツーリスト 株式会社　エクセランツーリスト 三重県 松阪市

1361 君田交通 有限会社　君田交通 広島県 三次市

1362 パシフィックトラベルサプライ 株式会社　パシフィックトラベルサプライ 大阪府 大阪市北区

1363 オフィス道広 オフィス道広　 大阪府 大阪市鶴見区

1364 旅行庵 有限会社　旅行庵 福岡県 久留米市

1365 旅ネット北海道 有限会社　旅ネット北海道 北海道 札幌市北区

1366 山の旅企画室 有限会社　山の旅企画室 熊本県 熊本市中央区

1367 丹羽トラスト 丹羽トラスト　株式会社 大阪府 大阪市西区

1368 西日本観光 西日本観光　株式会社 宮崎県 日向市

1369 立川観光 立川観光　株式会社 東京都 立川市

1370 四国相互観光 有限会社　四国相互観光 徳島県 板野郡藍住町

1371 一休（Yahoo!トラベル、一休.com） 株式会社　一休（Yahoo!トラベル、一休.com） 東京都 港区

1372 大滝自動車工業 大滝自動車工業　株式会社 新潟県 村上市

1373 石川観光旅行社 株式会社　石川観光旅行社 石川県 加賀市

1374 INT'L 株式会社　INT'L 三重県 員弁郡東員町

1375 長崎県交通観光 長崎県交通観光　株式会社 長崎県 長崎市

1376 奈良交通 奈良交通　株式会社 奈良県 奈良市

1377 西濃ラインホリ 有限会社　西濃ラインホリ 岐阜県 大垣市

1378 E旅 株式会社　E旅 山形県 山形市

1379 御殿場旅行 株式会社　御殿場旅行 静岡県 御殿場市

1380 マイタウントラベル 株式会社　マイタウントラベル 千葉県 柏市

1381 コスモス観光 株式会社　コスモス観光 和歌山県 橋本市

1382 大十バス 大十バス　株式会社 和歌山県 海草郡紀美野町

1383 TRAJAPO TRAJAPO　 新潟県 新潟市中央区

1384 サワキ観光 サワキ観光　株式会社 茨城県 結城郡八千代町

1385 全国旅行サービスステーション 全国旅行サービスステーション　株式会社 静岡県 静岡市葵区

1386 漣観光社 株式会社　漣観光社 愛媛県 松山市

1387 サンワード観光サービス サンワード観光サービス　 愛知県 一宮市

1388 サナダトラベル サナダトラベル　 広島県 府中市

1389 LTP 株式会社　LTP 静岡県 藤枝市

1390 山新観光 山新観光　株式会社 山形県 山形市

1391 くるめ・旅倶楽部 株式会社　くるめ・旅倶楽部 福岡県 久留米市

1392 タビネットジャパン 株式会社　タビネットジャパン 滋賀県 甲賀市

1393 ヤクデン商事 ヤクデン商事　株式会社 鹿児島県 熊毛郡屋久島町

1394 トーヨーふれ愛バス 株式会社　トーヨーふれ愛バス 大阪府 八尾市

1395 いやタクシー 有限会社　いやタクシー 島根県 松江市

1396 東豊観光 東豊観光　株式会社 大阪府 大阪市西成区

1397 アスナロトラベルエージェンシー アスナロトラベルエージェンシー　有限会社 大阪府 大阪市西区

1398 トラベラーズアシスタンス トラベラーズアシスタンス　株式会社 北海道 旭川市

1399 紫麻旅行 埼玉県 三郷市

1400 京都交通社 京都交通社　 京都府 京都市下京区

1401 米沢平成観光 山形県 米沢市

1402 羽衣観光 株式会社　羽衣観光 埼玉県 川口市

1403 ジャパン・アート・トラベル青森 株式会社　ジャパン・アート・トラベル青森 青森県 青森市

1404 岡山電気軌道 岡山電気軌道　株式会社 岡山県 岡山市北区

1405 タイムリートラベル 株式会社　タイムリートラベル 長崎県 西彼杵郡時津町

1406 北鉄金沢バス 北鉄金沢バス　株式会社 石川県 金沢市

1407 相互観光 相互観光　 愛知県 名古屋市南区

1408 テイクサン・トレーディング 株式会社　テイクサン・トレーディング 北海道 恵庭市

1409 大営観光 大営観光　株式会社 福島県 郡山市

1410 三洋旅行 株式会社　三洋旅行 大阪府 大阪市都島区

1411 山梨エーエム観光 山梨県 甲斐市

1412 TAGツアーズ 株式会社　TAGツアーズ 三重県 松阪市

1413 ヤマト開発株式会社トラベル ヤマト開発株式会社トラベル　 長野県 茅野市

1414 SEEC 株式会社　SEEC 東京都 渋谷区

1415 北総交通 株式会社　北総交通 茨城県 常総市

1416 関西旅行 関西旅行　 大阪府 堺市西区

1417 大洋観光サービス 株式会社　大洋観光サービス 東京都 昭島市

1418 対馬空港ターミナルビル 対馬空港ターミナルビル　株式会社 長崎県 対馬市

1419 伊吹交通 有限会社　伊吹交通 岐阜県 不破郡関ケ原町

1420 ヤナギツーリスト ヤナギツーリスト　 東京都 足立区

1421 リージェンシー・グループ リージェンシー・グループ　株式会社 東京都 港区

1422 白鳥交通トラベルセンター 株式会社　白鳥交通トラベルセンター 岐阜県 郡上市

1423 すいげん 株式会社　すいげん 岐阜県 岐阜市

1424 東海観光サービス 東海観光サービス　株式会社 東京都 板橋区

1425 ジー・ピー・イー 株式会社　ジー・ピー・イー 福岡県 福岡市博多区

1426 nts 株式会社　nts 岡山県 倉敷市

1427 ツーリスト道南 有限会社　ツーリスト道南 北海道 北斗市

1428 信栄トラベルサービス 有限会社　信栄トラベルサービス 埼玉県 飯能市



1429 日本トラベルサービス 株式会社　日本トラベルサービス 千葉県 銚子市

1430 神洲トラベル 有限会社　神洲トラベル 東京都 豊島区

1431 トラベルナイス 株式会社　トラベルナイス 宮崎県 延岡市

1432 サンイン 株式会社　サンイン 京都府 福知山市

1433 さかい旅行 株式会社　さかい旅行 福井県 坂井市

1434 ノース・スター・トラベル 株式会社　ノース・スター・トラベル 北海道 千歳市

1435 フジ・トラベル・サービス 株式会社　フジ・トラベル・サービス 愛媛県 松山市

1436 長浜観光 長浜観光　株式会社 滋賀県 長浜市

1437 富士国際ツーリスト 富士国際ツーリスト　株式会社 山梨県 富士吉田市

1438 東山梨観光トラベルサービス 東山梨観光トラベルサービス　 山梨県 上野原市

1439 ミズノアベール 株式会社　ミズノアベール 大阪府 大阪市住之江区

1440 ミヤマトータルイノベーション 株式会社　ミヤマトータルイノベーション 三重県 伊賀市

1441 トラベルショップ 有限会社　トラベルショップ 山形県 村山市

1442 日本レクリェーションセンター 株式会社　日本レクリェーションセンター 東京都 豊島区

1443 日本団体旅行センター 株式会社　日本団体旅行センター 神奈川県 横浜市磯子区

1444 エムビー 株式会社　エムビー 奈良県 奈良市

1445 長野ツーリスト 長野ツーリスト　株式会社 長野県 須坂市

1446 新日本海新聞社 株式会社　新日本海新聞社 鳥取県 鳥取市

1447 エス・パール交通 エス・パール交通　株式会社 三重県 多気郡大台町

1448 オンリートラベル オンリートラベル　 山梨県 甲府市

1449 つくばトラベル つくばトラベル　株式会社 茨城県 つくば市

1450 スタートラベル スタートラベル　株式会社 広島県 福山市

1451 レクシステム 株式会社　レクシステム 神奈川県 横浜市西区

1452 アドウィス アドウィス　株式会社 東京都 新宿区

1453 京都フレッシュ観光 京都フレッシュ観光　 京都府 京都市右京区

1454 シンファート 株式会社　シンファート 大阪府 吹田市

1455 共盛社 株式会社　共盛社 愛媛県 八幡浜市

1456 関東観光 関東観光　株式会社 東京都 中野区

1457 とらべるわん 株式会社　とらべるわん 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区

1458 ZZB 株式会社　ZZB 広島県 福山市

1459 ＺＩＰＡＮＧバス ＺＩＰＡＮＧバス　株式会社 岐阜県 岐阜市

1460 京都府庁生活協同組合 京都府庁生活協同組合　 京都府 京都市上京区

1461 ツーリストＪ 株式会社　ツーリストＪ 長野県 飯田市

1462 SAKI 株式会社　SAKI 佐賀県 唐津市

1463 ジャパンツーリスト 株式会社　ジャパンツーリスト 静岡県 富士市

1464 ユニオントラベル熊本 生活協同組合　ユニオントラベル熊本 熊本県 熊本市中央区

1465 ジィーティーエイ銀座旅行協会 有限会社　ジィーティーエイ銀座旅行協会 東京都 中央区

1466 つばさ観光 有限会社　つばさ観光 新潟県 魚沼市

1467 北鉄奥能登バス 北鉄奥能登バス　株式会社 石川県 輪島市

1468 ひまわり旅行 山形県 飽海郡遊佐町

1469 日本中央旅行 日本中央旅行　株式会社 群馬県 前橋市

1470 歓喜旅行サービス 株式会社　歓喜旅行サービス 大阪府 大阪市住吉区

1471 玉樹ツーリスト 玉樹ツーリスト　株式会社 愛知県 名古屋市瑞穂区

1472 寺子屋 有限会社　寺子屋 神奈川県 茅ヶ崎市

1473 高砂バスツーリスト 株式会社　高砂バスツーリスト 兵庫県 高砂市

1474 平和コーポレーション 平和コーポレーション　株式会社 岐阜県 瑞浪市

1475 アイウイングトラベル 株式会社　アイウイングトラベル 東京都 文京区

1476 水沢ツーリストサービス 水沢ツーリストサービス　株式会社 岩手県 奥州市

1477 常陸旅企画 常陸旅企画　 茨城県 日立市

1478 キリーク企画 キリーク企画 滋賀県 栗東市

1479 ジョイフルツアー 有限会社　ジョイフルツアー 栃木県 さくら市

1480 エス・アイ・ジャパン エス・アイ・ジャパン　株式会社 東京都 新宿区新宿

1481 旅倶楽部 株式会社　旅倶楽部 埼玉県 川口市

1482 SITトラベル 株式会社　SITトラベル 東京都 中野区

1483 ウィルツアー 株式会社　ウィルツアー 福岡県 福岡市博多区

1484 伊保タクシー 伊保タクシー　有限会社 兵庫県 高砂市

1485 トヨタツーリストインターナショナル 株式会社　トヨタツーリストインターナショナル 愛知県 名古屋市東区

1486 はんなんトラベル 株式会社　はんなんトラベル 大阪府 阪南市

1487 群馬バス 株式会社　群馬バス 群馬県 高崎市

1488 ジャパントラベルイースト ジャパントラベルイースト　株式会社 東京都 渋谷区

1489 サンヴァーテックス サンヴァーテックス　株式会社 群馬県 高崎市

1490 瀬戸内しまなみリーディング 株式会社　瀬戸内しまなみリーディング 愛媛県 今治市

1491 国際観光社 株式会社　国際観光社 福岡県 みやま市

1492 国際観光福岡 国際観光福岡　株式会社 福岡県 福岡市博多区

1493 TABILAND JAPAN 有限会社　TABILAND JAPAN 神奈川県 横浜市金沢区

1494 三徳旅行 株式会社　三徳旅行 神奈川県 横浜市鶴見区

1495 エヌ・ケー北海道 エヌ・ケー北海道　株式会社 北海道 札幌市中央区

1496 ウチダツーリスト ウチダツーリスト　株式会社 茨城県 鹿嶋市

1497 吉野自動車 株式会社　吉野自動車 岡山県 美作市

1498 越佐旅行 有限会社　越佐旅行 新潟県 長岡市

1499 大和自動車 大和自動車　株式会社 静岡県 藤枝市

1500 SCALE 合同会社　SCALE 和歌山県 橋本市

1501 トラスト旅行 トラスト旅行　 和歌山県 伊都郡かつらぎ町

1502 エル・ユニオン京都 有限会社　エル・ユニオン京都 京都府 京都市中京区

1503 ハリアトラベル ハリアトラベル 栃木県 栃木市

1504 クリエイティブ・ツアーズ クリエイティブ・ツアーズ　株式会社 長野県 長野市



1505 東日ツーリスト 株式会社　東日ツーリスト 東京都 板橋区

1506 ノーストラベル 有限会社　ノーストラベル 岐阜県 安八郡神戸町

1507 MTTOURS MTTOURS　 大阪府 四條畷市

1508 日本ツアーサービス 株式会社　日本ツアーサービス 青森県 むつ市

1509 鉄道観光 大阪府 池田市

1510 昭和コンクリート工業 昭和コンクリート工業　株式会社 岐阜県 岐阜市

1511 美晴観光 美晴観光　株式会社 東京都 板橋区

1512 南紀観光ホールディングス 株式会社　南紀観光ホールディングス 和歌山県 新宮市

1513 有限会社楠新聞舗 有限会社楠新聞舗 京都府 亀岡市

1514 中央交通 中央交通　有限会社 広島県 福山市

1515 とらべるたっち日旅 とらべるたっち日旅　有限会社 千葉県 船橋市

1516 中央トラベル 株式会社　中央トラベル 滋賀県 守山市

1517 アトラス神戸 株式会社　アトラス神戸 京都府 長岡京市

1518 サニーホリデー サニーホリデー　株式会社 大阪府 大阪市北区

1519 サンヨートラベル サンヨートラベル 栃木県 佐野市

1520 つくばトラベルサービス 　つくばトラベルサービス 茨城県 筑西市

1521 グローカル 株式会社　グローカル 京都府 京都市中京区

1522 河原交通 河原交通　株式会社 鳥取県 鳥取市

1523 ワールドアーストラベル 有限会社　ワールドアーストラベル 群馬県 藤岡市

1524 トラベル佐賀 株式会社　トラベル佐賀 佐賀県 佐賀市

1525 HM 株式会社　HM 三重県 四日市市

1526 秋田第一旅行社 有限会社　秋田第一旅行社 秋田県 秋田市

1527 トラッツ トラッツ　株式会社 京都府 京都市下京区

1528 山梨交通 山梨交通　株式会社 山梨県 甲府市

1529 WILLER WILLER　株式会社 大阪府 大阪市北区

1530 江ノ新旅行サービス 有限会社　江ノ新旅行サービス 神奈川県 横浜市泉区

1531 セラヴィ 株式会社　セラヴィ 北海道 札幌市中央区

1532 スバルトータルプランニング スバルトータルプランニング　株式会社 大阪府 羽曳野市

1533 サンプラスツーリスト サンプラスツーリスト　株式会社 大阪府 大阪市東淀川区

1534 ニッポン旅行サービス ニッポン旅行サービス　株式会社 北海道 札幌市豊平区

1535 アオイ観光バス株式会社 山梨県 甲州市

1536 港交通 港交通　株式会社 岡山県 倉敷市

1537 西鉄観光バス 西鉄観光バス　株式会社 福岡県 福岡市中央区

1538 柿澤学園 株式会社　柿澤学園 静岡県 静岡市清水区

1539 カルチャーＣｌｕｂ旅行サロン カルチャーＣｌｕｂ旅行サロン　株式会社 静岡県 浜松市中区

1540 プライムタカ 有限会社　プライムタカ 岐阜県 関市

1541 コスモツーリスト 有限会社　コスモツーリスト 大阪府 大阪市平野区

1542 日本観光旅行センター 日本観光旅行センター　有限会社 兵庫県 西脇市

1543 リゾートトラスト リゾートトラスト　株式会社 愛知県 名古屋市中区

1544 二葉観光運輸 株式会社　二葉観光運輸 岡山県 小田郡矢掛町

1545 スタートラベル スタートラベル　株式会社 東京都 渋谷区

1546 旭トラベル 株式会社　旭トラベル 熊本県 熊本市中央区

1547 岐阜観光旅行センター 株式会社　岐阜観光旅行センター 岐阜県 岐阜市

1548 福岡県勤労者旅行会 株式会社　福岡県勤労者旅行会 福岡県 福岡市博多区

1549 三進旅行サービス 株式会社　三進旅行サービス 福岡県 福岡市博多区

1550 ニュートラベル ニュートラベル　有限会社 愛媛県 四国中央市

1551 大野観光トラベルサービス 大野観光トラベルサービス　 福井県 福井市

1552 地球の旅行代理店 地球の旅行代理店　 石川県 金沢市

1553 湖北観光 湖北観光　株式会社 滋賀県 長浜市

1554 第一観光トラベル 第一観光トラベル　株式会社 宮城県 仙台市青葉区

1555 なごみ 株式会社　なごみ 三重県 松阪市

1556 ワールドビュウ 株式会社　ワールドビュウ 東京都 千代田区

1557 アルファー 株式会社　アルファー 福岡県 福岡市中央区

1558 静岡旅の企画室 株式会社　静岡旅の企画室 静岡県 菊川市

1559 平川観光 平川観光　株式会社 茨城県 猿島郡境町

1560 群馬ヤクルト販売 群馬ヤクルト販売　株式会社 群馬県 前橋市

1561 タカラトラベルサービス 株式会社　タカラトラベルサービス 愛知県 知多郡阿久比町

1562 信興バス 信興バス　株式会社 静岡県 富士市

1563 京都交通 京都交通　株式会社 大阪府 大阪市淀川区

1564 兵庫内陸観光 株式会社　兵庫内陸観光 兵庫県 西脇市

1565 日本交通社 株式会社　日本交通社 愛媛県 松山市

1566 大堰観光 株式会社　大堰観光 埼玉県 行田市

1567 産経新聞開発 産経新聞開発　株式会社 大阪府 大阪市浪速区

1568 高田観光 株式会社　高田観光 茨城県 筑西市

1569 エアポートトラベル エアポートトラベル　株式会社 千葉県 香取市

1570 ヴァリー国際エージェンシー 株式会社　ヴァリー国際エージェンシー 東京都 墨田区

1571 旅楽 旅楽　 栃木県 鹿沼市

1572 トールトラベルサービス トールトラベルサービス　株式会社 山梨県 笛吹市

1573 関西学院大学生活協同組合 関西学院大学生活協同組合　 兵庫県 西宮市

1574 トラベルハウス 株式会社　トラベルハウス 鳥取県 鳥取市

1575 ITSキングツアーズ 千葉県 船橋市

1576 セブンカルチャーネットワーク 株式会社　セブンカルチャーネットワーク 東京都 千代田区

1577 リードトラスト 株式会社　リードトラスト 大阪府 貝塚市

1578 メイクアップツーリスト 株式会社　メイクアップツーリスト 東京都 板橋区

1579 フジタカ通商 株式会社　フジタカ通商 奈良県 大和郡山市

1580 日本ユース旅行 日本ユース旅行　株式会社 愛知県 名古屋市中区



1581 日本城タクシー 日本城タクシー　株式会社 大阪府 大阪市住之江区

1582 コラボレーション18 大阪府 豊中市

1583 有限会社南総トラベル 千葉県 鴨川市

1584 伸和トラベル 伸和トラベル　 千葉県 茂原市

1585 瀬戸内海クルーズ 瀬戸内海クルーズ　株式会社 広島県 広島市南区

1586 休暇村協会 一般財団法人　休暇村協会 東京都 台東区

1587 日新トラベルサービス 日新トラベルサービス　株式会社 山梨県 中巨摩郡昭和町

1588 太平洋トラベルサービス 株式会社　太平洋トラベルサービス 静岡県 掛川市

1589 熱海温泉ホテル旅館 熱海温泉ホテル旅館　協同組合 静岡県 熱海市

1590 岸和田観光バス 岸和田観光バス　株式会社 大阪府 岸和田市

1591 西川電業 西川電業　株式会社 福井県 福井市

1592 あさひ観光 有限会社　あさひ観光 福島県 須賀川市

1593 ハルト観光 有限会社　ハルト観光 東京都 江戸川区

1594 ウインド 株式会社　ウインド 東京都 豊島区

1595 ラッキートラベル ラッキートラベル　株式会社 大分県 佐伯市

1596 宇和島自動車 宇和島自動車　株式会社 愛媛県 宇和島市

1597 トラベル・エー 株式会社　トラベル・エー 石川県 金沢市

1598 AndBeyondTokyo 株式会社　AndBeyondTokyo 東京都 文京区

1599 協和 株式会社　協和 愛知県 豊田市

1600 橘観光 橘観光 和歌山県 有田市

1601 ディパーチャーズ 株式会社　ディパーチャーズ 愛知県 名古屋市千種区

1602 西日本ツーリスト 西日本ツーリスト　株式会社 福岡県 京都郡苅田町

1603 LINORE 株式会社　LINORE 東京都 武蔵村山市

1604 日興トラベル 株式会社　日興トラベル 京都府 京都市中京区

1605 千曲イースタン観光 千曲イースタン観光　株式会社 長野県 佐久市

1606 三中西ツーリスト 大分県 臼杵市

1607 青木バス 青木バス　株式会社 三重県 松阪市

1608 武田観光 武田観光　株式会社 滋賀県 草津市

1609 内外通商 株式会社　内外通商 千葉県 松戸市

1610 リロクラブ 株式会社　リロクラブ 東京都 新宿区

1611 東北友愛観光 東北友愛観光　株式会社 岩手県 北上市

1612 北鉄航空 株式会社　北鉄航空 石川県 金沢市

1613 大阪エイドセンター 有限会社　大阪エイドセンター 大阪府 大阪市中央区

1614 西遊旅行 株式会社　西遊旅行 東京都 千代田区

1615 なないろ 株式会社　なないろ 熊本県 宇城市

1616 住電装サービス 住電装サービス　株式会社 三重県 四日市市

1617 ツアー・ステーション 株式会社　ツアー・ステーション 愛知県 丹羽郡扶桑町

1618 リッツ リッツ　有限会社 神奈川県 平塚市

1619 エイアールシー 株式会社　エイアールシー 宮城県 仙台市太白区

1620 静岡市スポーツ協会 公益財団法人　静岡市スポーツ協会 静岡県 静岡市駿河区

1621 ジョイックス 株式会社　ジョイックス 大阪府 大阪市淀川区

1622 三洋トラベルサービス 株式会社　三洋トラベルサービス 神奈川県 相模原市南区

1623 今伊勢交通観光社 有限会社　今伊勢交通観光社 愛知県 一宮市

1624 第一旅行 株式会社　第一旅行 長野県 長野市

1625 福祉観光 福祉観光　株式会社 愛知県 名古屋市港区

1626 プラスワン教育 株式会社　プラスワン教育 東京都 豊島区

1627 エスケイトラベルプランズ エスケイトラベルプランズ　 東京都 世田谷区

1628 日本物産 日本物産　株式会社 東京都 中央区

1629 JTBメディアリテーリング 株式会社　JTBメディアリテーリング 東京都 文京区

1630 廣瀬商会 株式会社　廣瀬商会 兵庫県 神戸市中央区

1631 和歌山旅行 有限会社　和歌山旅行 和歌山県 紀の川市

1632 静岡ツーリスト 株式会社　静岡ツーリスト 静岡県 菊川市

1633 ジャパントラベルライン 株式会社　ジャパントラベルライン 神奈川県 横浜市港北区

1634 熊本大学 熊本大学　生活協同組合 熊本県 熊本市中央区

1635 TRAPOL TRAPOL　合同会社 大阪府 大阪市北区

1636 タイガートラベル 株式会社　タイガートラベル 福岡県 北九州市小倉南区

1637 東信観光サービス 東信観光サービス　有限会社 長野県 佐久市

1638 しゃらく 特定非営利活動法人　しゃらく 兵庫県 神戸市須磨区

1639 揖斐旅行センター 岐阜県 揖斐郡揖斐川町

1640 ホワイト・ベアーファミリー 株式会社　ホワイト・ベアーファミリー 大阪府 大阪市北区

1641 いみず野 いみず野　農業協同組合 富山県 射水市

1642 アイティーエムツーリストサービス 有限会社　アイティーエムツーリストサービス 広島県 尾道市

1643 ホーユープラン 株式会社　ホーユープラン 千葉県 松戸市

1644 エルタス東北 株式会社　エルタス東北 宮城県 仙台市青葉区

1645 マルマントラベル 株式会社　マルマントラベル 東京都 墨田区

1646 冨士トラベル石川 株式会社　冨士トラベル石川 石川県 小松市

1647 廿日市交通 廿日市交通　株式会社 広島県 廿日市市

1648 Ｌｅａｆ 有限会社　Ｌｅａｆ 鹿児島県 熊毛郡屋久島町

1649 トラベルロード 株式会社　トラベルロード 東京都 中野区

1650 セントラルスポーツ セントラルスポーツ　株式会社 東京都 中央区

1651 龍神観光 龍神観光　株式会社 和歌山県 田辺市

1652 ドラゴンツアー 株式会社　ドラゴンツアー 北海道 札幌市豊平区

1653 シンフォニア商事 シンフォニア商事　株式会社 三重県 伊勢市

1654 旅釣人 小山 旅釣人 小山 東京都 葛飾区

1655 日本トラベルサービス 日本トラベルサービス　有限会社 静岡県 菊川市

1656 北電産業 北電産業　株式会社 富山県 富山市



1657 岩手旅行社 株式会社　岩手旅行社 岩手県 釜石市

1658 清観光サービス 清観光サービス　株式会社 静岡県 富士宮市

1659 オーシャンツーリスト 株式会社　オーシャンツーリスト 広島県 広島市西区

1660 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 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 東京都 港区

1661 ウチダ観光 ウチダ観光　 埼玉県 深谷市

1662 セントラル観光 セントラル観光　株式会社 新潟県 三条市

1663 スポーツマネジメント スポーツマネジメント　株式会社 東京都 渋谷区

1664 トラベル恵 トラベル恵　 福岡県 福岡市南区

1665 トラベルオフィスタガワ トラベルオフィスタガワ　 大阪府 泉南郡熊取町

1666 トラベルYOU トラベルYOU　 大阪府 門真市

1667 トラベルギャラリー 株式会社　トラベルギャラリー 大阪府 大阪市北区

1668 キビトラベル 和歌山県 有田郡有田川町

1669 ダイヤ 株式会社　ダイヤ 愛知県 岩倉市

1670 新茨城旅行 新茨城旅行　株式会社 茨城県 鉾田市

1671 長崎空港ビルディング 長崎空港ビルディング　株式会社 長崎県 大村市

1672 九州ツーリスト 株式会社　九州ツーリスト 福岡県 福岡市早良区

1673 日本旅行企画 有限会社　日本旅行企画 長野県 上田市

1674 太陽旅行 太陽旅行　株式会社 長野県 長野市

1675 トラベルビジョン 株式会社　トラベルビジョン 香川県 高松市

1676 KNT-CTホールディングス KNT-CTホールディングス　株式会社 東京都 新宿区

1677 東交トラベル 東交トラベル　株式会社 香川県 高松市

1678 日本春秋旅行 日本春秋旅行　株式会社 東京都 台東区

1679 滋賀旅行 株式会社　滋賀旅行 滋賀県 甲賀市

1680 グローバルエアー グローバルエアー　株式会社 北海道 札幌市中央区

1681 雄神トラベル 株式会社　雄神トラベル 富山県 砺波市

1682 さかやツーリスト 有限会社　さかやツーリスト 東京都 八王子市

1683 たびの恵み 株式会社　たびの恵み 岐阜県 高山市

1684 アイリット 合同会社　アイリット 東京都 江東区

1685 ダイヤモンドツーリスト 株式会社　ダイヤモンドツーリスト 愛知県 一宮市

1686 有本観光バス 有本観光バス　株式会社 岡山県 久米郡美咲町

1687 新日本ツーリスト 株式会社　新日本ツーリスト 大阪府 大阪市平野区

1688 アイ旅行企画 株式会社　アイ旅行企画 埼玉県 熊谷市

1689 ジェイエコツアー ジェイエコツアー　株式会社 北海道 札幌市北区

1690 エヌ・ティー・エス エヌ・ティー・エス　 鳥取県 西伯郡南部町

1691 函館タクシー 函館タクシー　株式会社 北海道 函館市

1692 岩国観光バス 岩国観光バス　株式会社 山口県 岩国市

1693 Crossroads Makoto 株式会社　Crossroads Makoto 大阪府 大阪市北区

1694 結トラベルデザイン 株式会社　結トラベルデザイン 沖縄県 那覇市

1695 ささき観光トラベル ささき観光トラベル　 広島県 広島市佐伯区

1696 高陵ニュートラベル 有限会社　高陵ニュートラベル 富山県 高岡市

1697 あけぼの観光 あけぼの観光　株式会社 山形県 尾花沢市

1698 フロンティア 株式会社　フロンティア 東京都 板橋区

1699 櫻スタートラベル 櫻スタートラベル　合同会社 大阪府 大阪市浪速区

1700 ミノカモツーリスト 有限会社　ミノカモツーリスト 岐阜県 美濃加茂市

1701 ヴァケーション 株式会社　ヴァケーション 石川県 金沢市

1702 エム・ケイ・トラベル 株式会社　エム・ケイ・トラベル 大分県 大分市

1703 ユーサイドツアーズ 合同会社　ユーサイドツアーズ 長野県 上田市

1704 日専連釧路 株式会社　日専連釧路 北海道 釧路市

1705 みゅうツアーズ みゅうツアーズ　 富山県 高岡市

1706 アイラス 株式会社　アイラス 東京都 中央区

1707 高松商運 高松商運　株式会社 香川県 高松市

1708 第一観光 第一観光　株式会社 福岡県 福岡市博多区

1709 秋北航空サービス 秋北航空サービス　株式会社 秋田県 大館市

1710 アーバンツーリスト アーバンツーリスト　 福岡県 北九州市小倉南区

1711 ツアーサポート東北 山形県 鶴岡市

1712 国際トラベルサービス 国際トラベルサービス　株式会社 群馬県 高崎市

1713 呉中央海運 呉中央海運　株式会社 広島県 呉市

1714 スカイトラベル徳島 株式会社　スカイトラベル徳島 徳島県 阿波市

1715 バーツプロダクション 株式会社　バーツプロダクション 新潟県 上越市

1716 YKJ 株式会社　YKJ 福岡県 柳川市

1717 琴参観光 琴参観光　株式会社 香川県 丸亀市

1718 神鉄観光 神鉄観光　株式会社 兵庫県 神戸市兵庫区

1719 カズ・ドリームプロジェクト（会津高原どっとこむ） 株式会社　カズ・ドリームプロジェクト（会津高原どっとこむ） 福島県 南会津郡南会津町

1720 石見観光 株式会社　石見観光 島根県 益田市

1721 トラベルネットワーク仙台 有限会社　トラベルネットワーク仙台 宮城県 仙台市青葉区

1722 エイ・トラックス 株式会社　エイ・トラックス 大阪府 大阪市中央区

1723 エアトラベル日本 株式会社　エアトラベル日本 香川県 高松市

1724 照見 株式会社　照見 京都府 城陽市

1725 日本内外旅行 株式会社　日本内外旅行 熊本県 熊本市中央区

1726 昭和観光 有限会社　昭和観光 群馬県 甘楽郡甘楽町

1727 のあたび 株式会社　のあたび 神奈川県 藤沢市

1728 全観国際ツーリスト 株式会社　全観国際ツーリスト 岡山県 岡山市北区

1729 半澤旅行企画 東京都 葛飾区

1730 国際ツーリストサロン 株式会社　国際ツーリストサロン 栃木県 小山市

1731 新常磐交通 新常磐交通　株式会社 福島県 いわき市

1732 日本ツーリスト島原営業所 日本ツーリスト島原営業所　 長崎県 島原市



1733 京都府旅行業 京都府旅行業　協同組合 京都府 京都市下京区

1734 紀北トラベル 紀北トラベル　 和歌山県 紀の川市

1735 夢の旅行社 有限会社　夢の旅行社 埼玉県 川越市

1736 空・道・港 株式会社　空・道・港 広島県 三原市

1737 プリモガットツアーズ プリモガットツアーズ 熊本県 熊本市北区

1738 京都南丹観光 京都南丹観光　株式会社 京都府 南丹市

1739 岡崎旅行センター 岡崎旅行センター　 愛知県 岡崎市

1740 イーストホームタウン沖縄 イーストホームタウン沖縄　株式会社 沖縄県 南城市

1741 ドリームワールド 株式会社　ドリームワールド 神奈川県 横浜市神奈川区

1742 加賀観光旅行 加賀観光旅行　 大阪府 大阪市北区

1743 アズクリエーション 株式会社　アズクリエーション 大阪府 大阪市城東区

1744 SEIビジネスクリエイツ SEIビジネスクリエイツ　株式会社 大阪府 大阪市中央区

1745 ハートエージェンシー 株式会社　ハートエージェンシー 東京都 港区

1746 クーコム クーコム　株式会社 東京都 新宿区

1747 読売旅行 株式会社　読売旅行 東京都 中央区

1748 グラージュ グラージュ　株式会社 愛知県 安城市

1749 JTBビジネスイノベーターズ 株式会社　JTBビジネスイノベーターズ 東京都 港区

1750 東杜観光 東杜観光　株式会社 岩手県 盛岡市

1751 サザンカ貸切バスセンター 株式会社　サザンカ貸切バスセンター 兵庫県 三田市

1752 神奈川大学生活協同組合 神奈川大学生活協同組合 神奈川県 横浜市神奈川区

1753 情場トラベル（トラベルサロン扶桑） 　情場トラベル（トラベルサロン扶桑） 愛知県 丹羽郡扶桑町

1754 駿遠観光 駿遠観光　株式会社 静岡県 島田市

1755 ますだ 有限会社　ますだ 広島県 広島市安佐北区

1756 泉友 泉友　株式会社 東京都 千代田区

1757 マルイ観光バス マルイ観光バス　株式会社 香川県 高松市

1758 トラベルあさひエージェンシー 有限会社　トラベルあさひエージェンシー 大阪府 大阪市中央区

1759 九州産交ツーリズム 九州産交ツーリズム　株式会社 熊本県 熊本市中央区

1760  江南トラべル 有限会社　 江南トラべル 東京都 江戸川区

1761 大倉 株式会社　大倉 大阪府 大阪市北区

1762 クルーズのゆたか倶楽部 クルーズのゆたか倶楽部　株式会社 東京都 千代田区

1763 日進旅行社 株式会社　日進旅行社 埼玉県 川口市

1764 スマイルツーリスト 有限会社　スマイルツーリスト 東京都 葛飾区

1765 滝交通 有限会社　滝交通 茨城県 久慈郡大子町

1766 ワールドプラン 株式会社　ワールドプラン 神奈川県 横浜市緑区

1767 エムトラベル 株式会社　エムトラベル 長野県 安曇野市

1768 旅システム 株式会社　旅システム 北海道 札幌市北区

1769 ジェイエッチシー ジェイエッチシー　株式会社 東京都 港区

1770 東京ツーリスト 有限会社　東京ツーリスト 東京都 荒川区

1771 トラベルメイト 株式会社　トラベルメイト 愛知県 北名古屋市

1772 プランニングエム 有限会社　プランニングエム 福岡県 北九州市門司区

1773 コープえひめ 生活協同組合　コープえひめ 愛媛県 松山市

1774 ユニバーサルトラベルビューロー ユニバーサルトラベルビューロー　株式会社 愛知県 名古屋市北区

1775 山形ツーリスト 株式会社　山形ツーリスト 山形県 寒河江市

1776 ウェルネット ウェルネット　株式会社 北海道 札幌市中央区

1777 中鉄観光 中鉄観光　株式会社 岡山県 総社市

1778 大丸松坂屋百貨店 株式会社　大丸松坂屋百貨店 愛知県 名古屋市中区

1779 にいがた南蒲 にいがた南蒲　農業協同組合 新潟県 三条市

1780 ツーリスト滋賀 有限会社　ツーリスト滋賀 滋賀県 彦根市

1781 なのはな なのはな　農業協同組合 富山県 富山市

1782 山口・トラベル 山口・トラベル　 熊本県 阿蘇郡西原村

1783 ガリバー旅行企画 有限会社　ガリバー旅行企画 沖縄県 島尻郡南風原町

1784 のと鉄道 のと鉄道　株式会社 石川県 鳳珠郡穴水町

1785 アルプス・トラベル・サービス アルプス・トラベル・サービス　株式会社 東京都 大田区

1786 名鉄観光サービス 名鉄観光サービス　株式会社 愛知県 名古屋市中村区

1787 エスカルゴ企画 有限会社　エスカルゴ企画 広島県 広島市東区

1788 アクタス 株式会社　アクタス 千葉県 柏市

1789 大川観光 株式会社　大川観光 香川県 さぬき市

1790 水野旅行 有限会社　水野旅行 福島県 いわき市

1791 栄光商事 栄光商事　株式会社 東京都 武蔵村山市

1792 SRインターナショナル 株式会社　SRインターナショナル 岡山県 倉敷市

1793 トータルエイド 有限会社　トータルエイド 東京都 台東区

1794 True Japan Tour True Japan Tour　株式会社 東京都 港区

1795 リノン 株式会社　リノン 埼玉県 行田市

1796 アール・ティー・エス 株式会社　アール・ティー・エス 広島県 広島市中区

1797 日専連ツアーズ 株式会社　日専連ツアーズ 熊本県 熊本市中央区

1798 ゆふ旅行 ゆふ旅行　株式会社 大分県 由布市

1799 さくらツーリスト さくらツーリスト　 宮城県 登米市

1800 トラベルコンシェルジュ 株式会社　トラベルコンシェルジュ 愛知県 名古屋市西区

1801 阪和ワールドツーリスト 阪和ワールドツーリスト　株式会社 和歌山県 和歌山市

1802 ユタカ交通 ユタカ交通　株式会社 和歌山県 和歌山市

1803 パインヒルトラベル パインヒルトラベル　 奈良県 生駒市

1804 ラビットトラベル ラビットトラベル　株式会社 静岡県 浜松市南区

1805 中西興産 中西興産　株式会社 大阪府 大阪市北区

1806 矢島タクシー 株式会社　矢島タクシー 群馬県 太田市

1807 大澤観光 大澤観光　株式会社 埼玉県 比企郡ときがわ町

1808 コープサービス コープサービス　株式会社 広島県 廿日市市



1809 ティー・アイ・エス 株式会社　ティー・アイ・エス 東京都 豊島区

1810 エヌティーエー旅行 株式会社　エヌティーエー旅行 山口県 萩市

1811 ジョイツーリストサービス ジョイツーリストサービス　株式会社 大阪府 吹田市

1812 HAKATAグローバル HAKATAグローバル　株式会社 福岡県 福岡市博多区

1813 はぎわら観光 はぎわら観光　株式会社 栃木県 芳賀郡益子町

1814 札幌航空旅行 札幌航空旅行　株式会社 北海道 札幌市東区

1815 ライオンズ旅行企画 株式会社　ライオンズ旅行企画 京都府 京都市伏見区

1816 アレンジ 株式会社　アレンジ 宮崎県 都城市

1817 クレオトラベル 株式会社　クレオトラベル 北海道 札幌市中央区

1818 名鉄観光バス 名鉄観光バス　株式会社 愛知県 名古屋市中川区

1819 新日本紀行 株式会社　新日本紀行 東京都 千代田区

1820 中紀バス観光社 株式会社　中紀バス観光社 和歌山県 御坊市

1821 メンバーズトラベル 株式会社　メンバーズトラベル 北海道 札幌市中央区

1822 マックアース 株式会社　マックアース 兵庫県 養父市

1823 黒子 有限会社　黒子 埼玉県 さいたま市中央区

1824 神勢観光 神勢観光　株式会社 三重県 鈴鹿市

1825 富士湖南 富士湖南　株式会社 島根県 松江市

1826 熊本市農業協同組合 熊本県 熊本市中央区

1827 リターナー 株式会社　リターナー 大阪府 和泉市

1828 サイネックス・ネットワーク 株式会社　サイネックス・ネットワーク 大阪府 大阪市中央区

1829 ステイドリームツアーズ ステイドリームツアーズ　 大阪府 大阪市平野区

1830 北関東観光 有限会社　北関東観光 群馬県 邑楽郡邑楽町

1831 オーティーシージャパン 株式会社　オーティーシージャパン 東京都 豊島区

1832 イワミツアー 株式会社　イワミツアー 島根県 益田市

1833 富士観光開発 富士観光開発　株式会社 山梨県 南都留郡鳴沢村

1834 西部ガス都市開発 西部ガス都市開発　株式会社 福岡県 福岡市博多区

1835 大星旅行たびっと 　大星旅行たびっと 山形県 尾花沢市

1836 頸城観光 頸城観光　株式会社 新潟県 上越市

1837 日本クルーズ客船 日本クルーズ客船　株式会社 大阪府 大阪市北区

1838 船鉄観光旅行社 株式会社　船鉄観光旅行社 山口県 宇部市

1839 富士ツーリスト 株式会社　富士ツーリスト 愛知県 名古屋市中区

1840 東急 東急　株式会社 東京都 渋谷区

1841 たびぱーく たびぱーく　株式会社 愛知県 名古屋市北区

1842 エアプラス エアプラス　株式会社 東京都 港区

1843 全観トラベルネットワーク 株式会社　全観トラベルネットワーク 岡山県 倉敷市

1844 近畿日本鉄道 近畿日本鉄道　株式会社 大阪府 大阪市天王寺区

1845 東洋観光 東洋観光　株式会社 千葉県 八千代市

1846 スポーツインダストリー 株式会社　スポーツインダストリー 東京都 中央区

1847 四季彩の旅 神奈川県 厚木市

1848 新日本観光 株式会社　新日本観光 福岡県 福岡市中央区

1849 アイビー・シー・エス 株式会社　アイビー・シー・エス 東京都 渋谷区

1850 東双不動産管理 東双不動産管理　株式会社 東京都 江東区

1851 滋賀観光バス 滋賀観光バス　株式会社 滋賀県 甲賀市

1852 長野電鉄 長野電鉄　株式会社 長野県 長野市

1853 シンクトラベル シンクトラベル 岡山県 岡山市東区

1854 フランチャイズエージェント 株式会社　フランチャイズエージェント 大阪府 大阪市中央区

1855 鯉城タクシー 鯉城タクシー　株式会社 広島県 広島市西区

1856 アキヤマ観光 株式会社　アキヤマ観光 栃木県 真岡市

1857 トラベルメイトサービス トラベルメイトサービス　株式会社 滋賀県 長浜市

1858 西日本観光サービス 西日本観光サービス　株式会社 山口県 防府市

1859 旅行社なごみ 旅行社なごみ　 福岡県 大野城市

1860 エーストラベル エーストラベル　株式会社 三重県 松阪市

1861 トラベルトピア 株式会社　トラベルトピア 大阪府 大阪市西区

1862 埼葛旅文化研究所 　埼葛旅文化研究所 埼玉県 久喜市

1863 東武倶楽部旅行 有限会社　東武倶楽部旅行 埼玉県 川口市

1864 舞鶴トラベル 株式会社　舞鶴トラベル 京都府 舞鶴市

1865 三慧 株式会社　三慧 東京都 調布市

1866 ゼロワントラベル 株式会社　ゼロワントラベル 大阪府 大阪市中央区

1867 喜楽観光 喜楽観光　 大阪府 大阪市東成区

1868 トヨタファイナンス トヨタファイナンス　株式会社 愛知県 名古屋市西区

1869 ワールドクリエーション 株式会社　ワールドクリエーション 東京都 港区

1870 太陽トラベル 太陽トラベル　株式会社 岡山県 倉敷市

1871 サンワツーリストセンター 株式会社　サンワツーリストセンター 千葉県 千葉市若葉区

1872 たかだ旅行社 株式会社　たかだ旅行社 東京都 荒川区

1873 ジャパン観光 有限会社　ジャパン観光 鳥取県 鳥取市

1874 トリプルツアー トリプルツアー　有限会社 愛知県 名古屋市中村区

1875 コミュニケーションツアーズ 株式会社　コミュニケーションツアーズ 大阪府 大阪市淀川区

1876 東邦総合サービス 東邦総合サービス　株式会社 愛知県 名古屋市熱田区

1877 ベルトラ ベルトラ　株式会社 東京都 千代田区

1878 豊平交通 有限会社　豊平交通 広島県 山県郡北広島町

1879 新潟富士ツーリスト 新潟富士ツーリスト　株式会社 新潟県 新潟市秋葉区

1880 なにわトラベルサービス 株式会社　なにわトラベルサービス 大阪府 堺市堺区

1881 えひめバス旅行 えひめバス旅行　有限会社 愛媛県 西予市

1882 カモメツーリスト カモメツーリスト　株式会社 東京都 新宿区

1883 クローバープラン 株式会社　クローバープラン 北海道 札幌市清田区

1884 おもしろ旅行社 株式会社　おもしろ旅行社 大阪府 大阪市平野区



1885 旅友 株式会社　旅友 千葉県 富里市

1886 朝日交通 朝日交通　株式会社 新潟県 燕市

1887 阪神ステーションネット 株式会社　阪神ステーションネット 大阪府 大阪市福島区

1888 ユニオントラベルサービス 株式会社　ユニオントラベルサービス 東京都 千代田区

1889 サクセスコンベンション サクセスコンベンション　株式会社 東京都 豊島区

1890 日本空輸 日本空輸　株式会社 東京都 品川区

1891 京都観光協会 株式会社　京都観光協会 京都府 京都市下京区

1892 Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ　株式会社 東京都 練馬区

1893 松江市交通局 松江市交通局　 島根県 松江市

1894 旅のデザインラボ 株式会社　旅のデザインラボ 東京都 八王子市

1895 新富観光サービス 新富観光サービス　株式会社 富山県 富山市

1896 ツアーデスク 株式会社　ツアーデスク 大阪府 大阪市北区

1897 恵羽 株式会社　恵羽 東京都 府中市

1898 CKT企画 株式会社　CKT企画 熊本県 熊本市東区

1899 栃木実業 栃木実業　株式会社 栃木県 宇都宮市

1900 北名古屋ツーリスト 株式会社　北名古屋ツーリスト 愛知県 北名古屋市

1901 奈良旅ネットワーク 株式会社　奈良旅ネットワーク 奈良県 大和郡山市

1902 オーシートラベル 株式会社　オーシートラベル 大分県 大分市

1903 ラド観光 ラド観光　株式会社 大阪府 大阪市北区

1904 メルヘン紀行 株式会社　メルヘン紀行 群馬県 前橋市

1905 薩摩川内市観光物産協会 株式会社　薩摩川内市観光物産協会 鹿児島県 薩摩川内市

1906 叶運輸 株式会社　叶運輸 鹿児島県 奄美市

1907 ドリームポケットツアーズ 大阪府 大阪市淀川区

1908 エクセル　エクセルトラベル 株式会社　エクセル　エクセルトラベル 埼玉県 川口市

1909 中部トラベルサービス 株式会社　中部トラベルサービス 三重県 桑名市

1910 東京湾観光開発 東京湾観光開発　株式会社 千葉県 富津市

1911 IACEトラベル 株式会社　IACEトラベル 東京都 中央区

1912 東南観光社 有限会社　東南観光社 福島県 伊達市

1913 ツ－リストトップワ－ルド 株式会社　ツ－リストトップワ－ルド 愛知県 名古屋市中川区

1914 日本観光社 株式会社　日本観光社 埼玉県 川口市

1915 西尾スポーツガイド 有限会社　西尾スポーツガイド 愛知県 西尾市

1916 シー・ムーン企画 株式会社　シー・ムーン企画 東京都 中央区

1917 西肥バス旅行社 株式会社　西肥バス旅行社 長崎県 佐世保市

1918 福井ツーリスト 福井ツーリスト　 福井県 越前市

1919 サクラトラベル企画 有限会社　サクラトラベル企画 埼玉県 本庄市

1920 トラベルブレーン 有限会社　トラベルブレーン 東京都 千代田区

1921 STEPトラベル 株式会社　STEPトラベル 大阪府 大阪市浪速区

1922 名鉄知多バス旅行 株式会社　名鉄知多バス旅行 愛知県 半田市

1923 日本旅行東北 株式会社　日本旅行東北 宮城県 仙台市青葉区

1924 大阪府教職員互助組合 一般財団法人　大阪府教職員互助組合 大阪府 大阪市天王寺区

1925 大喜ツーリストサービス 株式会社　大喜ツーリストサービス 大阪府 藤井寺市

1926 京都京阪バス 京都京阪バス　株式会社 京都府 八幡市

1927 さくらトラベル 株式会社　さくらトラベル 奈良県 桜井市

1928 イーウェル 株式会社　イーウェル 東京都 千代田区

1929 広交観光 広交観光　株式会社 広島県 広島市西区

1930 照南トラベルサービス 株式会社　照南トラベルサービス 大阪府 大東市

1931 ネクストツアー 株式会社　ネクストツアー 神奈川県 横浜市中区

1932 つばさ観光 つばさ観光　株式会社 埼玉県 蓮田市

1933 赤玉旅行 株式会社　赤玉旅行 兵庫県 尼崎市

1934 トラベルマート 株式会社　トラベルマート 愛知県 名古屋市中区

1935 山交観光 山交観光　株式会社 山形県 山形市

1936 ヨシノツアーサービスエイジェンシー 有限会社　ヨシノツアーサービスエイジェンシー 栃木県 真岡市

1937 トラベルサライ 株式会社　トラベルサライ 大阪府 大阪市中央区

1938 オフィスTTツアーズ オフィスTTツアーズ 岡山県 瀬戸内市

1939 悠遊観光 有限会社　悠遊観光 愛知県 愛西市

1940 菅野梱包運輸・SK観光 株式会社　菅野梱包運輸・SK観光 岡山県 岡山市中区

1941 東京東旅行社 東京東旅行社　 東京都 江戸川区

1942 中日企業 中日企業　株式会社 愛知県 名古屋市中区

1943 カリーツアーズ 有限会社　カリーツアーズ 沖縄県 沖縄市

1944 ツアープランナーオブジャパン 株式会社　ツアープランナーオブジャパン 東京都 台東区

1945 セフティー観光JAPAN セフティー観光JAPAN　株式会社 熊本県 熊本市東区

1946 大和タクシーコールネット 大和タクシーコールネット　株式会社 石川県 金沢市

1947 トラベルサライ 群馬県 桐生市

1948 新京阪観光社 株式会社　新京阪観光社 京都府 宇治市

1949 中国ターミナルサービス 中国ターミナルサービス　株式会社 広島県 広島市中区

1950 悠遊トラベル 株式会社　悠遊トラベル 岐阜県 羽島郡岐南町

1951 博文舎 株式会社　博文舎 大阪府 大阪市東淀川区

1952 トラベルジャパン 有限会社　トラベルジャパン 宮崎県 宮崎市

1953 佐野観光 佐野観光　株式会社 栃木県 佐野市

1954 モントトラベル 株式会社　モントトラベル 大阪府 大阪市西区

1955 茨城東武観光 茨城東武観光　株式会社 茨城県 下妻市

1956 新日本ツアーズ 株式会社　新日本ツアーズ 兵庫県 宝塚市

1957 みどり太陽交通 みどり太陽交通　株式会社 福岡県 行橋市

1958 アイ・エム・インターナショナル 株式会社　アイ・エム・インターナショナル 富山県 富山市

1959 越後交通 越後交通　株式会社 新潟県 長岡市

1960 アクアトラベル アクアトラベル　株式会社 千葉県 君津市



1961 トラベルO 株式会社　トラベルO 福島県 白河市

1962 KAJI TRAVEL KAJI TRAVEL　 京都府 京田辺市

1963 三重旅行サービス 株式会社　三重旅行サービス 三重県 伊賀市

1964 中田商会 中田商会　株式会社 埼玉県 幸手市

1965 島田バス 島田バス　株式会社 静岡県 島田市

1966 トラベルウェーヴ関西 株式会社　トラベルウェーヴ関西 大阪府 岸和田市

1967 アオイ観光 アオイ観光　株式会社 静岡県 静岡市葵区

1968 孫の手 株式会社　孫の手 福島県 郡山市

1969 おのみちバス おのみちバス　株式会社 広島県 尾道市

1970 倉敷観光 倉敷観光　株式会社 岡山県 倉敷市

1971 ベルツリートラベル 合同会社　ベルツリートラベル 兵庫県 西宮市

1972 産経旅行 株式会社　産経旅行 東京都 港区

1973 ティジー・テック 株式会社　ティジー・テック 大阪府 東大阪市

1974 共立観光 共立観光　株式会社 新潟県 十日町市

1975 国際トラベル 株式会社　国際トラベル 兵庫県 加古川市

1976 TWO GO TWO GO　株式会社 東京都 港区

1977 国際旅行 株式会社　国際旅行 兵庫県 姫路市

1978 ディスカバリートラベル 株式会社　ディスカバリートラベル 愛知県 名古屋市中区

1979 伸和エージェンシー 株式会社　伸和エージェンシー 大阪府 大阪市西区

1980 西日本旅行 西日本旅行　株式会社 徳島県 徳島市

1981 ロックトップ 株式会社　ロックトップ 茨城県 古河市

1982 エイチアイトラベル 有限会社　エイチアイトラベル 京都府 京都市下京区

1983 札幌通運 札幌通運　株式会社 北海道 札幌市中央区

1984 リンクオブマインド リンクオブマインド　株式会社 大阪府 大阪市北区

1985 嘉穂観光 嘉穂観光　有限会社 福岡県 嘉麻市

1986 ジェットストリームトラベル 株式会社　ジェットストリームトラベル 千葉県 館山市

1987 ツアー旅行社 株式会社　ツアー旅行社 福岡県 福岡市中央区

1988 ジェイエスエス 株式会社　ジェイエスエス 大阪府 大阪市西区

1989 マリンエージェンシー 株式会社　マリンエージェンシー 宮崎県 宮崎市

1990 菰野東部交通 菰野東部交通　株式会社 三重県 四日市市

1991 トリップデザイナー 株式会社　トリップデザイナー 東京都 台東区

1992 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 株式会社　JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 東京都 墨田区

1993 太陽旅行 太陽旅行　株式会社 北海道 札幌市中央区

1994 長崎県営バス観光 長崎県営バス観光　株式会社 長崎県 長崎市

1995 旅工房 有限会社　旅工房 宮崎県 宮崎市

1996 中部ツアーシステム 株式会社　中部ツアーシステム 愛知県 名古屋市熱田区

1997 伊勢国際観光 株式会社　伊勢国際観光 三重県 伊勢市

1998 アイシン・コラボ 株式会社　アイシン・コラボ 愛知県 刈谷市

1999 八千代交通株式会社　八千代トラベル 八千代交通株式会社　八千代トラベル 山形県 山形市

2000 ジャパン・エア・トラベル・マーケティング 株式会社　ジャパン・エア・トラベル・マーケティング 東京都 港区

2001 FKKツアーズ FKKツアーズ　株式会社 富山県 高岡市

2002 ハート 株式会社　ハート 兵庫県 丹波市

2003 東京バスワールド 株式会社　東京バスワールド 東京都 千代田区

2004 ツアーTOKYO 有限会社　ツアーTOKYO 東京都 豊島区

2005 三和交通 三和交通　株式会社 宮崎県 西都市

2006 秩父観光興業 秩父観光興業　株式会社 埼玉県 熊谷市

2007 浜松町リザベーションセンター 株式会社　浜松町リザベーションセンター 東京都 港区

2008 真賀観光 有限会社　真賀観光 岡山県 真庭市

2009 コスモス観光 コスモス観光　 三重県 伊賀市

2010 栃旅協サービスセンター 株式会社　栃旅協サービスセンター 栃木県 宇都宮市

2011 日本旅行サービス 株式会社　日本旅行サービス 佐賀県 佐賀市

2012 BLESS 株式会社　BLESS 東京都 渋谷区

2013 羽後交通観光 株式会社　羽後交通観光 秋田県 横手市

2014 大阪旅行企画 株式会社　大阪旅行企画 大阪府 大阪市西区

2015 エイビーシーツーリスト 株式会社　エイビーシーツーリスト 福井県 鯖江市

2016 東海自動車 東海自動車　株式会社 静岡県 伊東市

2017 山陽観光 山陽観光　株式会社 広島県 竹原市

2018 愛岐旅行 株式会社　愛岐旅行 岐阜県 岐阜市

2019 富山県福祉旅行センター 株式会社　富山県福祉旅行センター 富山県 高岡市

2020 ビッグトラベル 株式会社　ビッグトラベル 神奈川県 足柄上郡大井町

2021 上州観光サービス 上州観光サービス　株式会社 群馬県 桐生市

2022 トラベループ 株式会社　トラベループ 東京都 港区

2023 ツアーコミュニケーションズ 株式会社　ツアーコミュニケーションズ 愛知県 西尾市

2024 日本海ツーリスト 日本海ツーリスト　株式会社 富山県 砺波市

2025 エイチ・アイ・エス沖縄 株式会社　エイチ・アイ・エス沖縄 沖縄県 那覇市

2026 大泉観光 大泉観光　株式会社 群馬県 邑楽郡大泉町

2027 ファーストスウェル 株式会社　ファーストスウェル 神奈川県 三浦郡葉山町

2028 トラベル埼玉 トラベル埼玉　 埼玉県 さいたま市緑区

2029 ホリバコミュニティ 株式会社　ホリバコミュニティ 京都府 京都市南区

2030 中紀バス 中紀バス　株式会社 和歌山県 日高郡由良町

2031 旅工房はなみずき 長野県 佐久市

2032 インペリアル（ヨコビル旅行センター） インペリアル（ヨコビル旅行センター）　株式会社 神奈川県 横須賀市

2033 ビーエス観光 株式会社　ビーエス観光 東京都 港区

2034 京都ロイヤルツーリスト 京都ロイヤルツーリスト 京都府 京都市伏見区

2035 安心プラザ 株式会社　安心プラザ 広島県 広島市中区

2036 ホッピングワールド 有限会社　ホッピングワールド 埼玉県 さいたま市中央区



2037 有明交通 有明交通　株式会社 福岡県 柳川市

2038 三原観光旅行 三原観光旅行　有限会社 広島県 三原市

2039 ゆめ旅 株式会社　ゆめ旅 新潟県 新潟市東区

2040 日本コスパ 株式会社　日本コスパ 愛知県 名古屋市中村区

2041 東北大学生活協同組合 宮城県 仙台市青葉区

2042 日本ツーリスト 株式会社　日本ツーリスト 大阪府 大阪市淀川区

2043 さくらツアー 株式会社　さくらツアー 鹿児島県 鹿児島市

2044 日本ツーリストクラブ 日本ツーリストクラブ　株式会社 山口県 周南市

2045 トラベルジョーズ 株式会社　トラベルジョーズ 東京都 中央区

2046 たどトラベルサロン たどトラベルサロン　 三重県 桑名市

2047 ディ・ライツ 株式会社　ディ・ライツ 大阪府 大阪市北区

2048 西部観光バス 株式会社　西部観光バス 岡山県 井原市

2049 小嶋観光 小嶋観光　株式会社 福岡県 朝倉市

2050 新国際観光 株式会社　新国際観光 東京都 大田区

2051 浜岡中央観光トラベル 浜岡中央観光トラベル　株式会社 静岡県 御前崎市

2052 中央旅行 中央旅行　 滋賀県 愛知郡愛荘町

2053 ジャパンライフトラベル 株式会社　ジャパンライフトラベル 大阪府 大阪市住吉区

2054 ジョットツーリスト 株式会社　ジョットツーリスト 静岡県 裾野市

2055 コーワトラベル 株式会社　コーワトラベル 福島県 須賀川市

2056 夢旅人 株式会社　夢旅人 大阪府 吹田市

2057 鹿児島交通観光 鹿児島交通観光　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

2058 ユアーズエージェント 株式会社　ユアーズエージェント 広島県 府中市

2059 オリオンツアー 株式会社　オリオンツアー 東京都 中央区

2060 冨士交通 冨士交通　株式会社 三重県 四日市市

2061 香取観光 株式会社　香取観光 埼玉県 川越市

2062 エクセルワールドツアー エクセルワールドツアー　株式会社 大阪府 泉大津市

2063 トラベルドリーム トラベルドリーム　 大阪府 茨木市

2064 ニューウェーブ 株式会社　ニューウェーブ 東京都 台東区

2065 オフィス華林 株式会社　オフィス華林 東京都 渋谷区

2066 ファミール鶴田殖産 ファミール鶴田殖産　株式会社 愛知県 名古屋市熱田区

2067 全但バス 全但バス　株式会社 兵庫県 養父市

2068 名張観光ツーリスト 名張観光ツーリスト　 三重県 名張市

2069 リンクス 株式会社　リンクス 愛知県 名古屋市中村区

2070 三矢旅行広島 株式会社　三矢旅行広島 広島県 安芸高田市

2071 阿波交通 阿波交通　株式会社 徳島県 徳島市

2072 ゴールド文化交流企画 株式会社　ゴールド文化交流企画 東京都 千代田区

2073 ビーウェーブ 株式会社　ビーウェーブ 大阪府 大阪市浪速区

2074 ツアーズジャパン 株式会社　ツアーズジャパン 富山県 滑川市

2075 せんがプランニング 株式会社　せんがプランニング 岐阜県 岐阜市

2076 あづま観光社 有限会社　あづま観光社 福島県 須賀川市

2077 光和トラベル 有限会社　光和トラベル 北海道 札幌市南区

2078 たび 株式会社　たび 福島県 いわき市

2079 南レク 南レク　株式会社 愛媛県 宇和島市

2080 九州旅客鉄道 九州旅客鉄道　株式会社 福岡県 福岡市博多区

2081 エスコート山梨 有限会社　エスコート山梨 山梨県 中央市

2082 エフエフシー 株式会社　エフエフシー 埼玉県 さいたま市大宮区

2083 清水観光サービス 有限会社　清水観光サービス 埼玉県 狭山市

2084 ノバツーリスト 株式会社　ノバツーリスト 茨城県 水戸市

2085 福山観光旅行 福山観光旅行　株式会社 広島県 福山市

2086 新潟トラベル 株式会社　新潟トラベル 新潟県 新潟市中央区

2087 東罐共栄 東罐共栄　株式会社 東京都 品川区

2088 ニコニコトラベル 株式会社　ニコニコトラベル 神奈川県 横浜市西区

2089 グッドツーリスト 株式会社　グッドツーリスト 東京都 台東区

2090 日ノ丸観光トラベル 株式会社　日ノ丸観光トラベル 鳥取県 鳥取市

2091 三愛旅行社 株式会社　三愛旅行社 岡山県 倉敷市

2092 神園交通トラベル 有限会社　神園交通トラベル 熊本県 八代市

2093 日本プランニング社 日本プランニング社　 栃木県 佐野市

2094 トーア　トラベル トーア　トラベル　株式会社 静岡県 袋井市

2095 頸城自動車 頸城自動車　株式会社 新潟県 上越市

2096 トップトラベルサービス 株式会社　トップトラベルサービス 東京都 渋谷区

2097 久信田観光 株式会社　久信田観光 茨城県 水戸市

2098 大阪第一トラベル 大阪第一トラベル　株式会社 大阪府 堺市堺区

2099 ネットランド ネットランド　株式会社 千葉県 千葉市若葉区

2100 アジア航空サービス 株式会社　アジア航空サービス 大阪府 岸和田市

2101 ワールドツアーシステム ワールドツアーシステム　株式会社 大阪府 大阪市天王寺区

2102 大阪府旅行業協会 協同組合　大阪府旅行業協会 大阪府 大阪市浪速区

2103 光旅行企画 光旅行企画 山口県 光市

2104 HAZLO HAZLO　合同会社 大阪府 大阪市中央区

2105 エーシーサービス 株式会社　エーシーサービス 東京都 港区

2106 アート観光 アート観光　株式会社 兵庫県 加東市

2107 ホープバス ホープバス　協同組合 広島県 山県郡北広島町

2108 BEENOS Travel BEENOS Travel　株式会社 東京都 品川区

2109 郵船クルーズ 郵船クルーズ　株式会社 神奈川県 横浜市西区

2110 中央観光トラベル 静岡県 静岡市駿河区

2111 SUGIZAKI・トラベルサポート SUGIZAKI・トラベルサポート　株式会社 神奈川県 小田原市

2112 楽天グループ 楽天グループ　株式会社 東京都 世田谷区



2113 アース旅行 アース旅行　 群馬県 邑楽郡板倉町

2114 大和ツーリスト 大和ツーリスト　 大阪府 大阪市住吉区

2115 とらべるぱーくオリバー 株式会社　とらべるぱーくオリバー 福島県 いわき市

2116 トラベルフューチャー 株式会社　トラベルフューチャー 大阪府 堺市堺区

2117 西日本高速道路 西日本高速道路　株式会社 大阪府 大阪市北区

2118 東武クリーン 株式会社　東武クリーン 栃木県 日光市

2119 トラベルバンクジャパン 株式会社　トラベルバンクジャパン 大阪府 門真市

2120 西日本新聞旅行 株式会社　西日本新聞旅行 福岡県 福岡市中央区

2121 旅くらぶ 株式会社　旅くらぶ 三重県 四日市市

2122 エーアイシー 株式会社　エーアイシー 茨城県 水戸市

2123 東武奥武蔵観光 東武奥武蔵観光　有限会社 埼玉県 坂戸市

2124 旅の魔法使い 有限会社　旅の魔法使い 東京都 北区

2125 遠山観光 株式会社　遠山観光 愛知県 安城市

2126 ツアー・ウェーブ 株式会社　ツアー・ウェーブ 宮城県 仙台市青葉区

2127 タイムトラベル 株式会社　タイムトラベル 静岡県 浜松市東区

2128 タビーナ静岡 有限会社　タビーナ静岡 静岡県 沼津市

2129 旅プランナー 株式会社　旅プランナー 長野県 飯田市

2130 サンツーリスト 株式会社　サンツーリスト 滋賀県 大津市

2131 アムネット 株式会社　アムネット 東京都 中央区

2132 光トラベルセンター 株式会社　光トラベルセンター 岡山県 美作市

2133 新京阪観光案内所 株式会社　新京阪観光案内所 京都府 京都市左京区

2134 ドリーム・ジャパン ドリーム・ジャパン　株式会社 東京都 新宿区

2135 札幌観光バス 札幌観光バス　株式会社 北海道 札幌市清田区

2136 ティーケーピー 株式会社　ティーケーピー 東京都 新宿区

2137 東洋エクスプレス 有限会社　東洋エクスプレス 長野県 上伊那郡辰野町

2138 JU観光 JU観光　合同会社 大阪府 大阪市北区

2139 浜松バス 浜松バス　株式会社 静岡県 浜松市浜北区

2140 勤労者旅行会 有限会社　勤労者旅行会 東京都 千代田区

2141 ワオナス 株式会社　ワオナス 滋賀県 東近江市

2142 わらび野観光 わらび野観光　株式会社 長野県 上高井郡高山村

2143 佐川アドバンス 佐川アドバンス　株式会社 東京都 江東区

2144 深谷観光バス 深谷観光バス　株式会社 埼玉県 深谷市

2145 エアトリ 株式会社　エアトリ 東京都 港区

2146 ウィズトラベル ウィズトラベル 東京都 中野区

2147 三愛旅行社 株式会社　三愛旅行社 新潟県 糸魚川市

2148 オーサカ・ゼンリョ 株式会社　オーサカ・ゼンリョ 大阪府 大阪市浪速区

2149 JTBグローバルアシスタンス 株式会社　JTBグローバルアシスタンス 東京都 千代田区

2150 シダーリンクトラベル 株式会社　シダーリンクトラベル 東京都 千代田区

2151 アース・トラベル 株式会社　アース・トラベル 愛知県 春日井市

2152 クリモトビジネスアソシエイツ 株式会社　クリモトビジネスアソシエイツ 大阪府 大阪市西区

2153 オキノ 株式会社　オキノ 愛媛県 西予市

2154 AIB 株式会社　AIB 茨城県 古河市

2155 日新航空サービス 日新航空サービス　株式会社 東京都 中野区

2156 有限会社中央旅行 群馬県 伊勢崎市

2157 米米トラベル 米米トラベル　 埼玉県 加須市

2158 琴参バス 琴参バス　株式会社 香川県 丸亀市

2159 ツアーパートナーズ 株式会社　ツアーパートナーズ 富山県 富山市

2160 南国交通 南国交通　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

2161 オヤマグループ株式会社国際トラベル オヤマグループ株式会社国際トラベル　 宮城県 仙台市太白区

2162 クロスインターナショナル 株式会社　クロスインターナショナル 東京都 新宿区

2163 ミツルトラベル 株式会社　ミツルトラベル 大阪府 大阪市中央区

2164 イオンコンパス イオンコンパス　株式会社 千葉県 千葉市美浜区

2165 ハローツーリスト ハローツーリスト　 三重県 伊賀市

2166 敦賀海陸運輸 敦賀海陸運輸　株式会社 福井県 敦賀市

2167 船形観光 株式会社　船形観光 千葉県 野田市

2168 豊橋代弁株式会社（豊橋旅行） 豊橋代弁株式会社（豊橋旅行）　 愛知県 豊橋市

2169 トラベルサテライト旅気球 有限会社　トラベルサテライト旅気球 千葉県 東金市

2170 ユー・ツアーズ広島 ユー・ツアーズ広島 広島県 広島市東区

2171 ソニックツアーズ 株式会社　ソニックツアーズ 東京都 港区

2172 リョービツアーズ 株式会社　リョービツアーズ 岡山県 岡山市北区

2173 中部日本トラベル 中部日本トラベル　株式会社 静岡県 牧之原市

2174 シード 株式会社　シード 静岡県 駿東郡清水町

2175 マルウン商事 マルウン商事　株式会社 北海道 旭川市

2176 ウインズトラベル 有限会社　ウインズトラベル 福島県 双葉郡楢葉町

2177 ニュースターツアー ニュースターツアー　株式会社 大阪府 東大阪市

2178 ジョルダン ジョルダン　株式会社 東京都 新宿区

2179 ミホツーリスト ミホツーリスト 京都府 京都市中京区

2180 ジャンボツアーズ 株式会社　ジャンボツアーズ 沖縄県 那覇市

2181 KKDAY JAPAN 株式会社　KKDAY JAPAN 東京都 新宿区

2182 マエスト 株式会社　マエスト 福岡県 福岡市博多区

2183 ヤマイチ 株式会社　ヤマイチ 静岡県 富士市

2184 霞観光 霞観光　株式会社 茨城県 行方市

2185 ツアーサービス 株式会社　ツアーサービス 茨城県 ひたちなか市

2186 はまなす観光 はまなす観光　 千葉県 山武市

2187 呉ツーリスト 有限会社　呉ツーリスト 広島県 呉市

2188 関西ツーリストサービス 関西ツーリストサービス　株式会社 大阪府 大阪市阿倍野区



2189 ナビックスタカツーリスト 有限会社　ナビックスタカツーリスト 埼玉県 久喜市

2190 サニートラベル 株式会社　サニートラベル 静岡県 浜松市中区

2191 市川観光商事 市川観光商事　株式会社 東京都 台東区

2192 JAFメディアワークス 株式会社　JAFメディアワークス 東京都 港区

2193 旅ネットワーク 旅ネットワーク　株式会社 三重県 松阪市

2194 モリトラベル モリトラベル　 大阪府 岸和田市

2195 トラベル福井 株式会社　トラベル福井 福井県 あわら市

2196 ちょこ旅たま 東京都 立川市

2197 日本観光社 株式会社　日本観光社 愛知県 名古屋市中村区

2198 オーシャンコネクト 株式会社　オーシャンコネクト 宮城県 気仙沼市

2199 ミカミツーリスト 有限会社　ミカミツーリスト 富山県 富山市

2200 ジャパントラベル 株式会社　ジャパントラベル 奈良県 天理市

2201 蒲原鉄道 蒲原鉄道　株式会社 新潟県 五泉市

2202 ドリームタイム 株式会社　ドリームタイム 東京都 足立区

2203 三重ジャーナル観光社　 株式会社　三重ジャーナル観光社　 三重県 四日市市

2204 名阪近鉄旅行 名阪近鉄旅行　株式会社 愛知県 名古屋市中村区

2205 ベストリザーブ 株式会社　ベストリザーブ 東京都 品川区

2206 ドリームトラベル 株式会社　ドリームトラベル 愛知県 知多郡武豊町

2207 吉田観光 吉田観光　株式会社 静岡県 榛原郡吉田町

2208 福山ツーリスト 福山ツーリスト　株式会社 広島県 福山市

2209 アイロード・プラス 株式会社　アイロード・プラス 宮崎県 えびの市

2210 九州工業大学 九州工業大学　生活協同組合 福岡県 北九州市戸畑区

2211 ラクア 大阪府 大阪市中央区

2212 ナイスツーリスト 株式会社　ナイスツーリスト 大阪府 和泉市

2213 トラベルアルファ 株式会社　トラベルアルファ 大阪府 大阪市中央区

2214 オーガトラベル 株式会社　オーガトラベル 香川県 観音寺市

2215 新広島トラベル 新広島トラベル　株式会社 広島県 呉市

2216 エヌティアドバイザーズ 有限会社　エヌティアドバイザーズ 愛知県 名古屋市中区

2217 クオリタ 株式会社　クオリタ 東京都 港区

2218 YKKツーリスト 株式会社　YKKツーリスト 富山県 黒部市

2219 有限会社トラベルウェーブ 東京都 武蔵野市

2220 中和国際 中和国際　株式会社 大分県 大分市

2221 穴吹トラベル 株式会社　穴吹トラベル 香川県 高松市

2222 コスモ観光 コスモ観光　株式会社 福岡県 福岡市中央区

2223 アセント 有限会社　アセント 東京都 港区

2224 KabuK Style 株式会社　KabuK Style 長崎県 長崎市

2225 アースナビ 合同会社　アースナビ 三重県 松阪市

2226 中国タクシー 中国タクシー　株式会社 広島県 府中市

2227 新中央ツーリスト 株式会社　新中央ツーリスト 神奈川県 横浜市泉区

2228 GOOD　LUCK　TOURIST 株式会社　GOOD　LUCK　TOURIST 奈良県 磯城郡田原本町

2229 旅ランド千葉 旅ランド千葉　株式会社 千葉県 千葉市緑区

2230 イーストツアー 株式会社　イーストツアー 青森県 十和田市

2231 東亜ツーリスト 東亜ツーリスト　 静岡県 掛川市

2232 ジャパン・ツーリスト・サービス ジャパン・ツーリスト・サービス　株式会社 岩手県 北上市

2233 エンジョイトラベル静岡 静岡県 静岡市駿河区

2234 日本ゼネラル観光 日本ゼネラル観光　株式会社 静岡県 静岡市清水区

2235 中部キャラバン 株式会社　中部キャラバン 愛知県 名古屋市名東区

2236 網走バス 網走バス　株式会社 北海道 網走市

2237 TDKサービス TDKサービス　株式会社 東京都 中央区

2238 クリーデンス・ツーリスト・ビューロー 株式会社　クリーデンス・ツーリスト・ビューロー 京都府 京都市右京区

2239 エモック・エンタープライズ 株式会社　エモック・エンタープライズ 東京都 港区

2240 石川スポーツキャンプ 株式会社　石川スポーツキャンプ 石川県 七尾市

2241 ティ－アイジェ－ 株式会社　ティ－アイジェ－ 神奈川県 横浜市西区

2242 スカイ・トラベル 株式会社　スカイ・トラベル 愛知県 名古屋市中川区

2243 シーアンドシーツアーズ シーアンドシーツアーズ　 福岡県 福岡市中央区

2244 リウボウ旅行サービス 株式会社　リウボウ旅行サービス 沖縄県 那覇市

2245 丸藤観光 茨城県 笠間市

2246 みずほトラベルサービス みずほトラベルサービス　株式会社 兵庫県 神戸市北区

2247 ワールドスポーツ 株式会社　ワールドスポーツ 東京都 小平市

2248 トラベルユアーズ 株式会社　トラベルユアーズ 東京都 新宿区

2249 名鉄知多タクシー 名鉄知多タクシー　株式会社 愛知県 半田市

2250 鶴亀トラベル 鶴亀トラベル　 東京都 中央区

2251 Ampersand Japan 株式会社　Ampersand Japan 京都府 京都市下京区

2252 野本観光バス　 有限会社　野本観光バス　 福島県 石川郡石川町

2253 ワールドバケーション 有限会社　ワールドバケーション 石川県 金沢市

2254 ネオ倶楽部 株式会社　ネオ倶楽部 福岡県 福岡市博多区

2255 中央交通バス 中央交通バス　株式会社 大阪府 八尾市

2256 レイライン 株式会社　レイライン 静岡県 富士市

2257 天満屋トラベル 株式会社　天満屋トラベル 岡山県 岡山市北区

2258 京阪トラベル 株式会社　京阪トラベル 福岡県 筑紫野市

2259 ゆとり旅 有限会社　ゆとり旅 熊本県 熊本市南区

2260 妙高ツーリズムマネジメント 一般社団法人　妙高ツーリズムマネジメント 新潟県 妙高市

2261 ＩＣＭ 株式会社　ＩＣＭ 東京都 港区

2262 ビューツアーシステム 株式会社　ビューツアーシステム 東京都 千代田区

2263 北國観光 北國観光　株式会社 石川県 金沢市

2264 ジーアーチ ジーアーチ　株式会社 東京都 中央区



2265 リソルライフサポート リソルライフサポート　株式会社 東京都 中央区

2266 ラグジュリーク・トラベル 株式会社　ラグジュリーク・トラベル 東京都 港区

2267 ことでんバス ことでんバス　株式会社 香川県 高松市

2268 商船三井客船 商船三井客船　株式会社 東京都 港区

2269 ANA X ANA X　株式会社 東京都 中央区

2270 エーストラベル エーストラベル　株式会社 静岡県 御殿場市

2271 豊後ドリームラボ　ワールドトラベラー 株式会社　豊後ドリームラボ　ワールドトラベラー 大分県 大分市

2272 オリオンズ観光 オリオンズ観光　株式会社 東京都 足立区

2273 トラベルスタンドジャパン 株式会社　トラベルスタンドジャパン 東京都 千代田区

2274 JAL JTAセールス 株式会社　JAL JTAセールス 沖縄県 那覇市

2275 島旅ツーリスト 有限会社　島旅ツーリスト 神奈川県 小田原市

2276 コンチネンタル貿易 コンチネンタル貿易　株式会社 北海道 札幌市中央区

2277 舟橋観光 舟橋観光　株式会社 愛知県 名古屋市中区

2278 スター観光 スター観光　 東京都 目黒区

2279 スカイパックツアーズ スカイパックツアーズ　株式会社 東京都 中央区

2280 ヤブタ建設不動産 株式会社　ヤブタ建設不動産 神奈川県 足柄下郡真鶴町

2281 タビユー タビユー　株式会社 東京都 府中市

2282 Hotspring 株式会社　Hotspring 東京都 台東区

2283 鹿児島ツーリスト 有限会社　鹿児島ツーリスト 鹿児島県 鹿児島市

2284 全旅みえ 株式会社　全旅みえ 三重県 津市

2285 ベネフィット・ワン 株式会社　ベネフィット・ワン 東京都 新宿区

2286 富山地鉄サービス 富山地鉄サービス　株式会社 富山県 富山市

2287 エフシーエージェンシー 株式会社　エフシーエージェンシー 福井県 福井市

2288 土佐くろしお鉄道 土佐くろしお鉄道　株式会社 高知県 高知市

2289 マップ 株式会社　マップ 石川県 金沢市

2290 東海コープ事業連合 生活協同組合連合会　東海コープ事業連合 愛知県 名古屋市名東区

2291 せとうち観光社 株式会社　せとうち観光社 愛媛県 今治市

2292 トニーズワールド 株式会社　トニーズワールド 神奈川県 厚木市

2293 豪渓交通 豪渓交通　株式会社 岡山県 総社市

2294 西日本ユウコー商事 西日本ユウコー商事　株式会社 福岡県 福岡市博多区

2295 関大パンセ 株式会社　関大パンセ 大阪府 吹田市

2296 ニコーサービス 株式会社　ニコーサービス 静岡県 熱海市

2297 YKGトラベル 株式会社　YKGトラベル 福岡県 八女市

2298 ワールド旅行開発 有限会社　ワールド旅行開発 福島県 福島市

2299 エンゼルサービス 有限会社　エンゼルサービス 岡山県 真庭市

2300 古河電工ビジネス＆ライフサポート 古河電工ビジネス＆ライフサポート　株式会社 東京都 千代田区

2301 三重トラベル 株式会社　三重トラベル 三重県 津市

2302 フェロートラベル 株式会社　フェロートラベル 東京都 渋谷区

2303 広島内外旅行 広島内外旅行　株式会社 広島県 三次市

2304 ジェイアール東海ツアーズ 株式会社　ジェイアール東海ツアーズ 東京都 中央区

2305 東北海道トラベル 株式会社　東北海道トラベル 北海道 標津郡中標津町

2306 タイムデザイン 株式会社　タイムデザイン 東京都 渋谷区

2307 キントウンツアーズ キントウンツアーズ　株式会社 福岡県 福岡市博多区

2308 日本タクシー 株式会社　日本タクシー 岐阜県 岐阜市

2309 東武トップツアーズ 東武トップツアーズ　株式会社 東京都 墨田区

2310 スペース・プラン 株式会社　スペース・プラン 神奈川県 川崎市多摩区

2311 愛知県旅行センター 株式会社　愛知県旅行センター 愛知県 名古屋市中村区

2312 NHファシリティーズ 株式会社　NHファシリティーズ 千葉県 市原市

2313 ニュージャパン・トラベル 株式会社　ニュージャパン・トラベル 富山県 富山市

2314 伊藤ツアーサービス 伊藤ツアーサービス 栃木県 芳賀郡茂木町

2315 ジェイトリップ 株式会社　ジェイトリップ 東京都 港区

2316 長崎県交通局 長崎県 長崎市

2317 日本旅行 株式会社　日本旅行 東京都 中央区

2318 富士プレイガイド 有限会社　富士プレイガイド 愛知県 岡崎市

2319 アクアラグーン 株式会社　アクアラグーン 東京都 中央区

2320 京都ツアーズ 株式会社　京都ツアーズ 京都府 城陽市

2321 ルートトラベル 株式会社　ルートトラベル 神奈川県 横浜市南区

2322 銀河トラベル 銀河トラベル　株式会社 三重県 桑名市

2323 ＭＴＳ 株式会社　ＭＴＳ 東京都 文京区

2324 JCBトラベル 株式会社　JCBトラベル 東京都 豊島区

2325 エヌオーイー 株式会社　エヌオーイー 東京都 江東区

2326 ジャパンライフ ジャパンライフ　合同会社 埼玉県 蕨市

2327 サンワールド九州 株式会社　サンワールド九州 熊本県 熊本市中央区

2328 総合ツアーシステム 総合ツアーシステム　株式会社 大阪府 大阪市北区

2329 AGODA COMPANY AGODA COMPANY　PTE.LTD 東京都 シンガポール

2330 西鉄旅行 西鉄旅行　株式会社 福岡県 福岡市中央区

2331 加越能バス 加越能バス　株式会社 富山県 高岡市

2332 共栄観光足利サービスセンター 栃木県 足利市

2333 富士急トラベル 富士急トラベル　株式会社 山梨県 富士吉田市

2334 南栄ツーリスト 南栄ツーリスト　株式会社 鹿児島県 指宿市

2335 産経海外旅行 株式会社　産経海外旅行 北海道 札幌市中央区

2336 Mトラベル 宮崎県 日向市

2337 サントラベラーズサービス サントラベラーズサービス　有限会社 香川県 丸亀市

2338 コープトラベル 株式会社　コープトラベル 北海道 札幌市白石区

2339 水戸 水戸　農業協同組合 茨城県 水戸市

2340 プラネット 株式会社　プラネット 山形県 南陽市



2341 プラスツーリスト プラスツーリスト　株式会社 京都府 綾部市

2342 カネニ総業 カネニ総業　株式会社 三重県 四日市市

2343 日交トラベル 株式会社　日交トラベル 大阪府 大阪市港区

2344 アイトラベル達信 アイトラベル達信　株式会社 富山県 砺波市

2345 ユーラシア旅行社 株式会社　ユーラシア旅行社 東京都 千代田区

2346 全日本旅行センター 株式会社　全日本旅行センター 鹿児島県 鹿児島市

2347 東日本国際旅行社 株式会社　東日本国際旅行社 東京都 墨田区

2348 中央トラベル 株式会社　中央トラベル 愛知県 豊田市

2349 花園旅行 有限会社　花園旅行 宮城県 塩釜市

2350 レクスト 株式会社　レクスト 愛知県 名古屋市中区

2351 たびりずむ 株式会社　たびりずむ 東京都 中央区

2352 あっしゅ 有限会社　あっしゅ 福井県 坂井市

2353 東洋観光サービス 有限会社　東洋観光サービス 愛媛県 四国中央市

2354 AIRBNB Global Services Limited AIRBNB Global Services Limited　 東京都 Ｄｕｂｌｉｎ　１，Ｉｒｅｌａｎｄ

2355 共進組 株式会社　共進組 鹿児島県 鹿児島市

2356 丹後橋立交通 丹後橋立交通　株式会社 京都府 京丹後市

2357 国際観光交通 国際観光交通　株式会社 東京都 足立区

2358 一畑トラベルサービス 株式会社　一畑トラベルサービス 島根県 松江市

2359 第一観光サービス 有限会社　第一観光サービス 滋賀県 守山市

2360 ラッキー自動車 ラッキー自動車　株式会社 長崎県 長崎市

2361 トラベル京都 京都府 京都市東山区

2362 ティーエフジェイ 大阪府 大東市

2363 メガ 株式会社　メガ 東京都 渋谷区

2364 マリー旅行社 有限会社　マリー旅行社 富山県 砺波市

2365 ルワード 株式会社　ルワード 北海道 帯広市

2366 ユー・トラベル 株式会社　ユー・トラベル 愛媛県 宇和島市

2367 セレスコーポレーション 株式会社　セレスコーポレーション 広島県 広島市南区

2368 大垣正和サービス 大垣正和サービス　株式会社 岐阜県 大垣市

2369 タイセービッグエアーツアー 有限会社　タイセービッグエアーツアー 三重県 四日市市

2370 ＮＲＫ 株式会社　ＮＲＫ 福島県 郡山市

2371 東京遊覧観光バス 東京遊覧観光バス　株式会社 東京都 江戸川区

2372 大鉄アドバンス 株式会社　大鉄アドバンス 静岡県 島田市

2373 ツアーポート 株式会社　ツアーポート 京都府 向日市

2374 蒲郡観光 蒲郡観光　株式会社 愛知県 蒲郡市

2375 ヤングリゾート 株式会社　ヤングリゾート 大阪府 大阪市中央区

2376 福島ツーリストサービス 福島ツーリストサービス　株式会社 福島県 福島市

2377 釜石旅行センター 株式会社　釜石旅行センター 岩手県 釜石市

2378 北斗ツーリスト 株式会社　北斗ツーリスト 東京都 八王子市

2379 Japan　Travel　敦賀店 福井県 敦賀市

2380 神姫トラベル 株式会社　神姫トラベル 大阪府 大阪市福島区

2381 相模原観光 相模原観光　株式会社 神奈川県 相模原市中央区

2382 プロクシー 株式会社　プロクシー 兵庫県 神戸市北区

2383 アトランティックツアー 株式会社　アトランティックツアー 神奈川県 厚木市

2384 トラベルパレット 愛知県 名古屋市

2385 たびまちゲート広島 株式会社　たびまちゲート広島 広島県 広島市中区

2386 コセキ観光 コセキ観光 福島県 喜多方市

2387 ツーリストコンシェルジュ 株式会社　ツーリストコンシェルジュ 和歌山県 御坊市

2388 旅コレクション 株式会社　旅コレクション 神奈川県 横浜市中区

2389 トラベル・ウィンドウ 株式会社　トラベル・ウィンドウ 北海道 函館市

2390 九州トラベル 九州トラベル　株式会社 福岡県 柳川市

2391 アルファトラベルジャパン 株式会社　アルファトラベルジャパン 奈良県 天理市

2392 エム・ジェイ・プロジェクト 株式会社　エム・ジェイ・プロジェクト 大阪府 大阪市東住吉区

2393 大分航空トラベル 株式会社　大分航空トラベル 大分県 大分市

2394 日報ツーリスト 株式会社　日報ツーリスト 長野県 諏訪市

2395 旅クラブジャパン 株式会社　旅クラブジャパン 埼玉県 越谷市

2396 アルメックス 株式会社　アルメックス 東京都 品川区

2397 旅くらぶにじゅういち 有限会社　旅くらぶにじゅういち 鹿児島県 鹿屋市

2398 HICインターナショナル 株式会社　HICインターナショナル 東京都 千代田区

2399 コーチャンフォーグレース 株式会社　コーチャンフォーグレース 北海道 釧路市

2400 日本旅行北海道 株式会社　日本旅行北海道 北海道 札幌市中央区

2401 ＬＳＳトラベルメイク 三重県 津市

2402 三重交通 三重交通　株式会社 三重県 津市

2403 トラベル1 株式会社　トラベル1 石川県 金沢市

2404 郵船トラベル 郵船トラベル　株式会社 東京都 千代田区

2405 アイ・ツーリスト 株式会社　アイ・ツーリスト 愛知県 名古屋市中区

2406 阿智昼神観光局 株式会社　阿智昼神観光局 長野県 下伊那郡阿智村

2407 びわこ観光バス びわこ観光バス　株式会社 滋賀県 野洲市

2408 阪急交通社 株式会社　阪急交通社 大阪府 大阪市北区

2409 ツーリストプラザ 株式会社　ツーリストプラザ 広島県 大竹市

2410 メルヘン 株式会社　メルヘン 大阪府 大阪市北区

2411 ホスピタリティエージェント 株式会社　ホスピタリティエージェント 東京都 千代田区

2412 風の旅行社 株式会社　風の旅行社 東京都 中野区

2413 ビッグホリデー ビッグホリデー　株式会社 東京都 文京区

2414 日本旅行リテイリング 株式会社　日本旅行リテイリング 東京都 港区

2415 たびのレシピ 株式会社　たびのレシピ 宮城県 仙台市太白区

2416 日軽ニュービジネス 日軽ニュービジネス　株式会社 東京都 港区



2417 ケー・オー・ケー・ケー 株式会社　ケー・オー・ケー・ケー 新潟県 新発田市

2418 ノザークツアーズ 株式会社　ノザークツアーズ 石川県 金沢市

2419 PTA 株式会社　PTA 東京都 港区

2420 ワ－ルドツア－ズ 株式会社　ワ－ルドツア－ズ 大阪府 大阪市中央区

2421 タイムリーツーリスト 株式会社　タイムリーツーリスト 長崎県 佐世保市

2422 Ｓｏｎｏｔａｂｉ７１８ 熊本県 熊本市南区

2423 ジェイワントラベル 株式会社　ジェイワントラベル 三重県 鈴鹿市

2424 神姫観光 神姫観光　株式会社 兵庫県 姫路市

2425 ジャパングレーライン 株式会社　ジャパングレーライン 東京都 千代田区

2426 プリマツアーズ プリマツアーズ　株式会社 大阪府 大阪市中央区

2427 JTB 株式会社　JTB 東京都 品川区

2428 ビビット旅倶楽部 ビビット旅倶楽部　株式会社 広島県 東広島市

2429 大島 有限会社　大島 福島県 石川郡石川町

2430 ハマカントラベル 株式会社　ハマカントラベル 静岡県 浜松市中区

2431 ＴＰＳ 株式会社　ＴＰＳ 大阪府 門真市

2432 宮崎ツアーサービス 株式会社　宮崎ツアーサービス 宮崎県 小林市

2433 東海観光旅行社 有限会社　東海観光旅行社 岐阜県 本巣郡北方町

2434 夢企画インターナショナル 有限会社　夢企画インターナショナル 千葉県 八千代市

2435 ミヨシトータルサービス ミヨシトータルサービス　株式会社 埼玉県 入間郡三芳町

2436 ジョイトラベル ジョイトラベル　有限会社 福岡県 古賀市

2437 ナカウン ナカウン　株式会社 岡山県 岡山市中区

2438 ＩＨＩビジネスサポート 株式会社　ＩＨＩビジネスサポート 東京都 千代田区

2439 中部旅行社 株式会社　中部旅行社 鳥取県 倉吉市

2440 京都新聞企画事業 京都新聞企画事業　株式会社 京都府 京都市中京区

2441 オールイントラベル 株式会社　オールイントラベル 北海道 函館市

2442 日本トラベルサービス 日本トラベルサービス　株式会社 大阪府 大阪市福島区

2443 株式会社ＫＮＴ－Ｕ 長野県 上田市

2444 京都癒しの旅 京都府 京都市中京区

2445 OPAクリエイトインターナショナル OPAクリエイトインターナショナル　有限会社 愛知県 名古屋市中区

2446 日航観光社 有限会社　日航観光社 福岡県 福岡市博多区

2447 飛鳥旅行 株式会社　飛鳥旅行 東京都 杉並区

2448 IGRいわて銀河鉄道 IGRいわて銀河鉄道　株式会社 岩手県 盛岡市

2449 スカイクルー スカイクルー　株式会社 宮城県 宮城郡利府町

2450 今治国際ホテル 株式会社　今治国際ホテル 愛媛県 今治市

2451 西川商事 株式会社　西川商事 鹿児島県 大島郡徳之島町

2452 フラット・イン 株式会社　フラット・イン 新潟県 新潟市秋葉区

2453 ジェイジェイ旅行センター 株式会社　ジェイジェイ旅行センター 愛媛県 喜多郡内子町

2454 e-旅行 株式会社　e-旅行 大阪府 箕面市

2455 日本旅行ツーリスト 株式会社　日本旅行ツーリスト 福井県 敦賀市

2456 旅らんど 有限会社　旅らんど 神奈川県 横浜市金沢区

2457 九州不動産管理センター(レジャープランKasane） 株式会社　九州不動産管理センター(レジャープランKasane） 福岡県 福岡市中央区

2458 バリューHR 株式会社　バリューHR 東京都 渋谷区

2459 グローバルネイションホリデイズトラベルアンドサービス 株式会社　グローバルネイションホリデイズトラベルアンドサービス 東京都 渋谷区

2460 東日本ツアーズ 株式会社　東日本ツアーズ 千葉県 木更津市

2461 熊本県旅行業 熊本県旅行業　協同組合 熊本県 熊本市中央区

2462 TABIPON 株式会社　TABIPON 埼玉県 さいたま市大宮区

2463 教育旅行推進機構 教育旅行推進機構 奈良県 大和高田市

2464 北近江観光 北近江観光　株式会社 滋賀県 長浜市

2465 ミズノ観光 ミズノ観光　株式会社 岐阜県 可児市

2466 シブヤEDI シブヤEDI　株式会社 石川県 金沢市

2467 エマ観光 株式会社　エマ観光 静岡県 磐田市

2468 濃飛乗合自動車 濃飛乗合自動車　株式会社 岐阜県 高山市

2469 伊豆箱根バス 伊豆箱根バス　株式会社 静岡県 三島市

2470 阿蘇観光ツーリスト 阿蘇観光ツーリスト　 熊本県 熊本市東区

2471 西尾ニュータウン開発 西尾ニュータウン開発　株式会社 愛知県 西尾市

2472 ツーリストツアープロデュース ツーリストツアープロデュース　有限会社 長野県 安曇野市

2473 ナニワツーリスト 株式会社　ナニワツーリスト 大阪府 大阪市中央区

2474 ホンパトラベル 株式会社　ホンパトラベル 広島県 福山市

2475 プレッサアンドカンパニー 株式会社　プレッサアンドカンパニー 東京都 豊島区

2476 福福旅行社 株式会社　福福旅行社 富山県 高岡市

2477 ニューワールドツーリスト 株式会社　ニューワールドツーリスト 大阪府 大阪市北区

2478 鹿本農業 鹿本農業　協同組合 熊本県 山鹿市

2479 トラベルマルシェ 株式会社　トラベルマルシェ 東京都 中央区

2480 さっぽろトラベル　北陽警備保障 さっぽろトラベル　北陽警備保障 　株式会社 北海道 札幌市豊平区

2481 エデューズ 株式会社　エデューズ 東京都 港区

2482 NinNin 株式会社　NinNin 東京都 新宿区

2483 両備高速 両備高速　株式会社 岡山県 浅口市

2484 三重大学 三重大学　生活協同組合 三重県 津市

2485 エス．エス．ティー 株式会社　エス．エス．ティー 東京都 港区

2486 たびっとくんツアー たびっとくんツアー 福岡県 福岡市博多区

2487 たびゲーター 株式会社　たびゲーター 東京都 渋谷区

2488 スカイツアーズ 株式会社　スカイツアーズ 沖縄県 那覇市

2489 九電産業 九電産業　株式会社 福岡県 福岡市中央区

2490 織田企画 広島県 山県郡北広島町

2491 長崎バス観光 長崎バス観光　株式会社 長崎県 長崎市

2492 とさでん交通 とさでん交通　株式会社 高知県 高知市



2493 河北新報普及センター 株式会社　河北新報普及センター 宮城県 仙台市青葉区

2494 横浜ダンボール 株式会社　横浜ダンボール 神奈川県 横浜市磯子区

2495 開運祥天 合同会社　開運祥天 東京都 八王子市

2496 ワールドプランニングオフィス 株式会社　ワールドプランニングオフィス 東京都 新宿区

2497 ジェット観光 株式会社　ジェット観光 大阪府 大阪市天王寺区

2498 アクティブツアーズ アクティブツアーズ　株式会社 東京都 武蔵野市

2499 デーリー東北新聞社 株式会社　デーリー東北新聞社 青森県 八戸市

2500 GATES 株式会社　GATES 山梨県 甲府市

2501 賀陽交通 賀陽交通　株式会社 岡山県 加賀郡吉備中央町

2502 イルカ交通 イルカ交通　株式会社 富山県 高岡市

2503 西条市観光物産協会 一般社団法人　西条市観光物産協会 愛媛県 西条市

2504 長崎ダイヤモンドスタッフ 長崎ダイヤモンドスタッフ　株式会社 長崎県 長崎市

2505 ドリームトラベル ドリームトラベル　株式会社 静岡県 駿東郡清水町

2506 ジョイフルツアー 有限会社　ジョイフルツアー 広島県 廿日市市

2507 西讃観光 西讃観光　株式会社 香川県 観音寺市

2508 ファインディプラン 株式会社　ファインディプラン 千葉県 四街道市

2509 山陽バス 山陽バス　株式会社 兵庫県 神戸市垂水区

2510 シーアイエム 株式会社　シーアイエム 東京都 中野区

2511 トラベルアート 有限会社　トラベルアート 埼玉県 入間市

2512 西川海陸輸送 株式会社　西川海陸輸送 鹿児島県 鹿児島市

2513 あいら共同 あいら共同　株式会社 鹿児島県 霧島市

2514 旅エール 株式会社　旅エール 宮城県 仙台市若林区

2515 播磨乃国観光バス 播磨乃国観光バス　株式会社 兵庫県 たつの市

2516 新宮町おもてなし協会 一般社団法人　新宮町おもてなし協会 福岡県 糟屋郡新宮町

2517 庄交コーポレーション 株式会社　庄交コーポレーション 山形県 鶴岡市

2518 茨城交通 茨城交通　株式会社 茨城県 水戸市

2519 近畿大学生活協同組合 近畿大学生活協同組合 大阪府 東大阪市

2520 インプレストラベル 株式会社　インプレストラベル 三重県 松阪市

2521 エクスペディアホールディングス エクスペディアホールディングス　株式会社 東京都 港区

2522 イビデン産業 イビデン産業　株式会社 岐阜県 大垣市

2523 アコード 株式会社　アコード 東京都 北区

2524 ワシントンホテル ワシントンホテル　株式会社 愛知県 名古屋市千種区

2525 トレビアン 株式会社　トレビアン 東京都 中央区

2526 旅企画 石川県 金沢市

2527 エフジェイケイグローバルサービス 株式会社　エフジェイケイグローバルサービス 東京都 葛飾区

2528 東武トラベルワールドサービス 有限会社　東武トラベルワールドサービス 埼玉県 春日部市内牧

2529 JUJUトラベル 宮崎県 宮崎市

2530 ボーダレスシティ 株式会社　ボーダレスシティ 東京都 千代田区

2531 美波観光 美波観光　株式会社 徳島県 海部郡美波町

2532 群馬トラベルエージェンシー 株式会社　群馬トラベルエージェンシー 群馬県 伊勢崎市

2533 長電バス 長電バス　株式会社 長野県 長野市

2534 グランシャリオツーリスト グランシャリオツーリスト 栃木県 足利市

2535 トラベル三河 株式会社　トラベル三河 愛知県 西尾市

2536 協和トラベル 協和トラベル 大阪府 大阪市住之江区

2537 RSTRAVELHIKIDA RSTRAVELHIKIDA 滋賀県 守山市

2538 GFトラベル GFトラベル 群馬県 太田市

2539 豊田旅行 豊田旅行 京都府 京都市中京区

2540 ポルテ 株式会社　ポルテ 岐阜県 可児市

2541 エム・エム・エス 株式会社　エム・エム・エス 東京都 新宿区

2542 リクルート 株式会社　リクルート 東京都 千代田区

2543 東海教育産業 東海教育産業　株式会社 神奈川県 伊勢原市

2544 近鉄バス 近鉄バス　株式会社 大阪府 東大阪市

2545 アダツアーズジャパン 株式会社　アダツアーズジャパン 東京都 中央区

2546 エイト・ドア 株式会社　エイト・ドア 東京都 杉並区

2547 東観光バス 東観光バス　株式会社 群馬県 伊勢崎市

2548 ミレーノ 株式会社　ミレーノ 大阪府 大阪市北区

2549 東日本旅行社 東日本旅行社　株式会社 埼玉県 越谷市

2550 関東ツアーサービス 関東ツアーサービス　株式会社 栃木県 宇都宮市

2551 信南交通 信南交通　株式会社 長野県 飯田市

2552 金森自動車興業 金森自動車興業　株式会社 愛知県 愛知郡東郷町

2553 東交観光バス 東交観光バス　株式会社 東京都 杉並区

2554 正広パーキング 正広パーキング　株式会社 広島県 三原市

2555 中国ジェイアールバス 中国ジェイアールバス　株式会社 広島県 広島市南区

2556 湘南トラベル 湘南トラベル　株式会社 神奈川県 平塚市

2557 アクト・ユートラベル 株式会社　アクト・ユートラベル 愛知県 名古屋市中区

2558 レイホートラベル 有限会社　レイホートラベル 静岡県 富士市

2559 新潟スカイツーリスト 株式会社　新潟スカイツーリスト 新潟県 新潟市中央区

2560 スカイツーリスト スカイツーリスト　株式会社 新潟県 新潟市

2561 上野観光 上野観光　有限会社 三重県 伊賀市

2562 道新サービスセンター 株式会社　道新サービスセンター 北海道 札幌市中央区

2563 野村交通 野村交通　株式会社 岡山県 倉敷市

2564 四国航空 四国航空　株式会社 香川県 高松市

2565 ウェブトラベル 株式会社　ウェブトラベル 東京都 港区

2566 株式会社MGC 埼玉県 入間郡三芳町

2567 セントラル 株式会社　セントラル 京都府 京都市上京区

2568 沖縄スカイ観光サービス 有限会社　沖縄スカイ観光サービス 沖縄県 中頭郡読谷村



2569 トラベルラボパートナーズ 合同会社　トラベルラボパートナーズ 京都府 京都市中京区

2570 両備ホールディングス 両備ホールディングス　株式会社 岡山県 岡山市東区

2571 日本旅行グローバルソリューションズ 株式会社　日本旅行グローバルソリューションズ 愛知県 名古屋市中区

2572 國際旅行社 株式会社　國際旅行社 東京都 千代田区

2573 南国交通観光 南国交通観光　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

2574 平成観光サービス 有限会社　平成観光サービス 神奈川県 相模原市中央区

2575 埼玉航空サ－ビス 株式会社　埼玉航空サ－ビス 埼玉県 幸手市

2576 南安タクシー 南安タクシー　有限会社 長野県 安曇野市

2577 東京総合旅行 東京都 足立区

2578 アトコ 株式会社　アトコ 愛知県 名古屋市昭和区

2579 小倉美穂 小倉美穂 愛媛県 松山市

2580 旅ランド 株式会社　旅ランド 福岡県 直方市

2581 勤労者レクリェーション協会 有限会社　勤労者レクリェーション協会 東京都 豊島区

2582 ツカサトラベルサービス ツカサトラベルサービス　株式会社 静岡県 静岡市清水区

2583 おおさかパルコープ 生活協同組合　おおさかパルコープ 大阪府 大阪市都島区

2584 アーク・スリー・インターナショナル 株式会社　アーク・スリー・インターナショナル 大阪府 大阪市北区

2585 アドツーリスト 株式会社　アドツーリスト 福岡県 福岡市中央区

2586 新潟交通 新潟交通　株式会社 新潟県 新潟市中央区

2587 宮崎交通 宮崎交通　株式会社 宮崎県 宮崎市

2588 トラベルパートナー 株式会社　トラベルパートナー 山形県 山形市

2589 宮地観光サービス 株式会社　宮地観光サービス 高知県 高知市

2590 安来旅行 株式会社　安来旅行 島根県 安来市

2591 シーエスケーステーション　YSSトラベルセンター 有限会社　シーエスケーステーション　YSSトラベルセンター 和歌山県 御坊市

2592 プリンセストラベル プリンセストラベル　株式会社 愛媛県 松山市

2593 トラベル北九州 株式会社　トラベル北九州 福岡県 北九州市八幡西区

2594 大牟田観光 大牟田観光 福岡県 大牟田市

2595 旅行社トリプルワン 旅行社トリプルワン 大阪府 羽曳野市

2596 山形中央観光株式会社 山形中央観光株式会社　株式会社 山形県 天童市

2597 GOODトラベル GOODトラベル 埼玉県 鶴ヶ島市

2598 片岡トラベル 有限会社　片岡トラベル 愛知県 津島市

2599 有限会社宇都宮動物園 有限会社宇都宮動物園 栃木県 宇都宮市

2600 トラベルハウス 株式会社　トラベルハウス 福島県 郡山市

2601 あそ熊本ツーリスト あそ熊本ツーリスト　 熊本県 熊本市中央区

2602 九州トラベルサービス 株式会社　九州トラベルサービス 福岡県 福岡市中央区

2603 H＆A H＆A 三重県 伊勢市

2604 福田観光社 有限会社　福田観光社 栃木県 下都賀郡壬生町

2605 太陽観光 太陽観光　株式会社 静岡県 浜松市中区

2606 神崎交通 神崎交通　株式会社 兵庫県 神崎郡福崎町

2607 コスモ観光 株式会社　コスモ観光 京都府 舞鶴市

2608 富士ツーリスト 富士ツーリスト　株式会社 宮城県 石巻市

2609 十番交通 十番交通　有限会社 広島県 三次市

2610 長野伊那谷観光局 一般社団法人　長野伊那谷観光局 長野県 伊那市

2611 クロス倶楽部 株式会社　クロス倶楽部 大阪府 寝屋川市

2612 ジェイツーリスト 有限会社　ジェイツーリスト 兵庫県 西脇市

2613 柿木観光バス 柿木観光バス　株式会社 長野県 諏訪市

2614 KNPジャパン 株式会社　KNPジャパン 兵庫県 神戸市中央区

2615 カメイ商事 カメイ商事　株式会社 宮城県 仙台市青葉区

2616 三豊中央観光バス 有限会社　三豊中央観光バス 香川県 観音寺市

2617 メキシコ観光 株式会社　メキシコ観光 東京都 台東区

2618 アリス 株式会社　アリス 兵庫県 芦屋市

2619 ヴィクトリーツアー ヴィクトリーツアー　株式会社 神奈川県 横浜市港北区

2620 英和観光サービス 英和観光サービス 兵庫県 姫路市

2621 三福タクシー株式会社 三福タクシー株式会社　株式会社 福井県 小浜市

2622 ＬＣ 有限会社　ＬＣ 福岡県 うきは市

2623 庄内交通 庄内交通　株式会社 山形県 鶴岡市

2624 ハッピネス旅行社 ハッピネス旅行社 福岡県 福岡市南区

2625 ピカパカ 株式会社　ピカパカ 東京都 港区

2626 郡中トラベル 株式会社　郡中トラベル 福島県 郡山市

2627 石王観光 石王観光　株式会社 島根県 浜田市

2628 山陰中央新報社 株式会社　山陰中央新報社 島根県 松江市

2629 ミツワトラベル 株式会社　ミツワトラベル 兵庫県 川西市

2630 関口商店(ファイントラベル) 有限会社　関口商店(ファイントラベル) 埼玉県 秩父郡小鹿野町

2631 サンプラザ観光 株式会社　サンプラザ観光 福島県 田村市

2632 大木観光ツ－リスト 大木観光ツ－リスト 茨城県 筑西市

2633 堀川観光バス 堀川観光バス　株式会社 福岡県 糟屋郡宇美町

2634 サンライト旅行 サンライト旅行　合同会社 茨城県 水戸市

2635 わかやまスイングトラベル わかやまスイングトラベル　株式会社 和歌山県 和歌山市

2636 日本宣伝 日本宣伝　株式会社 奈良県 奈良市

2637 日本ツアーサービス 株式会社　日本ツアーサービス 兵庫県 神戸市兵庫区

2638 北崎自動車工業 北崎自動車工業　株式会社 石川県 白山市

2639 中央観光 有限会社　中央観光 千葉県 いすみ市

2640 吉田ふるさと村 株式会社　吉田ふるさと村 島根県 雲南市

2641 株式会社  石見エアサービス 株式会社　株式会社  石見エアサービス 島根県 益田市

2642 アヤイトラベルエージェンシー アヤイトラベルエージェンシー 大阪府 大阪市北区

2643 トラベルウインズ トラベルウインズ　株式会社 愛知県 名古屋市昭和区

2644 ＪＭＲＳ 株式会社　ＪＭＲＳ 東京都 新宿区



2645 エムシーツーリスト エムシーツーリスト　株式会社 宮崎県 宮崎市

2646 トラベルラウンジ沼津 株式会社　トラベルラウンジ沼津 静岡県 沼津市

2647 堀川観光 堀川観光 千葉県 旭市

2648 会津交通観光株式会社 会津交通観光株式会社 福島県 会津若松市

2649 ビガー・トラベル・サービス 株式会社　ビガー・トラベル・サービス 大阪府 吹田市

2650 会津トラベルサービス 会津トラベルサービス　株式会社 福島県 会津若松市

2651 美和旅行 株式会社　美和旅行 茨城県 常陸大宮市

2652 読売蔵王 株式会社　読売蔵王 山形県 寒河江市

2653 ラック 有限会社　ラック 徳島県 徳島市

2654 ベストワンドットコム 株式会社　ベストワンドットコム 東京都 新宿区

2655 ハッピートラベル 株式会社　ハッピートラベル 福岡県 福岡市博多区

2656 ゑびすや観光社 有限会社　ゑびすや観光社 福島県 福島市

2657 森口 株式会社　森口 兵庫県 宝塚市

2658 ローランド観光 ローランド観光　株式会社 群馬県 渋川市

2659 AI Travel Planning AI Travel Planning 京都府 京都市右京区

2660 オフィス敷田 株式会社　オフィス敷田 福岡県 北九州市八幡東区

2661 旅キューピット 旅キューピット 神奈川県 相模原市緑区

2662 新日本観光 新日本観光　株式会社 長崎県 島原市

2663 北日本観光旅行 株式会社　北日本観光旅行 石川県 金沢市

2664 パインツーリスト パインツーリスト 大阪府 堺市中区

2665 美郷観光 有限会社　美郷観光 徳島県 吉野川市

2666 株式会社亀岡観光センター 株式会社亀岡観光センター 京都府 亀岡市

2667 鶴屋百貨店 株式会社　鶴屋百貨店 熊本県 熊本市中央区

2668 帝釈観光 帝釈観光 広島県 庄原市東城町東城

2669 あいづ旅の匠 Ｚｅｎ あいづ旅の匠 Ｚｅｎ 福島県 南会津郡南会津町

2670 遠野観光 遠野観光　有限会社 福島県 いわき市

2671 明神観光 有限会社　明神観光 高知県 吾川郡いの町

2672 松南観光 株式会社　松南観光 千葉県 松戸市

2673 中国トラベル 株式会社　中国トラベル 広島県 福山市

2674 トラベルスリー 株式会社　トラベルスリー 福島県 いわき市

2675 ミルックス 株式会社　ミルックス 東京都 中央区

2676 新雪トラベルサービス 新雪トラベルサービス 福島県 耶麻郡猪苗代町

2677 富士観光株式会社 富士観光株式会社 宮城県 仙台市青葉区

2678 たび寅 株式会社　たび寅 神奈川県 横浜市神奈川区

2679 中央ツーリスト 株式会社　中央ツーリスト 沖縄県 那覇市

2680 コンパストラベルサービス 有限会社　コンパストラベルサービス 愛媛県 松山市

2681 ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ　株式会社 沖縄県 宜野湾市

2682 信州観光バス 有限会社　信州観光バス 長野県 千曲市

2683 パーソナル21 パーソナル21 広島県 東広島市

2684 カラーズプランニング 株式会社　カラーズプランニング 熊本県 熊本市中央区

2685 下電観光バス 下電観光バス　株式会社 岡山県 岡山市北区

2686 福島県北交通 福島県北交通　株式会社 福島県 伊達市

2687 トラベル企画 株式会社　トラベル企画 山形県 米沢市

2688 太陽観光インターナシヨナル 株式会社　太陽観光インターナシヨナル 大阪府 松原市

2689 バカンスプロジェクト 株式会社　バカンスプロジェクト 熊本県 熊本市中央区

2690 トランスパック トランスパック　株式会社 福島県 福島市

2691 秋田ツーリストセンター 有限会社　秋田ツーリストセンター 秋田県 能代市

2692 沖縄ツーリスト 沖縄ツーリスト　株式会社 沖縄県 那覇市

2693 トラベルＢＯＸ堀川 トラベルＢＯＸ堀川 京都府 宇治市

2694 トラベルプラザ 株式会社　トラベルプラザ 長野県 大町市

2695 コムス 有限会社　コムス 京都府 京都市下京区

2696 ティ・エスプランニング ティ・エスプランニング　株式会社 茨城県 水戸市

2697 旅交通会津 旅交通会津　株式会社 福島県 河沼郡会津坂下町

2698 T－LIFEホールディングス T－LIFEホールディングス　株式会社 東京都 練馬区

2699 福島県旅行業 福島県旅行業　協同組合 福島県 福島市

2700 青木交通 有限会社　青木交通 茨城県 常総市

2701 勢の國交通 勢の國交通　株式会社 三重県 四日市市

2702 つばさ交通 つばさ交通　株式会社 愛知県 岡崎市

2703 ＳＵＮＡＭＥＲＩ　ＨＯＴＥＬＳ ＳＵＮＡＭＥＲＩ　ＨＯＴＥＬＳ 兵庫県 姫路市

2704 新群馬旅行 新群馬旅行 群馬県 桐生市

2705 トラベルビズ 株式会社　トラベルビズ 千葉県 千葉市若葉区

2706 かすや 株式会社　かすや 福岡県 糟屋郡粕屋町

2707 鹿児島県旅行業協同組合 鹿児島県旅行業協同組合 鹿児島県 鹿児島市

2708 名東ツーリスト 名東ツーリスト　株式会社 愛知県 豊明市

2709 備北タクシー 備北タクシー　株式会社 岡山県 高梁市

2710 エヌ・ケー・ビー 有限会社　エヌ・ケー・ビー 長野県 諏訪市

2711 南海国際旅行 株式会社　南海国際旅行 大阪府 大阪市浪速区

2712 上郷タクシー 株式会社　上郷タクシー 茨城県 つくば市

2713 四国旅行 四国旅行　株式会社 愛媛県 宇和島市

2714 対馬旅行センター 株式会社　対馬旅行センター 長崎県 対馬市

2715 関西ツアーズサービス 関西ツアーズサービス 和歌山県 和歌山市

2716 サンワールド・ツアーズ 株式会社　サンワールド・ツアーズ 東京都 渋谷区

2717 喜多方観光バス 喜多方観光バス　株式会社 福島県 喜多方市

2718 メッツワールド 株式会社　メッツワールド 滋賀県 長浜市

2719 エイベックス・ビジネス・ディベロップメント エイベックス・ビジネス・ディベロップメント　株式会社 東京都 港区

2720 エアーインターナショナルサービス 株式会社　エアーインターナショナルサービス 東京都 台東区



2721 東武トラベルサービス 有限会社　東武トラベルサービス 茨城県 結城市

2722 トラベルワールド 有限会社　トラベルワールド 和歌山県 新宮市

2723 京王観光 京王観光　株式会社 東京都 渋谷区

2724 秋田コスモトラベル 有限会社　秋田コスモトラベル 秋田県 横手市

2725 イコット イコット　株式会社 茨城県 神栖市

2726 草軽交通 草軽交通　株式会社 長野県 北佐久郡軽井沢町

2727 KAORU CONCIERGE SERVICE KAORU CONCIERGE SERVICE 愛知県 名古屋市南区

2728 第一ツーリスト 第一ツーリスト 大阪府 堺市西区

2729 愛華ツーリスト 愛華ツーリスト 千葉県 東金市

2730 フジツーリスト フジツーリスト 大阪府 大阪市住之江区

2731 プラネット 株式会社　プラネット 奈良県 天理市

2732 東日トラベル 株式会社　東日トラベル 宮城県 仙台市宮城野区

2733 大崎観光トラベル 株式会社　大崎観光トラベル 宮城県 大崎市

2734 ゆうゆうトラベル 株式会社　ゆうゆうトラベル 富山県 南砺市

2735 茨城中央トラベル 株式会社　茨城中央トラベル 茨城県 土浦市

2736 ジオ 株式会社　ジオ 北海道 札幌市北区

2737 トラベルネット トラベルネット　株式会社 埼玉県 ふじみ野市

2738 喜多旅行 喜多旅行　株式会社 徳島県 阿南市

2739 関東観光社 株式会社　関東観光社 東京都 豊島区

2740 美馬市観光 美馬市観光　有限会社 徳島県 美馬市

2741 新星観光バス 株式会社 新星ツーリスト 新星観光バス 株式会社 新星ツーリスト　 茨城県 笠間市

2742 エアトラベル徳島 株式会社　エアトラベル徳島 徳島県 徳島市

2743 Cognoscenti Japan Cognoscenti Japan　合同会社 東京都 千代田区

2744 フォーイット 株式会社　フォーイット 東京都 渋谷区

2745 ダイシン 株式会社　ダイシン 愛知県 安城市

2746 メメントリップ 株式会社　メメントリップ 東京都 目黒区

2747 オン・ジ・アース 株式会社　オン・ジ・アース 千葉県 柏市

2748 旅工房 株式会社　旅工房 京都府 京田辺市

2749 エムケイ エムケイ　株式会社 京都府 京都市南区

2750 中外旅行社 株式会社　中外旅行社 東京都 台東区

2751 兵庫県職員互助サービス 有限会社　兵庫県職員互助サービス 兵庫県 神戸市中央区

2752 東武ファミリー旅行センター 東武ファミリー旅行センター　 茨城県 猿島郡境町

2753 日の丸自動車興業 日の丸自動車興業　株式会社 東京都 文京区

2754 KYツーリスト 有限会社　KYツーリスト 千葉県 木更津市

2755 東栄商会 株式会社　東栄商会 東京都 中央区

2756 トラベルスクエア 有限会社　トラベルスクエア 大阪府 守口市

2757 東濃鉄道 東濃鉄道　株式会社 岐阜県 多治見市

2758 SKY PARTNER JAPAN 株式会社　SKY PARTNER JAPAN 東京都 中央区

2759 愛宕商事 愛宕商事　株式会社 新潟県 新潟市中央区

2760 来夢ツアー 株式会社　来夢ツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町

2761 カインズトラベル 株式会社　カインズトラベル 群馬県 伊勢崎市

2762 大阪南 大阪南　農業協同組合 大阪府 富田林市

2763 ＪＢＳ 株式会社　ＪＢＳ 東京都 千代田区

2764 ユニックストラベル ユニックストラベル　株式会社 東京都 新宿区

2765 関東旅行 関東旅行　株式会社 栃木県 佐野市

2766 くるんトラベル くるんトラベル 東京都 江戸川区

2767 サカキ・エンタープライズ サカキ・エンタープライズ　株式会社 熊本県 熊本市中央区

2768 ジェットアンドスポーツ 株式会社　ジェットアンドスポーツ 東京都 中央区

2769 全観 ツーリスト 株式会社　全観 ツーリスト 東京都 日野市

2770 エヌジェイティー 有限会社　エヌジェイティー 青森県 五所川原市

2771 JTBビジネストラベルソリューションズ 株式会社　JTBビジネストラベルソリューションズ 東京都 江東区

2772 ジョイックストラベル 株式会社　ジョイックストラベル 佐賀県 神埼市

2773 エイチ・アイ・エス 株式会社　エイチ・アイ・エス 東京都 港区

2774 旅丸ツーリスト 株式会社　旅丸ツーリスト 鹿児島県 鹿児島市

2775 アイユーサービス 株式会社　アイユーサービス 愛知県 名古屋市中村区

2776 大南トラベル 大南トラベル　株式会社 東京都 武蔵村山市

2777 トラベラーズサポート 株式会社　トラベラーズサポート 東京都 豊島区

2778 志賀かじか観光 有限会社　志賀かじか観光 長野県 下高井郡山ノ内町

2779 海王交通 海王交通　株式会社 富山県 射水市

2780 熊本電気鉄道 熊本電気鉄道　株式会社 熊本県 熊本市中央区

2781 ハイライトツアー ハイライトツアー　株式会社 愛知県 名古屋市東区

2782 ジー・ティー・アンド・カンパニー 株式会社　ジー・ティー・アンド・カンパニー 大阪府 大阪市中央区

2783 旅助 有限会社　旅助 滋賀県 大津市

2784 サントラベル 有限会社　サントラベル 高知県 高知市

2785 トラベルシステム 有限会社　トラベルシステム 新潟県 新潟市東区

2786 TEAM TRAVEL KURAMOTO 株式会社　TEAM TRAVEL KURAMOTO 大阪府 大阪市中央区

2787 TSI 株式会社　TSI 茨城県 牛久市

2788 鹿島観光ツーリスト 鹿島観光ツーリスト 茨城県 神栖市

2789 新日本交通観光社 株式会社　新日本交通観光社 東京都 渋谷区

2790 日豊ツーリスト 日豊ツーリスト 大分県 日田市

2791 ナガヤマトラベル ナガヤマトラベル 茨城県 日立市

2792 あいら観光 株式会社　あいら観光 熊本県 山鹿市

2793 豆の木トラベル 豆の木トラベル 静岡県 富士宮市

2794 ステラ 有限会社　ステラ 愛知県 名古屋市中村区

2795 MISOLA LINK 株式会社　MISOLA LINK 鹿児島県 姶良市

2796 ノースフィールド 株式会社　ノースフィールド 神奈川県 厚木市



2797 明石観光協会 一般社団法人　明石観光協会 兵庫県 明石市

2798 大幸ツアー 有限会社　大幸ツアー 岐阜県 大垣市

2799 希 有限会社　希 鹿児島県 鹿屋市

2800 レキオツーリスト 有限会社　レキオツーリスト 沖縄県 うるま市

2801 玉川温泉 株式会社　玉川温泉 秋田県 仙北市

2802 天馬トラベル 株式会社　天馬トラベル 兵庫県 姫路市

2803 旅行サロン西葛西 旅行サロン西葛西　株式会社 東京都 江戸川区

2804 平和観光 株式会社　平和観光 大阪府 大阪市城東区

2805 スカイトラベル 有限会社　スカイトラベル 広島県 豊田郡大崎上島町

2806 リトルコンシェル 株式会社　リトルコンシェル 京都府 京都市下京区

2807 菅原鮮魚　すマイル・ツアーズ 株式会社　菅原鮮魚　すマイル・ツアーズ 山形県 酒田市

2808 ルクス ルクス　株式会社 兵庫県 養父市

2809 トップナッチツーリスト 株式会社　トップナッチツーリスト 東京都 葛飾区

2810 さくら観光 株式会社　さくら観光 福島県 白河市

2811 Tours 株式会社　Tours 東京都 府中市

2812 エヌトラベル 株式会社　エヌトラベル 富山県 富山市

2813 へきなんツアーズ 株式会社　へきなんツアーズ 愛知県 知立市

2814 ボン・ヴォヤージュ神戸 ボン・ヴォヤージュ神戸　株式会社 兵庫県 神戸市中央区

2815 かもめ 株式会社　かもめ 東京都 港区

2816 北上交通観光 株式会社　北上交通観光 岩手県 北上市

2817 東和トラベルサービス 東和トラベルサービス　株式会社 東京都 板橋区

2818 南総国際旅行 南総国際旅行　株式会社 千葉県 東金市

2819 ツーリスト中部 株式会社　ツーリスト中部 愛知県 清須市

2820 北海道ハウジング 株式会社　北海道ハウジング 北海道 札幌市中央区

2821 城南観光 城南観光 埼玉県 大里郡寄居町

2822 伊那バス観光 伊那バス観光　株式会社 長野県 伊那市

2823 阿新クレーン 阿新クレーン　株式会社 岡山県 新見市

2824 ケイエムトラベル 株式会社　ケイエムトラベル 福岡県 遠賀郡遠賀町

2825 オリエントツアー 有限会社　オリエントツアー 青森県 三沢市

2826 西日本ツーリスト 株式会社　西日本ツーリスト 石川県 金沢市

2827 日本レジャーツーリスト 株式会社　日本レジャーツーリスト 奈良県 大和高田市

2828 旅ベリーかぬま 有限会社　旅ベリーかぬま 栃木県 鹿沼市

2829 堀井商店　ＬａＬａツーリスト 株式会社　堀井商店　ＬａＬａツーリスト 滋賀県 守山市

2830 平城トラベル 株式会社　平城トラベル 奈良県 高市郡明日香村

2831 エムアンドエムトラベル 株式会社　エムアンドエムトラベル 千葉県 野田市

2832 サンキュー観光 株式会社　サンキュー観光 奈良県 御所市

2833 ツーリスト山口 株式会社　ツーリスト山口 山口県 萩市

2834 京浜企画インターナショナル 京浜企画インターナショナル　株式会社 東京都 大田区

2835 柏崎交通 柏崎交通　株式会社 新潟県 柏崎市

2836 さつき旅行 有限会社　さつき旅行 千葉県 千葉市中央区

2837 美ら島 有限会社　美ら島 沖縄県 糸満市

2838 TRAVEL SHOP 富山県 射水市

2839 一丸タクシー 一丸タクシー　株式会社 岡山県 井原市

2840 トラベルワン トラベルワン　株式会社 宮崎県 宮崎市

2841 富士バス観光 富士バス観光　株式会社 神奈川県 横浜市港南区

2842 パルツアーズ 有限会社　パルツアーズ 神奈川県 横浜市磯子区

2843 ドン帝トラベル ドン帝トラベル　 大阪府 大阪市西区

2844 ジェイウイング 株式会社　ジェイウイング 北海道 札幌市中央区

2845 日本インパック 株式会社　日本インパック 群馬県 前橋市

2846 サニーワールド サニーワールド　株式会社 大阪府 大阪市中央区

2847 中田運送タカシマトラベルサービス 株式会社　中田運送タカシマトラベルサービス 滋賀県 高島市

2848 ツーリストジャパン 株式会社　ツーリストジャパン 滋賀県 東近江市

2849 エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス 株式会社　エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス 東京都 台東区

2850 那須中央観光バス 那須中央観光バス　株式会社 栃木県 那須郡那須町

2851 旅の萬処 旅の萬処　株式会社 東京都 渋谷区

2852 スイートトラベル 有限会社　スイートトラベル 大阪府 大阪市淀川区

2853 アィティプラス 株式会社　アィティプラス 宮城県 仙台市太白区

2854 トラベルメイク 有限会社　トラベルメイク 鹿児島県 鹿屋市

2855 武蔵坊 合同会社　武蔵坊 広島県 広島市東区

2856 浜通り交通 浜通り交通　株式会社 福島県 いわき市

2857 エルディ 株式会社　エルディ 北海道 札幌市豊平区

2858 興和企画ツーリスト 興和企画ツーリスト　株式会社 東京都 豊島区

2859 とらべる通信 とらべる通信　株式会社 東京都 中央区

2860 新日本ツーリスト 株式会社　新日本ツーリスト 石川県 野々市市

2861 九州セブン観光バス 株式会社　九州セブン観光バス 熊本県 菊池市

2862 ケラマトラベル ケラマトラベル 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村

2863 新晃トラベルサービス 有限会社　新晃トラベルサービス 埼玉県 入間郡毛呂山町

2864 気仙沼旅行センター 株式会社　気仙沼旅行センター 宮城県 気仙沼市

2865 箱根観光旅館協会 株式会社　箱根観光旅館協会 神奈川県 足柄下郡箱根町

2866 四万十交通 株式会社　四万十交通 高知県 高岡郡四万十町

2867 寿トラベル 寿トラベル 石川県 七尾市

2868 ヒューネット　Japan Tourism 株式会社　ヒューネット　Japan Tourism 愛媛県 松山市

2869 DOVA　TRAVEL 株式会社　DOVA　TRAVEL 愛知県 名古屋市西区

2870 メディケアサポート２１ 株式会社　メディケアサポート２１ 奈良県 生駒市

2871 北関東交通プラスアルファ 北関東交通プラスアルファ 栃木県 下都賀郡壬生町

2872 さくら観光社 さくら観光社 埼玉県 上尾市



2873 レオールツーリスト 株式会社　レオールツーリスト 北海道 札幌市中央区

2874 ノースジャパンツアーズ 株式会社　ノースジャパンツアーズ 宮城県 石巻市

2875 カワトクトラベル 株式会社　カワトクトラベル 岩手県 盛岡市

2876 エムエスティ 株式会社　エムエスティ 新潟県 新潟市東区

2877 和光輸送 株式会社　和光輸送 埼玉県 和光市

2878 植田観光 有限会社　植田観光 熊本県 熊本市北区

2879 タカラ交通観光バス 有限会社　タカラ交通観光バス 福岡県 久留米市

2880 ワールドトラベル仙台 株式会社　ワールドトラベル仙台 宮城県 仙台市若林区

2881 栗林商会 株式会社　栗林商会 北海道 室蘭市

2882 朝日人材サービス 朝日人材サービス　株式会社 富山県 富山市

2883 コープエイシス 株式会社　コープエイシス 兵庫県 神戸市東灘区

2884 西讃観光サービス 西讃観光サービス　株式会社 香川県 観音寺市

2885 エムツーリスト エムツーリスト　 大阪府 貝塚市

2886 日本観光 日本観光　株式会社 山梨県 笛吹市

2887 伯太観光 株式会社　伯太観光 島根県 安来市

2888 イートラベル イートラベル　株式会社 愛知県 名古屋市中区

2889 オ・フィル・デュ・ジャポン 合同会社　オ・フィル・デュ・ジャポン 東京都 板橋区

2890 中日ツーリスト 株式会社　中日ツーリスト 愛知県 春日井市

2891 川本観光社 有限会社　川本観光社 長崎県 東彼杵郡波佐見町

2892 Ｃ・Ｔ企画 株式会社　Ｃ・Ｔ企画 大阪府 堺市堺区

2893 スター　トラベル スター　トラベル 山梨県 甲府市

2894 浜松ツーリストサービス 株式会社　浜松ツーリストサービス 静岡県 浜松市北区

2895 愛媛バス 愛媛バス　株式会社 愛媛県 西条市

2896 アイラオリエンタルリンク 合同会社　アイラオリエンタルリンク 長崎県 五島市

2897 さらいろ 株式会社　さらいろ 福岡県 福岡市早良区

2898 三昭ツーリスト 株式会社　三昭ツーリスト 神奈川県 高座郡寒川町

2899 厚戀観光 株式会社　厚戀観光 神奈川県 厚木市

2900 銚子旅行会 銚子旅行会　有限会社 千葉県 銚子市

2901 つく紫観光 有限会社　つく紫観光 茨城県 つくば市

2902 トラベル本舗 株式会社　トラベル本舗 長野県 松本市

2903 イー・エム・プランニング 株式会社　イー・エム・プランニング 北海道 札幌市厚別区

2904 ラティーノ 株式会社　ラティーノ 東京都 港区

2905 ひた旅行センター ひた旅行センター 大分県 日田市

2906 Booking.com Booking.com　BV 東京都 港区

2907 夢トラベル 有限会社　夢トラベル 広島県 三次市

2908 サントラベル 有限会社　サントラベル 大阪府 大阪市中央区

2909 横瀬観光 横瀬観光　有限会社 徳島県 勝浦郡勝浦町

2910 vivit vivit　株式会社 東京都 目黒区

2911 サンプラスツアーズ 株式会社　サンプラスツアーズ 山形県 山形市

2912 Ｔａｂｉｓｔ Ｔａｂｉｓｔ　株式会社 東京都 港区

2913 東日トラベルセンター 株式会社　東日トラベルセンター 東京都 足立区

2914 犬山ツーリスト 犬山ツーリスト　株式会社 愛知県 犬山市

2915 大平交通 大平交通　株式会社 広島県 尾道市

2916 福山サービスセンターイトウ 有限会社　福山サービスセンターイトウ 広島県 福山市

2917 不二観光 不二観光　株式会社 東京都 品川区

2918 長崎県職員生活協同組合 長崎県職員生活協同組合 長崎県 長崎市

2919 コスモストラベル コスモストラベル　株式会社 大阪府 摂津市

2920 フォーサイト 株式会社　フォーサイト 北海道 札幌市中央区

2921 氷上観光 氷上観光　有限会社 兵庫県 丹波市

2922 伊予鉄トラベル 株式会社　伊予鉄トラベル 愛媛県 松山市

2923 ニコニコ観光 ニコニコ観光　株式会社 広島県 福山市

2924 札幌ばんけい 札幌ばんけい　株式会社 北海道 札幌市中央区

2925 ケイズ　トラベル　プラン ケイズ　トラベル　プラン 兵庫県 洲本市

2926 オンリーワン オンリーワン　株式会社 東京都 江東区

2927 山鳥さーびす 　山鳥さーびす 京都府 船井郡京丹波町

2928 たびぱる 株式会社　たびぱる 大阪府 大阪市北区

2929 TSJ TSJ　株式会社 東京都 中央区

2930 福山トラベル 株式会社　福山トラベル 広島県 福山市

2931 常南交通 常南交通　株式会社 茨城県 つくば市

2932 トチギ旅行開発 株式会社　トチギ旅行開発 栃木県 宇都宮市

2933 カンコー 株式会社　カンコー 新潟県 長岡市

2934 ライフサポート関西 株式会社　ライフサポート関西 大阪府 岸和田市

2935 関西フクシツーリスト 株式会社　関西フクシツーリスト 京都府 京都市中京区

2936 遊佐鳥海観光協会 特定非営利活動法人　遊佐鳥海観光協会 山形県 飽海郡遊佐町

2937 ＪＴＢガイアレック 株式会社　ＪＴＢガイアレック 東京都 品川区

2938 旅の力 一般社団法人　旅の力 北海道 札幌市豊平区

2939 JTB沖縄 株式会社　JTB沖縄 沖縄県 那覇市

2940 ＨＡＴＡ 株式会社　ＨＡＴＡ 兵庫県 神戸市中央区

2941 鯱バス 鯱バス　株式会社 愛知県 名古屋市南区

2942 ピオーネ交通 有限会社　ピオーネ交通 岡山県 高梁市

2943 ホクタテ 株式会社　ホクタテ 富山県 富山市

2944 たじま たじま　農業協同組合 兵庫県 豊岡市

2945 鹿島観光 有限会社　鹿島観光 東京都 板橋区

2946 池の平商事 株式会社　池の平商事 長野県 北佐久郡立科町

2947 ウイングツアー 株式会社　ウイングツアー 兵庫県 西脇市

2948 アイク.インターナショナル アイク.インターナショナル　株式会社 東京都 港区



2949 ニュー・コロンブス・ツアーズ 株式会社　ニュー・コロンブス・ツアーズ 群馬県 前橋市

2950 トラベルウエスト 株式会社　トラベルウエスト 福岡県 福岡市中央区

2951 プレスシード 株式会社　プレスシード 広島県 福山市

2952 青山ケアサポート 株式会社　青山ケアサポート 大阪府 大阪市中央区

2953 ビーワン・トリップ 有限会社　ビーワン・トリップ 栃木県 宇都宮市

2954 アローツーリスト アローツーリスト　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

2955 グローバル ユース ビューロー 株式会社　グローバル ユース ビューロー 東京都 港区

2956 アソビュー アソビュー　株式会社 東京都 品川区

2957 たびせん・つなぐ 株式会社　たびせん・つなぐ 東京都 台東区

2958 遠州鉄道 遠州鉄道　株式会社 静岡県 浜松市中区

2959 エルオルト 株式会社　エルオルト 東京都 千代田区

2960 インター・アート・コミッティーズ 株式会社　インター・アート・コミッティーズ 埼玉県 さいたま市浦和区

2961 オートウィル 有限会社　オートウィル 千葉県 茂原市

2962 近江トラベル 近江トラベル　株式会社 滋賀県 彦根市

2963 徳バス観光サービス 株式会社　徳バス観光サービス 徳島県 徳島市

2964 SETOLIVE 株式会社　SETOLIVE 香川県 高松市

2965 ナカヤ観光 有限会社　ナカヤ観光 茨城県 稲敷郡阿見町

2966 京都第一ツーリスト 株式会社　京都第一ツーリスト 京都府 京都市下京区

2967 富山市ホテル旅館事業 富山市ホテル旅館事業　協同組合 富山県 富山市

2968 新富旅行 新富旅行　株式会社 富山県 富山市

2969 日本交通旅行社 株式会社　日本交通旅行社 島根県 松江市

2970 サトウトラベルサービス 株式会社　サトウトラベルサービス 富山県 下新川郡入善町

2971 平和交通 平和交通　株式会社 富山県 氷見市

2972 ハスヌマ観光旅行社 有限会社　ハスヌマ観光旅行社 富山県 南砺市

2973 タイワ・トラベル・サービス 株式会社　タイワ・トラベル・サービス 宮城県 仙台市青葉区

2974 トラベルサービス読売 株式会社　トラベルサービス読売 富山県 南砺市

2975 BONDリゾート BONDリゾート　株式会社 東京都 国分寺市

2976 となみ野セントラルツアー となみ野セントラルツアー　株式会社 富山県 砺波市

2977 入善観光バス 入善観光バス　株式会社 富山県 下新川郡入善町

2978 魚津交通 魚津交通　株式会社 富山県 魚津市

2979 高岡トラベルサービス 有限会社　高岡トラベルサービス 富山県 高岡市

2980 米沢ツーリストサービス 株式会社　米沢ツーリストサービス 山形県 米沢市

2981 阿波旅行サービス 阿波旅行サービス 徳島県 徳島市

2982 いなば いなば　農業協同組合 富山県 小矢部市

2983 福岡観光旅行社 福岡観光旅行社 富山県 高岡市

2984 金太郎温泉 株式会社　金太郎温泉 富山県 魚津市

2985 平成トラベル 平成トラベル 大阪府 守口市

2986 東武旅行 東武旅行 茨城県 古河市

2987 おむすび旅行 おむすび旅行 富山県 高岡市

2988 新潟運輸 新潟運輸　株式会社 新潟県 新潟市中央区

2989 品川グループ本社 株式会社　品川グループ本社 富山県 富山市

2990 エス・プランナー 株式会社　エス・プランナー 東京都 台東区

2991 K・コンシェルジュ 株式会社　K・コンシェルジュ 宮城県 仙台市青葉区

2992 ツーリスト大旗 株式会社　ツーリスト大旗 沖縄県 沖縄市

2993 東亜旅行社 株式会社　東亜旅行社 沖縄県 那覇市

2994 高岡交通 高岡交通　株式会社 富山県 高岡市

2995 南大阪観光社 南大阪観光社 大阪府 岸和田市

2996 クラウン観光交社 株式会社　クラウン観光交社 大阪府 大阪市住吉区

2997 福山国際旅行社 福山国際旅行社 広島県 福山市

2998 ティーピーエム 有限会社　ティーピーエム 岐阜県 山県市

2999 東松山トラベルサービス 株式会社　東松山トラベルサービス 埼玉県 東松山市

3000 日本ツーリスト 株式会社　日本ツーリスト 長野県 須坂市

3001 東洋ツーリスト 有限会社　東洋ツーリスト 広島県 広島市東区

3002 前沢タクシー 株式会社　前沢タクシー 岩手県 奥州市

3003 コトブキ観光 株式会社　コトブキ観光 静岡県 静岡市駿河区

3004 丸和観光開発 丸和観光開発　株式会社 静岡県 掛川市

3005 ワールドトラベル 株式会社　ワールドトラベル 宮崎県 都城市

3006 メープル・ツアーズ メープル・ツアーズ 東京都 目黒区

3007 総合旅行サービス 株式会社　総合旅行サービス 岡山県 岡山市北区

3008 江山観光社 有限会社　江山観光社 東京都 新宿区

3009 ＹＯＵ－ＯＮＥ ＹＯＵ－ＯＮＥ 香川県 観音寺市

3010 タウンツアーズ 株式会社　タウンツアーズ 東京都 町田市

3011 TRAVEL HEARTS TRAVEL HEARTS 大阪府 岸和田市

3012 新日本観光自動車（新日本トラベルセンター） 株式会社　新日本観光自動車（新日本トラベルセンター） 埼玉県 川口市

3013 タカタトラベルサービス 有限会社　タカタトラベルサービス 広島県 安芸高田市

3014 ＦＡ観光サポート ＦＡ観光サポート 福井県 鯖江市

3015 ハッピートラベル 株式会社　ハッピートラベル 福井県 坂井市

3016 太陽トラベル 株式会社　太陽トラベル 東京都 港区

3017 正木商会エム・トラベル 有限会社　正木商会エム・トラベル 石川県 金沢市

3018 西日本観光旅行社 株式会社　西日本観光旅行社 広島県 広島市安佐北区

3019 サンデン旅行 サンデン旅行　株式会社 山口県 下関市

3020 スターツツーリスト 株式会社　スターツツーリスト 東京都 江戸川区

3021 中日本ツアーバス 株式会社　中日本ツアーバス 石川県 金沢市

3022 若井新聞産業 株式会社　若井新聞産業 栃木県 芳賀郡茂木町

3023 トライシード 株式会社　トライシード 大阪府 大阪市北区

3024 はとバスエージェンシー 株式会社　はとバスエージェンシー 東京都 大田区



3025 イースター・ツアー 有限会社　イースター・ツアー 兵庫県 南あわじ市

3026 関西大学 関西大学　生活協同組合 大阪府 吹田市

3027 日本トラベルセンター 日本トラベルセンター　株式会社 大阪府 大阪市西区

3028 長野ツアーズ 長野ツアーズ　有限会社 長野県 千曲市

3029 TCJ 株式会社　TCJ 東京都 中央区

3030 備北バス 備北バス　株式会社 岡山県 高梁市

3031 阪神観光開発 株式会社　阪神観光開発 大阪府 大阪市天王寺区

3032 旅ステーション 有限会社　旅ステーション 岐阜県 各務原市

3033 ジョイトラベル ジョイトラベル 岡山県 真庭市

3034 伊那谷ツーリズム 伊那谷ツーリズム 長野県 伊那市

3035 セカンドクラス旅設計事務所 セカンドクラス旅設計事務所 兵庫県 豊岡市

3036 プレミアム旅行社 株式会社　プレミアム旅行社 東京都 千代田区

3037 クライムエイト クライムエイト　株式会社 愛知県 名古屋市中川区

3038 福井旅行 福井旅行　株式会社 福井県 福井市

3039 小豆島交通 小豆島交通　株式会社 香川県 小豆郡土庄町

3040 デープラス 株式会社　デープラス 石川県 金沢市

3041 関西旅行社 株式会社　関西旅行社 兵庫県 丹波市

3042 ヤサカ観光 ヤサカ観光　株式会社 京都府 京都市南区

3043 來夢コンシェルジュ 株式会社　來夢コンシェルジュ 静岡県 静岡市葵区

3044 日本ビジネスライン 日本ビジネスライン　株式会社 東京都 中央区

3045 本多観光 本多観光 神奈川県 川崎市川崎区

3046 マリンツーリスト 株式会社　マリンツーリスト 神奈川県 横浜市磯子区

3047 太陽ツーリストサービス 株式会社　太陽ツーリストサービス 滋賀県 長浜市

3048 四国旅客鉄道 四国旅客鉄道　株式会社 香川県 高松市

3049 YBS T&L 株式会社　YBS T&L 山梨県 甲府市

3050 やよい自動車 株式会社　やよい自動車 福井県 福井市

3051 JFEライフ JFEライフ　株式会社 東京都 台東区

3052 萩交通サービス 株式会社　萩交通サービス 香川県 観音寺市

3053 日本バスセンター 株式会社　日本バスセンター 東京都 渋谷区

3054 イースタン企画 イースタン企画　株式会社 神奈川県 横浜市瀬谷区

3055 ムンディート 有限会社　ムンディート 愛知県 名古屋市中村区

3056 M.E.G.トラベル M.E.G.トラベル　株式会社 東京都 北区

3057 津山ツーリスト 津山ツーリスト　株式会社 岡山県 津山市

3058 オールクリエイティブマーケット 株式会社　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

3059 メリーランド 有限会社　メリーランド 埼玉県 上尾市

3060 丸一観光 株式会社　丸一観光 石川県 七尾市

3061 ワキタ・ワールド 株式会社　ワキタ・ワールド 東京都 小金井市

3062 ジェイエルシー 株式会社　ジェイエルシー 愛知県 日進市

3063 操観光社 操観光社 岡山県 岡山市中区

3064 名護ツアーセンター 有限会社　名護ツアーセンター 沖縄県 名護市

3065 山梨旅行センター 有限会社　山梨旅行センター 山梨県 大月市

3066 富士ツーリスト 株式会社　富士ツーリスト 沖縄県 那覇市

3067 アイライン アイライン　合同会社 愛媛県 伊予市

3068 北日本中央観光バス 株式会社　北日本中央観光バス 青森県 三戸郡階上町

3069 下諏訪町地域開発公社 一般社団法人　下諏訪町地域開発公社 長野県 諏訪郡下諏訪町

3070 ワタナベモーターズ ワタナベモーターズ　株式会社 東京都 足立区

3071 国際ツーリスト仙台 株式会社　国際ツーリスト仙台 宮城県 仙台市青葉区

3072 日輪 株式会社　日輪 京都府 京都市西京区

3073 サンシャイン貿易 株式会社　サンシャイン貿易 東京都 足立区

3074 ＴＰＮ（トラベルプラザのしろ） 株式会社　ＴＰＮ（トラベルプラザのしろ） 秋田県 能代市

3075 第一タクシー 合資会社　第一タクシー 秋田県 能代市

3076 ジェイクリエイト 有限会社　ジェイクリエイト 愛知県 名古屋市名東区

3077 未来Ｂ計画 未来Ｂ計画　株式会社 東京都 新宿区

3078 トラベルジェイサービス トラベルジェイサービス　有限会社 滋賀県 湖南市

3079 エウラトラベル エウラトラベル 埼玉県 上尾市

3080 ゆずえサービス 株式会社　ゆずえサービス 愛媛県 今治市

3081 風采 風采　株式会社 茨城県 取手市

3082 東関越トラベル 株式会社　東関越トラベル 埼玉県 坂戸市

3083 サポートミッション サポートミッション 埼玉県 春日部市

3084 サンフイルド 株式会社　サンフイルド 愛知県 名古屋市中区

3085 旅ナビ　ティーエスピー 旅ナビ　ティーエスピー 愛知県 名古屋市西区

3086 旅プラザ二十一 有限会社　旅プラザ二十一 埼玉県 川越市

3087 たび倶楽部 有限会社　たび倶楽部 栃木県 栃木市

3088 スマイルネットワーク 有限会社　スマイルネットワーク 宮城県 仙台市太白区

3089 マリタイム マリタイム　株式会社 東京都 新宿区

3090 福島交通観光 福島交通観光　株式会社 福島県 福島市

3091 アールエイチ企画 株式会社　アールエイチ企画 福島県 会津若松市

3092 土浦旅行サービス 土浦旅行サービス　株式会社 茨城県 土浦市

3093 厚友会 株式会社　厚友会 北海道 旭川市

3094 ファーイースト 有限会社　ファーイースト 東京都 福生市

3095 オリエントトラベル 株式会社　オリエントトラベル 長野県 飯田市

3096 東北アクセス 東北アクセス　株式会社 福島県 南相馬市

3097 北つくば 北つくば　農業協同組合 茨城県 筑西市

3098 ヨリドコ観光 ヨリドコ観光　株式会社 大阪府 大阪市北区

3099 縁足旅行社 有限会社　縁足旅行社 東京都 八王子市

3100 北越急行 北越急行　株式会社 新潟県 南魚沼市



3101 ポートサイドツーリスト ポートサイドツーリスト 神奈川県 横浜市緑区

3102 アイレックストラベル 株式会社　アイレックストラベル 京都府 京都市北区

3103 ロイヤルライフ 株式会社　ロイヤルライフ 大阪府 門真市

3104 シティトラベルサービス シティトラベルサービス　株式会社 東京都 豊島区

3105 ほけんプラス 株式会社　ほけんプラス 岡山県 瀬戸内市

3106 大清 有限会社　大清 宮崎県 日南市

3107 ブルドックツアー 株式会社　ブルドックツアー 茨城県 ひたちなか市

3108 青山 青山　株式会社 東京都 新宿区

3109 トラベル翼 トラベル翼 岡山県 勝田郡勝央町

3110 ワールドジャーニー 株式会社　ワールドジャーニー 神奈川県 横浜市緑区

3111 北部トラベル 株式会社　北部トラベル 茨城県 北茨城市関本町

3112 道後プリンスホテル 道後プリンスホテル　株式会社 愛媛県 松山市

3113 ワールドツーリストサービス 株式会社　ワールドツーリストサービス 東京都 新宿区

3114 東洋実業 東洋実業　有限会社 岡山県 倉敷市

3115 富士タクシー 富士タクシー　株式会社 新潟県 新潟市東区

3116 アパサービス アパサービス　株式会社 東京都 港区

3117 九鬼ツーリスト 九鬼ツーリスト 神奈川県 横浜市瀬谷区

3118 ジョイフル観光 株式会社　ジョイフル観光 東京都 三鷹市

3119 柳都トラベル 柳都トラベル　株式会社 新潟県 新潟市東区

3120 ドリーム観光 株式会社　ドリーム観光 神奈川県 横浜市港南区

3121 佐渡汽船観光 佐渡汽船観光　株式会社 新潟県 新潟市中央区

3122 Ｔ＆Ｐ　ＴＯＵＲＩＳＭ Ｔ＆Ｐ　ＴＯＵＲＩＳＭ　株式会社 東京都 東村山市

3123 新日本観光センター 株式会社　新日本観光センター 鳥取県 鳥取市

3124 オリエント交通商事 オリエント交通商事　株式会社 長野県 茅野市

3125 コスモエージェンシー 株式会社　コスモエージェンシー 東京都 渋谷区

3126 アポロ 株式会社　アポロ 静岡県 浜松市西区

3127 トーホー観光 トーホー観光　株式会社 東京都 大田区

3128 なかい観光 なかい観光 群馬県 甘楽郡下仁田町

3129 センヨシトレーディング 株式会社　センヨシトレーディング 群馬県 伊勢崎市

3130 旅情報ジェイロード 旅情報ジェイロード 大阪府 岸和田市

3131 エキスパート 株式会社　エキスパート 大阪府 大阪市中央区

3132 ウィントラベル 株式会社　ウィントラベル 東京都 中央区

3133 琴空バス 有限会社　琴空バス 香川県 仲多度郡まんのう町

3134 旅らぼ沖縄 株式会社　旅らぼ沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村

3135 関東ツーリスト・クラブ 株式会社　関東ツーリスト・クラブ 東京都 港区

3136 ケイジェイ・アソシエイツ ケイジェイ・アソシエイツ　株式会社 東京都 中央区

3137 慶和 有限会社　慶和 京都府 福知山市

3138 T－PLAN T－PLAN 兵庫県 神戸市西区

3139 ジャパトラ 株式会社　ジャパトラ 東京都 新宿区

3140 大和観光 大和観光　株式会社 島根県 邑智郡美郷町

3141 八戸通運 八戸通運　株式会社 青森県 八戸市

3142 ジェイ・ピー旅行 株式会社　ジェイ・ピー旅行 東京都 千代田区

3143 ジャクパ・エデュケアサポート 株式会社　ジャクパ・エデュケアサポート 東京都 小平市

3144 ヘイワツーリスト ヘイワツーリスト　株式会社 静岡県 三島市

3145 宮交観光サービス 宮交観光サービス　株式会社 宮城県 仙台市宮城野区

3146 シャイニングワールド 株式会社　シャイニングワールド 東京都 板橋区

3147 常総ひかり 常総ひかり　農業協同組合 茨城県 結城郡

3148 高崎ツーリスト 高崎ツーリスト 群馬県 高崎市

3149 国際ホリディ 株式会社　国際ホリディ 長野県 上田市

3150 国際旅行社 株式会社　国際旅行社 沖縄県 那覇市

3151 トーワン観光 トーワン観光　株式会社 千葉県 市原市

3152 イーストアンドウェスト イーストアンドウェスト　株式会社 東京都 千代田区

3153 旅ひろば 株式会社　旅ひろば 佐賀県 三養基郡みやき町

3154 おはようトラベル おはようトラベル　株式会社 東京都 稲城市

3155 熊本旅行 熊本旅行　株式会社 熊本県 熊本市中央区

3156 エース観光サービス エース観光サービス 大阪府 東大阪市

3157 セントラルトラベル 株式会社　セントラルトラベル 東京都 新宿区

3158 藤西阿観光 藤西阿観光　株式会社 徳島県 美馬市

3159 おおいたツーリスト 株式会社　おおいたツーリスト 大分県 大分市

3160 リンケージ リンケージ　株式会社 福岡県 福岡市博多区

3161 学会旅行センター熊本 有限会社　学会旅行センター熊本 熊本県 熊本市中央区

3162 エム企画九州旅行 有限会社　エム企画九州旅行 佐賀県 唐津市

3163 第一観光 株式会社　第一観光 三重県 四日市市

3164 あわくらトラベル あわくらトラベル 岡山県 英田郡西粟倉村

3165 アルピコ長野トラベル アルピコ長野トラベル　株式会社 長野県 長野市

3166 ほたる観光 有限会社　ほたる観光 鹿児島県 南九州市

3167 ゆうゆうツーリスト 株式会社　ゆうゆうツーリスト 東京都 多摩市

3168 トラベルネット山梨 株式会社　トラベルネット山梨 山梨県 南アルプス市

3169 JET 株式会社　JET 千葉県 千葉市美浜区

3170 岐阜県観光サービス 岐阜県観光サービス　株式会社 岐阜県 岐阜市

3171 桜川旅行社 桜川旅行社 茨城県 桜川市

3172 春日観光 春日観光　株式会社 福岡県 福岡市博多区

3173 CN International 株式会社　CN International 東京都 港区

3174 香川県庁 香川県庁　消費生活協同組合 香川県 高松市

3175 太平観光 太平観光　株式会社 東京都 練馬区

3176 PFUライフエージェンシー PFUライフエージェンシー　株式会社 石川県 かほく市



3177 関西観光 株式会社　関西観光 大阪府 寝屋川市

3178 スタートラベル 株式会社　スタートラベル 熊本県 阿蘇市

3179 小田急電鉄 小田急電鉄　株式会社 東京都 渋谷区

3180 グリーントラベル山口中央旅行社 有限会社　グリーントラベル山口中央旅行社 山口県 山口市

3181 トラベル・オーシャン 株式会社　トラベル・オーシャン 大阪府 大阪市天王寺区

3182 アイ・ルート・サービス 有限会社　アイ・ルート・サービス 東京都 北区

3183 リンベル リンベル　株式会社 東京都 中央区

3184 荒尾観光振興 荒尾観光振興　株式会社 熊本県 荒尾市

3185 かぐやライゼビューロー　 合同会社　かぐやライゼビューロー　 東京都 豊島区

3186 トラビュー観光 有限会社　トラビュー観光 京都府 京都市東山区

3187 大分交通 大分交通　株式会社 大分県 大分市

3188 大分県労働者総合 大分県労働者総合　生活協同組合 大分県 大分市

3189 いいたび いいたび　株式会社 大分県 大分市

3190 草創 株式会社　草創 神奈川県 川崎市川崎区

3191 リョーユー商事 リョーユー商事　株式会社 福岡県 大野城市

3192 アイネットジャパンコーポレーション 有限会社　アイネットジャパンコーポレーション 栃木県 小山市

3193 森田企画 株式会社　森田企画 奈良県 生駒市

3194 秦野交通 秦野交通　株式会社 神奈川県 秦野市

3195 創学サービス 株式会社　創学サービス 東京都 八王子市

3196 ひまわり旅行柏崎 有限会社　ひまわり旅行柏崎 新潟県 柏崎市

3197 トラベル・プロダクト 株式会社　トラベル・プロダクト 滋賀県 大津市

3198 なるわ交通 なるわ交通　株式会社 石川県 金沢市

3199 さくらんぼ観光 さくらんぼ観光 山形県 山形市

3200 マルーントラベル マルーントラベル　株式会社 兵庫県 相生市

3201 屋島観光バス 屋島観光バス　株式会社 香川県 高松市

3202 こころ旅 株式会社　こころ旅 石川県 金沢市

3203 鳥栖商工センター 協同組合　鳥栖商工センター 佐賀県 鳥栖市

3204 国東市観光協会 一般社団法人　国東市観光協会 大分県 国東市

3205 松山海陸運送 松山海陸運送　株式会社 愛媛県 松山市

3206 東武トラベル興業 東武トラベル興業 栃木県 佐野市

3207 全国観光公社 株式会社　全国観光公社 島根県 益田市

3208 かしま旅紀行 株式会社　かしま旅紀行 茨城県 鉾田市

3209 Expe 一般社団法人　Expe 島根県 松江市

3210 伊万里交通 伊万里交通　株式会社 佐賀県 伊万里市

3211 敷島観光 有限会社　敷島観光 山梨県 甲斐市

3212 旅ステーション中央旅行社 株式会社　旅ステーション中央旅行社 佐賀県 唐津市

3213 彩ツーリスト 有限会社　彩ツーリスト 埼玉県 戸田市

3214 気仙沼交通観光 気仙沼交通観光　株式会社 宮城県 気仙沼市

3215 オクダ 有限会社　オクダ 大阪府 堺市美原区

3216 令和トラベル 株式会社　令和トラベル 東京都 渋谷区

3217 ワールドトラベルシステム ワールドトラベルシステム　株式会社 東京都 世田谷区

3218 とまと旅行 とまと旅行　株式会社 福井県 坂井市

3219 旅助 株式会社　旅助 大分県 別府市

3220 トラベルハート 株式会社　トラベルハート 福井県 あわら市

3221 出水観光旅行社 有限会社　出水観光旅行社 鹿児島県 出水市

3222 翔聖 翔聖　株式会社 兵庫県 芦屋市

3223 宝塚トラベル 有限会社　宝塚トラベル 兵庫県 川西市

3224 武蔵野交通 武蔵野交通　株式会社 埼玉県 深谷市

3225 日本リゾート 日本リゾート　株式会社 長野県 千曲市

3226 国際医橋 国際医橋　株式会社 東京都 千代田区

3227 宇部市交通局 宇部市交通局 山口県 宇部市

3228 エイトバード 株式会社　エイトバード 神奈川県 藤沢市

3229 ハロー観光 ハロー観光 栃木県 日光市

3230 TKUヒューマン 株式会社　TKUヒューマン 熊本県 熊本市北区徳王

3231 UNAラボラトリーズ 株式会社　UNAラボラトリーズ 福岡県 福岡市中央区

3232 エール観光 エール観光 岡山県 岡山市北区

3233 株式会社旬旅 株式会社旬旅 東京都 渋谷区

3234 ヨコハマ旅倶楽部 有限会社　ヨコハマ旅倶楽部 神奈川県 横浜市南区

3235 クルーズプラネット 株式会社　クルーズプラネット 東京都 千代田区

3236 浪花観光 浪花観光　株式会社 大阪府 大阪市平野区

3237 浦島 有限会社　浦島 新潟県 佐渡市

3238 リンクス 株式会社　リンクス 東京都 立川市

3239 トラベルラボ 株式会社　トラベルラボ 三重県 津市

3240 つくば山水亭 株式会社　つくば山水亭 茨城県 つくば市

3241 静鉄ジョイステップバス 静鉄ジョイステップバス　株式会社 静岡県 静岡市葵区

3242 ザカス 有限会社　ザカス 福岡県 福岡市博多区

3243 パルツアー 株式会社　パルツアー 岡山県 岡山市北区

3244 茨城むつみ 茨城むつみ　農業協同組合 茨城県 猿島郡境町

3245 藤山観光 有限会社　藤山観光 大分県 日田市

3246 ヒューマングループ 株式会社　ヒューマングループ 長崎県 佐世保市

3247 旅のよろこび 旅のよろこび　株式会社 熊本県 熊本市北区

3248 アクティビティジャパン 株式会社　アクティビティジャパン 東京都 新宿区

3249 ワールド・トリップ 株式会社　ワールド・トリップ 新潟県 新潟市中央区

3250 ベンチャーリパブリック 株式会社　ベンチャーリパブリック 東京都 千代田区

3251 香北観光トラベル 有限会社　香北観光トラベル 高知県 香美市

3252 ジョイトラベル ジョイトラベル 山梨県 都留市



3253 auコマース＆ライフ酒類販売 auコマース＆ライフ酒類販売　株式会社 東京都 渋谷区

3254 ツクイ 株式会社　ツクイ 神奈川県 横浜市港南区

3255 日吉商事 株式会社　日吉商事 神奈川県 横須賀市

3256 ミヤコ国際ツーリスト 株式会社　ミヤコ国際ツーリスト 大阪府 大阪市平野区

3257 となみ観光交通 となみ観光交通　株式会社 富山県 砺波市

3258 南薩観光 南薩観光　株式会社 鹿児島県 南九州市

3259 アール交通 有限会社　アール交通 茨城県 常陸太田市

3260 五島産業汽船 五島産業汽船　株式会社 長崎県 南松浦郡新上五島町

3261 ジャパンディア 株式会社　ジャパンディア 京都府 京都市中京区

3262 ファインスカイ 株式会社　ファインスカイ 岐阜県 岐阜市

3263 旅のデザインルーム 株式会社　旅のデザインルーム 東京都 中央区

3264 北港ツーリスト 株式会社　北港ツーリスト 大阪府 大阪市東淀川区

3265 ひがた観光 ひがた観光　株式会社 千葉県 旭市

3266 四国遍路 株式会社　四国遍路 香川県 木田郡三木町

3267 メモリード宮崎（ベルズ宮崎ツーリスト） 株式会社　メモリード宮崎（ベルズ宮崎ツーリスト） 宮崎県 宮崎市

3268 尾瀬紀行 尾瀬紀行 群馬県 利根郡片品村

3269 西岡産業（エコロ観光） 有限会社　西岡産業（エコロ観光） 香川県 三豊市

3270 日慶亮 日慶亮　株式会社 大阪府 大阪市西区

3271 亀の家ツアーズ 株式会社　亀の家ツアーズ 広島県 広島市中区

3272 ユタカ観光 ユタカ観光　株式会社 東京都 江戸川区

3273 日下部観光 株式会社　日下部観光 山梨県 山梨市

3274 岩手開発産業 岩手開発産業　株式会社 岩手県 大船渡市

3275 ジェイテック 株式会社　ジェイテック 東京都 台東区

3276 ひじ町ツーリズム協会 一般社団法人　ひじ町ツーリズム協会 大分県 速見郡日出町

3277 筑後旅行センター 株式会社　筑後旅行センター 福岡県 筑後市

3278 越後妻有里山協働機構 特定非営利活動法人　越後妻有里山協働機構 新潟県 十日町市

3279 FSA FSA　株式会社 大阪府 吹田市

3280 ロイヤル観光 ロイヤル観光　株式会社 佐賀県 佐賀市

3281 宇和島運輸交通社 株式会社　宇和島運輸交通社 大分県 別府市

3282 オンライントラベル オンライントラベル　株式会社 大阪府 大阪市北区

3283 旅ネットジャパン西都 株式会社　旅ネットジャパン西都 福岡県 福岡市西区

3284 なかにし 株式会社　なかにし 奈良県 天理市

3285 中央国際旅行 株式会社　中央国際旅行 大阪府 大阪市東成区

3286 JIMA TRAVEL JIMA TRAVEL 大阪府 東大阪市

3287 トラベルウィズ 株式会社　トラベルウィズ 福岡県 宮若市

3288 山口大学生活協同組合 山口大学生活協同組合 山口県 山口市

3289 全国ネットツーリスト 全国ネットツーリスト 東京都 大田区

3290 姫観光 姫観光　株式会社 愛知県 小牧市

3291 玉名旅行センター 株式会社　玉名旅行センター 熊本県 玉名市

3292 やなぎ屋 有限会社　やなぎ屋 北海道 夕張郡栗山町

3293 第一航空サービス 第一航空サービス　株式会社 東京都 千代田区

3294 鳥取中央 鳥取中央　農業協同組合 鳥取県 倉吉市

3295 メロディトラベル 株式会社　メロディトラベル 愛知県 知多市

3296 横浜トラベルサービス 横浜トラベルサービス　株式会社 神奈川県 横浜市鶴見区

3297 丹生川観光 株式会社　丹生川観光 岐阜県 高山市

3298 フリースタイル 株式会社　フリースタイル 大阪府 堺市中区

3299 さわやかツーリスト さわやかツーリスト　株式会社 愛知県 愛西市

3300 パンプキンサポート沖縄 株式会社　パンプキンサポート沖縄 沖縄県 宜野湾市

3301 GREENBIOCORPORATION GREENBIOCORPORATION　株式会社 東京都 渋谷区

3302 青森第一旅行 青森第一旅行　株式会社 青森県 青森市

3303 MATCH 株式会社　MATCH 神奈川県 横浜市中区

3304 フィールドサービス 株式会社　フィールドサービス 東京都 江東区

3305 千田観光サービス 有限会社　千田観光サービス 岩手県 一関市

3306 日本旅行ワールド 株式会社　日本旅行ワールド 福井県 福井市

3307 ブリル 株式会社　ブリル 愛知県 名古屋市中区

3308 EVCトラベル 株式会社　EVCトラベル 東京都 港区

3309 ジェイワールドトラベル 株式会社　ジェイワールドトラベル 東京都 港区

3310 アトリエトラベル 株式会社　アトリエトラベル 東京都 新宿区

3311 駅ビル観光 駅ビル観光 神奈川県 横須賀市

3312 EXE. 株式会社　EXE. 兵庫県 神戸市東灘区

3313 アップル旅建 アップル旅建　株式会社 東京都 板橋区

3314 和企画 有限会社　和企画 大阪府 枚方市

3315 三ヶ根観光社 株式会社　三ヶ根観光社 愛知県 額田郡幸田町

3316 高知新聞企業 株式会社　高知新聞企業 高知県 高知市

3317 新見市観光協会 一般社団法人　新見市観光協会 岡山県 新見市

3318 HSエイチエストラベルサポート HSエイチエストラベルサポート 山梨県 笛吹市

3319 神姫バス 神姫バス　株式会社 兵庫県 姫路市

3320 鈴木新聞店 有限会社　鈴木新聞店 福島県 白河市

3321 南阿蘇観光 有限会社　南阿蘇観光 熊本県 上益城郡

3322 鏡野観光 鏡野観光　有限会社 岡山県 苫田郡鏡野町

3323 トラベルメイク トラベルメイク 北海道 函館市

3324 湘南トラベルプラザ 株式会社　湘南トラベルプラザ 神奈川県 藤沢市

3325 摂陽観光 摂陽観光 大阪府 大阪市東住吉区

3326 ダイトウプロジェクト 有限会社　ダイトウプロジェクト 愛知県 知多郡武豊町

3327 エルムンドトラベル エルムンドトラベル 京都府 京都市左京区

3328 日昇旅行 日昇旅行　株式会社 長野県 上田市



3329 熊本バス 熊本バス　株式会社 熊本県 熊本市中央区

3330 日亜国際コンサルティング 日亜国際コンサルティング　株式会社 大阪府 大阪市中央区

3331 パシフィックツアーズ 株式会社　パシフィックツアーズ 東京都 立川市

3332 ニチレク 株式会社　ニチレク 大阪府 池田市

3333 いろいろいちろー 株式会社　いろいろいちろー 山梨県 韮崎市

3334 サポートどれみ 株式会社　サポートどれみ 京都府 京都市東山区

3335 NSIビジネスサポート 株式会社　NSIビジネスサポート 東京都 小金井市

3336 四万十トラベル 株式会社　四万十トラベル 高知県 四万十市

3337 大阪大栄旅行 大阪大栄旅行 大阪府 阪南市

3338 第一ツーリストビクトリー 有限会社　第一ツーリストビクトリー 滋賀県 栗東市

3339 ツーリストアルファ大阪 有限会社　ツーリストアルファ大阪 大阪府 大阪市旭区

3340 パラダイス観光 株式会社　パラダイス観光 長崎県 佐世保市

3341 あい旅 あい旅　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

3342 あさひ国際旅行 あさひ国際旅行　株式会社 神奈川県 横浜市南区

3343 山旅人 株式会社　山旅人 兵庫県 西宮市

3344 メディケア・リハビリ 株式会社　メディケア・リハビリ 大阪府 藤井寺市

3345 アースランド観光 アースランド観光 熊本県 熊本市東区

3346 東京理科大学 東京理科大学　消費生活協同組合 東京都 新宿区

3347 MTプラン・システム　 有限会社　MTプラン・システム　 埼玉県 さいたま市大宮区

3348 兵庫トラベル 有限会社　兵庫トラベル 兵庫県 三田市

3349 サンテクノ旅行企画 サンテクノ旅行企画 愛知県 名古屋市緑区

3350 フジキュー整備 フジキュー整備　株式会社 愛知県 刈谷市

3351 アサヒタクシー アサヒタクシー　株式会社 広島県 福山市

3352 臨港コミュニティ 臨港コミュニティ　株式会社 神奈川県 川崎市川崎区

3353 千葉県庁生活協同組合 千葉県庁生活協同組合 千葉県 千葉市中央区

3354 えびす興産　(太平洋トラベル) 有限会社　えびす興産　(太平洋トラベル) 高知県 高知市

3355 東海ツーリスト 東海ツーリスト　株式会社 三重県 津市

3356 島根中部バス事業 島根中部バス事業　協同組合 島根県 邑智郡邑南町

3357 なごみ 株式会社　なごみ 新潟県 長岡市

3358 ナイストラベル 株式会社　ナイストラベル 福岡県 行橋市

3359 関鉄観光 関鉄観光　株式会社 茨城県 土浦市

3360 O-KUBOトラベル O-KUBOトラベル 栃木県 鹿沼市

3361 山本観光サービス 山本観光サービス 埼玉県 熊谷市

3362 日専連旅行センター 株式会社　日専連旅行センター 青森県 青森市

3363 旅の風土 株式会社　旅の風土 東京都 台東区

3364 ワールドジョイントコーポレーションジャパン 株式会社　ワールドジョイントコーポレーションジャパン 東京都 新宿区

3365 染谷観光旅行社 株式会社　染谷観光旅行社 千葉県 我孫子市

3366 村里運輸 株式会社　村里運輸 長崎県 大村市

3367 三紅国際 三紅国際　株式会社 石川県 金沢市

3368 白川郷観光協会 一般社団法人　白川郷観光協会 岐阜県 大野郡白川村

3369 エムアールトラベル エムアールトラベル　株式会社 東京都 港区

3370 グレイスツアーズ 株式会社　グレイスツアーズ 福岡県 福津市

3371 旅行屋本舗 株式会社　旅行屋本舗 滋賀県 彦根市

3372 スマイニー観光 スマイニー観光　株式会社 東京都 東村山市

3373 UIGI UIGI　株式会社 石川県 野々市市

3374 いちのみや観光局 合同会社　いちのみや観光局 千葉県 長生郡一宮町

3375 Mirai 株式会社　Mirai 茨城県 つくば市

3376 トラベルアイ トラベルアイ 栃木県 足利市

3377 伊勢志摩ツーリズム 株式会社　伊勢志摩ツーリズム 三重県 伊勢市

3378 ＨＩＬＬ・ＴＩＰ ＨＩＬＬ・ＴＩＰ　株式会社 石川県 加賀市

3379 プレジャーズトラベル プレジャーズトラベル　合同会社 高知県 土佐清水市

3380 房総ツーリスト 有限会社　房総ツーリスト 千葉県 鴨川市

3381 ジャパントラベルネットワーク 株式会社　ジャパントラベルネットワーク 東京都 新宿区

3382 鯖江交通 鯖江交通　株式会社 福井県 鯖江市

3383 グリーン観光 グリーン観光 山梨県 甲府市

3384 ＳＳツアーアシスト ＳＳツアーアシスト　株式会社 大阪府 堺市南区

3385 ニシナ観光 ニシナ観光 岡山県 笠岡市

3386 海幸通商 海幸通商　株式会社 千葉県 市川市

3387 コンフォートトラベル コンフォートトラベル 群馬県 前橋市

3388 HMC 株式会社　HMC 東京都 台東区

3389 和歌山ツーリスト 和歌山ツーリスト 和歌山県 有田郡有田川町

3390 あわら観光 あわら観光　株式会社 福井県 あわら市

3391 吉田興業 吉田興業　株式会社 千葉県 千葉市中央区

3392 三協マネジメント株式会社 三協マネジメント株式会社 大阪府 大阪市西区

3393 滋賀中央観光バス 滋賀中央観光バス　株式会社 滋賀県 長浜市

3394 あやケアサポート あやケアサポート　株式会社 東京都 足立区

3395 鈴鹿ツーリスト 鈴鹿ツーリスト 三重県 鈴鹿市

3396 とびら 株式会社　とびら 東京都 港区

3397 中青旅日本 中青旅日本　株式会社 東京都 港区

3398 YKKツーリスト 株式会社　YKKツーリスト 静岡県 静岡市葵区

3399 世紀２１トラベル 世紀２１トラベル 茨城県 小美玉市

3400 サウスピア サウスピア　株式会社 大阪府 大阪市中央区

3401 クリル・プリヴェ 株式会社　クリル・プリヴェ 東京都 千代田区

3402 シイ．エイ．エヌ． 株式会社　シイ．エイ．エヌ． 東京都 新宿区

3403 エムエスツーリスト関西 株式会社　エムエスツーリスト関西 大阪府 大阪市中央区

3404 ＬＯＵＩＳＩＡ 株式会社　ＬＯＵＩＳＩＡ 大阪府 東大阪市



3405 Ｔｈｅ　Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　Ｇｕｉｄｅｓ Ｔｈｅ　Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　Ｇｕｉｄｅｓ　株式会社 東京都 品川区

3406 ワールドツーリスト 株式会社　ワールドツーリスト 山口県 山口市

3407 ファルト 株式会社　ファルト 岡山県 岡山市東区

3408 リベロ・ヴィアッジ 株式会社　リベロ・ヴィアッジ 大阪府 大阪市西区

3409 アトラスエージェンシー 株式会社　アトラスエージェンシー 北海道 札幌市中央区

3410 京浜トラベルサービス 京浜トラベルサービス　株式会社 神奈川県 川崎市川崎区

3411 リードトラスト リードトラスト　株式会社 愛知県 豊田市

3412 日東観光 日東観光　株式会社 茨城県 稲敷市

3413 ジェイエイいすみサービス 株式会社　ジェイエイいすみサービス 千葉県 いすみ市

3414 ザ・ヴィーナス 株式会社　ザ・ヴィーナス 京都府 京都市伏見区

3415 メディアシップ・ブランド 株式会社　メディアシップ・ブランド 新潟県 新潟市中央区

3416 アンビションファミリー 株式会社　アンビションファミリー 茨城県 ひたちなか市

3417 シンワ観光ツーリスト シンワ観光ツーリスト　株式会社 愛知県 高浜市

3418 東洋ツーリスト 東洋ツーリスト　有限会社 千葉県 君津市

3419 弘前大学 弘前大学　生活協同組合 青森県 弘前市

3420 トラン 株式会社　トラン 東京都 港区

3421 キッズスマイル 一般財団法人　キッズスマイル 兵庫県 西宮市

3422 レイスツアーズ 株式会社　レイスツアーズ 愛知県 豊田市

3423 漫遊沖縄 漫遊沖縄　株式会社 沖縄県 南城市

3424 五島トラベル 株式会社　五島トラベル 東京都 中央区

3425 西日本観光 有限会社　西日本観光 愛媛県 西条市

3426 ミラックストラベル 株式会社　ミラックストラベル 東京都 港区

3427 高知西南交通 高知西南交通　株式会社 高知県 四万十市

3428 MAKO 有限会社　MAKO 茨城県 神栖市

3429 せいら 株式会社　せいら 大阪府 豊中市

3430 アミーケ・インターナショナル アミーケ・インターナショナル　株式会社 北海道 石狩市

3431 湯沢町観光まちづくり機構 一般社団法人　湯沢町観光まちづくり機構 新潟県 南魚沼郡湯沢町

3432 ワンダードリーム 株式会社　ワンダードリーム 東京都 渋谷区

3433 新倉観光社 新倉観光社 山梨県 富士吉田市

3434 ツアーバンクシステム 株式会社　ツアーバンクシステム 大阪府 大阪市北区

3435 リバティ 株式会社　リバティ 愛知県 名古屋市中区

3436 A・Y Project 株式会社　A・Y Project 神奈川県 横浜市中区

3437 北勢観光サービス 株式会社　北勢観光サービス 三重県 桑名市

3438 サカガワ 株式会社　サカガワ 岐阜県 中津川市

3439 エミュー 株式会社　エミュー 兵庫県 神戸市中央区

3440 WILL遊倶楽部 WILL遊倶楽部 千葉県 富里市

3441 内房トラベルサービス 内房トラベルサービス 千葉県 市原市

3442 三洋自動車興業 三洋自動車興業　株式会社 北海道 小樽市

3443 ｕｈｍｉ　ｔｒａｖｅｌ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ ｕｈｍｉ　ｔｒａｖｅｌ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ　株式会社 東京都 町田市

3444 タウントラベル タウントラベル 東京都 杉並区

3445 ウイングトラベル ウイングトラベル　株式会社 滋賀県 大津市

3446 佐賀大学 佐賀大学　生活協同組合 佐賀県 佐賀市

3447 池田観光トラベル 池田観光トラベル　株式会社 福井県 越前市

3448 横浜国立大学 横浜国立大学　生活協同組合 神奈川県 横浜市保土ケ谷区

3449 高知ツーリスト 有限会社　高知ツーリスト 高知県 香南市

3450 アロハネットワークジャパン 株式会社　アロハネットワークジャパン 静岡県 静岡市駿河区

3451 東京ドリーム観光 株式会社　東京ドリーム観光 東京都 新宿区

3452 ＶＡＣＡＴＩＯＮ 株式会社　ＶＡＣＡＴＩＯＮ 東京都 台東区

3453 向立 株式会社　向立 栃木県 宇都宮市

3454 彩里旅遊 彩里旅遊　株式会社 大阪府 吹田市

3455 メリットトレーディング 株式会社　メリットトレーディング 沖縄県 那覇市

3456 綜合交通（のがみトラベル） 綜合交通（のがみトラベル）　株式会社 福岡県 福岡市東区

3457 武元重機 有限会社　武元重機 兵庫県 丹波篠山市

3458 名水ツーリスト 名水ツーリスト　有限会社 山梨県 北杜市

3459 トラベルアイランド 株式会社　トラベルアイランド 愛知県 名古屋市中区

3460 ひばり観光バス ひばり観光バス　株式会社 滋賀県 長浜市

3461 ATS Tour ATS Tour　株式会社 東京都 千代田区

3462 ラッキーツアーセンター 株式会社　ラッキーツアーセンター 東京都 日野市

3463 ADAC 株式会社　ADAC 東京都 新宿区

3464 安達旅行 株式会社　安達旅行 東京都 台東区

3465 正宏商事 株式会社　正宏商事 東京都 千代田区

3466 山梨峡北交通 山梨峡北交通　株式会社 山梨県 北杜市

3467 アートプランナース 株式会社　アートプランナース 静岡県 静岡市駿河区

3468 横須賀市観光協会 一般社団法人　横須賀市観光協会 神奈川県 横須賀市

3469 日光市観光協会 一般社団法人　日光市観光協会 栃木県 日光市

3470 オーシャンメイト 株式会社　オーシャンメイト 東京都 杉並区

3471 マイバケーションツーリスト 株式会社　マイバケーションツーリスト 東京都 新宿区

3472 レスパスコーポレーション 株式会社　レスパスコーポレーション 愛媛県 東温市

3473 JKスマイル JKスマイル　株式会社 東京都 江東区

3474 野村ツーリスト 野村ツーリスト　有限会社 愛媛県 西予市

3475 東和観光 東和観光　株式会社 千葉県 千葉市若葉区

3476 ラッキートラベル 株式会社　ラッキートラベル 東京都 板橋区

3477 フルフェリックス 株式会社　フルフェリックス 東京都 中央区

3478 ワールドツーリスト 株式会社　ワールドツーリスト 沖縄県 沖縄市

3479 ＥＮＥＯＳトレーディング ＥＮＥＯＳトレーディング　株式会社 東京都 中央区

3480 共栄観光 有限会社　共栄観光 山梨県 甲府市



3481 東栄観光 有限会社　東栄観光 茨城県 結城市

3482 日の出交通 日の出交通　株式会社 新潟県 新潟市中央区

3483 A style corporation 株式会社　A style corporation 東京都 港区

3484 グッドルーム グッドルーム　株式会社 東京都 渋谷区

3485 カワイアシスト 株式会社　カワイアシスト 静岡県 浜松市中区

3486 東洋旅行 株式会社　東洋旅行 東京都 千代田区

3487 信毎販売センターふれあいネット 株式会社　信毎販売センターふれあいネット 長野県 長野市

3488 ファーストドリーム ファーストドリーム　株式会社 千葉県 佐倉市

3489 鹿児島中央観光バス 鹿児島中央観光バス　株式会社 鹿児島県 鹿児島市

3490 エース観光 エース観光 長野県 長野市

3491 仙台西部トラベル 株式会社　仙台西部トラベル 宮城県 柴田郡川崎町

3492 千曲旅行 千曲旅行　株式会社 長野県 上田市

3493 ヤギヌマ流通サービス 株式会社　ヤギヌマ流通サービス 福島県 郡山市

3494 Unito 株式会社　Unito 東京都 千代田区

3495 新関西トラベルサービス 新関西トラベルサービス 大阪府 和泉市

3496 桐生旅行 株式会社　桐生旅行 群馬県 桐生市広沢町

3497 西九州ツーリスト 株式会社　西九州ツーリスト 佐賀県 伊万里市

3498 国際旅行社南部 有限会社　国際旅行社南部 沖縄県 島尻郡南風原町

3499 いずみ観光 いずみ観光　株式会社 愛媛県 今治市

3500 ブルス・トラベル ブルス・トラベル　株式会社 東京都 中央区

3501 金沢トラベル 株式会社　金沢トラベル 石川県 金沢市

3502 生駒交通 生駒交通　株式会社 奈良県 生駒市

3503 イー・ティー・エー イー・ティー・エー　株式会社 埼玉県 深谷市

3504 世界紀行 株式会社　世界紀行 北海道 札幌市中央区

3505 宇陀観光 宇陀観光　株式会社 奈良県 宇陀市

3506 シェルツーリスト シェルツーリスト　株式会社 東京都 千代田区

3507 JFF 株式会社　JFF 愛知県 名古屋市緑区

3508 YM交通 YM交通　株式会社 神奈川県 相模原市緑区

3509 安芸トラベル 安芸トラベル 高知県 安芸市

3510 市民タイムス 株式会社　市民タイムス 長野県 松本市

3511 ＰＩＮＫ 株式会社　ＰＩＮＫ 東京都 品川区

3512 ファーストライナー 株式会社　ファーストライナー 福岡県 久留米市北野町

3513 陣屋コネクト 株式会社　陣屋コネクト 神奈川県 秦野市

3514 西九州観光バス 西九州観光バス　株式会社 佐賀県 武雄市

3515 キャラバンツアー 株式会社　キャラバンツアー 愛知県 名古屋市中区

3516 三原交通 三原交通　株式会社 広島県 三原市

3517 MENTOR 有限会社　MENTOR 東京都 新宿区

3518 東海特殊観光サービス 有限会社　東海特殊観光サービス 岐阜県 瑞浪市

3519 彦根観光バス 彦根観光バス　株式会社 滋賀県 彦根市

3520 毎日新聞大阪開発 毎日新聞大阪開発　株式会社 大阪府 大阪市北区

3521 三越伊勢丹ニッコウトラベル 株式会社　三越伊勢丹ニッコウトラベル 東京都 中央区

3522 ユハラ 株式会社　ユハラ 茨城県 土浦市

3523 越前観光 越前観光 福井県 鯖江市

3524 関東ツーリスト 関東ツーリスト 茨城県 潮来市

3525 りこばす りこばす 群馬県 利根郡昭和村

3526 NAKAMURA（東武観光　川口） 株式会社　NAKAMURA（東武観光　川口） 埼玉県 川口市

3527 エムケー・ツーリスト旅行企画 エムケー・ツーリスト旅行企画　株式会社 愛知県 豊川市

3528 菱建商事（菱建トラベル） 菱建商事（菱建トラベル）　株式会社 東京都 北区

3529 トラベル・コンサルタント トラベル・コンサルタント　合同会社 千葉県 千葉市中央区

3530 ワンダートランスポートテクノロジーズ ワンダートランスポートテクノロジーズ　株式会社 東京都 目黒区

3531 トラベルドクター トラベルドクター　株式会社 滋賀県 大津市

3532 ニュートラベル広島 株式会社　ニュートラベル広島 広島県 広島市中区

3533 ダスキン 株式会社　ダスキン 大阪府 吹田市

3534 アイテム 株式会社　アイテム 奈良県 生駒市

3535 サンビクトリー 株式会社　サンビクトリー 北海道 札幌市白石区

3536 ヤドロク 株式会社　ヤドロク 長野県 下高井郡山ノ内町

3537 サン・ツーリスト サン・ツーリスト 福岡県 福岡市東区

3538 山と風 株式会社　山と風 東京都 墨田区

3539 セカンドステージ 株式会社　セカンドステージ 東京都 北区

3540 旅くらぶ四季彩 株式会社　旅くらぶ四季彩 石川県 加賀市

3541 つばさ観光 つばさ観光　株式会社 茨城県 つくば市

3542 サンケイ会館 株式会社　サンケイ会館 東京都 千代田区

3543 はまゆう観光 有限会社　はまゆう観光 大阪府 岸和田市

3544 クローバーツーリスト クローバーツーリスト 埼玉県 熊谷市

3545 はぎはらツーリスト はぎはらツーリスト 滋賀県 草津市

3546 トラベルサロン 株式会社　トラベルサロン 山梨県 甲府市

3547 花まる観光サービス 花まる観光サービス 千葉県 南房総市

3548 木之内トラベル 木之内トラベル　株式会社 茨城県 神栖市

3549 アトラスホリディズ 株式会社　アトラスホリディズ 東京都 港区

3550 魚沼レンタカー 魚沼レンタカー　有限会社 新潟県 南魚沼市

3551 アンティリーズ 株式会社　アンティリーズ 東京都 中野区

3552 オールジャパン企画 オールジャパン企画　株式会社 群馬県 桐生市

3553 日本橋トラベラーズクラブ 株式会社　日本橋トラベラーズクラブ 東京都 中央区

3554 ツアーアラカルト 株式会社　ツアーアラカルト 福岡県 福岡市南区

3555 華美国際トラベル 華美国際トラベル　株式会社 埼玉県 川口市

3556 フロレゾン 株式会社　フロレゾン 大阪府 大阪市淀川区


