
04月06日更新

旅行会社一覧 事業登録順

【横浜地域】　（横浜市）

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

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

横浜市

2
ニュー日本観光株式会社 本社 店頭、WEB 045-784-9595 10：00～17：00 不定休

横浜市

3
有限会社　江ノ新旅行サービス 本社営業所 電話、WEB、その他 045-801-9996

http://enoshin-travel.co.jp/
10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

4
一般財団法人横浜市交通局協力会 旅行センター 電話、WEB 045-315-3888

https://www.ryoko.yokohama
09：30～17：00 土・日・祝

横浜市

5
富士バス観光株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-714-2271

https://fujibus.co.jp
09：00～17：00 日・祝

横浜市

6
有限会社　旅らんど 本社営業所 店頭、その他 10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

7
有限会社　TABILAND　 JAPAN 本社営業所 店頭、その他 10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

8
有限会社パルツアーズ 本社 店頭、電話、その他 045-771-8619 09：00～18：00 日・祝・祭

横浜市

9
株式会社トラベルステーション 本社 店頭、電話 045-302-3715

http://travel-st.com
09：30～17：00 土・日・祝

横浜市

10
株式会社新中央ツーリスト 本社営業所 電話、その他 045-805-1173

https://shin-chuo.co.jp
平日09：00～17：00 土曜日09：00～12：00 日・祝

横浜市

11
有限会社いいだこ/トラベルカイト 本店 店頭、電話、その他 045-975-0439

http://travel-kite.com/
10：00～16：00 店舗/土・日・火・木（事前予約でOPEN可） 電話対応/土・日

横浜市

12
株式会社ヨコハマトラベル 本店 店頭、電話 045-311-1011

https://www.tohokutravel.com/yokohama-travel-inc
09：00～17：30 土・日・祝

横浜市

13
株式会社アルファーツアーズ 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-353-9228

http://alphatours-yokohama.com/index.html
09：00～17：00 土・日・祝

横浜市

14
株式会社ティー・アイ・ジェー 本店 店頭、電話、WEB、その他 045-624-9221

https://ti-j.co.jp/ https://ti-j.co.jp/goto-campaign/
10：00～16：00 土・日・祝

横浜市

15
株式会社ジャパントラベルライン 本社営業所 店頭、電話、その他 045-476-1235 09：30～17：30 土・日・祝

横浜市

16
株式会社　エイチ・アイ・エス 横浜モアーズ 店頭、電話、WEB 045-320-6021

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 なし

横浜市

17
株式会社　エイチ・アイ・エス ららぽーと横浜 店頭、電話、WEB 045-930-1371

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～18：00 月～金

横浜市

18
株式会社　エイチ・アイ・エス コレットマーレみなとみらい 店頭、電話、WEB 045-682-5701

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～20：00 月～金

横浜市

19
株式会社　エイチ・アイ・エス 横浜ジョイナス 店頭、電話、WEB 045-290-1201

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～20：00 月～金

横浜市

20
株式会社　エイチ・アイ・エス ノースポートモール 店頭、電話、WEB 045-912-0121

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 月～金

横浜市

21
株式会社　エイチ・アイ・エス たまプラーザ 店頭、電話、WEB 050-1745-4411

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 月～金

横浜市

22
株式会社とらべるわん （株）とらべるわん本社営業所 店頭、電話、WEB 045-335-1213

http://www.travel1.co.jp/
10：00～17：00 土・日・祝

横浜市

23
株式会社JTB 横浜支店 (法人専門） 電話、その他 045-311-4811

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
09：30～17：30 土・日・祝

横浜市

24
株式会社JTB 戸塚店 店頭 045-523-4983

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：30～18：00（受付 / ～17：00） 木・5/3~5/5 12/30～1/3

横浜市

25
株式会社JTB 能見台イトーヨーカドー店 店頭 045-523-4973

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：00） 木・イトーヨーカドーの休業日

横浜市

26
株式会社JTB ノースポート・モール店 店頭 045-914-6730

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
11：00～19：00（受付 / ～18：00） 火・水・ノースポート・モールの休業日

横浜市

27
株式会社JTB 東戸塚西武S.C.店 店頭 045-828-2451

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
11：00～19：00（受付 / ～18：00） 西武東戸塚店の休業日

横浜市

28
株式会社JTB そごう横浜店 店頭 045-465-2970

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：00） そごう横浜店の休業日

横浜市

29
株式会社JTB ららぽーと横浜店 店頭 045-523-4976

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
11：00～19：00（受付 / ～18：00） ららぽーと横浜の休業日

横浜市

30
株式会社JTB トレッサ横浜店 店頭 045-345-1508

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：00） 木・トレッサ横浜の休業日

横浜市

http://enoshin-travel.co.jp/
https://www.ryoko.yokohama/
https://fujibus.co.jp/
http://travel-st.com/
https://shin-chuo.co.jp/
http://travel-kite.com/
https://www.tohokutravel.com/yokohama-travel-inc
http://alphatours-yokohama.com/index.html
https://ti-j.co.jp/https:/ti-j.co.jp/goto-campaign/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
http://www.travel1.co.jp/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0


31
株式会社JTB 上大岡駅前店 店頭 045-523-4974

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
11：00～18：00（受付 / ～17：00） 水・5/3～5/5・12/30～1/3

横浜市

32
株式会社平成エンタープライズ 横浜営業所 WEB 048-487-7074

https://tour.vipliner.biz/
10：00～14：00・15：00～17：00 土・日・祝

横浜市

33
ヴィクトリーツアー株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-470-0445 10：00～16：00 土・日・祝

横浜市

34
株式会社日本団体旅行センター 本社 店頭、電話 045-772-2037 10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

35
株式会社三徳旅行 本社営業所 電話 050-1496-4376

http://www.santoku-travel.ecnet.jp/
09：30～17：00 土・日・祝

横浜市

36
株式会社日本旅行　 神奈川法人営業部 電話、その他 045-641-9604

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
09：30～17：30 土・日・祝

横浜市

37
株式会社日本旅行　 京浜法人営業部 電話、その他 045-277-1420

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
09：30～17：30 土・日・祝

横浜市

38
株式会社日本旅行　 横浜ポルタ支店 店頭、電話 045-453-6321

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
10：00～18：00

横浜市

39
株式会社日本旅行　 金沢八景支店 店頭、電話 045-785-9891

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
10：00～18：00 火・木

横浜市

40
株式会社ワールドプラン 中山本店 店頭、電話 045-937-3741 http://www.worldplan.co.jp 平日10：00～18：00 土曜10：00～16：00 日・祝・年末年始

横浜市

41
株式会社ニコニコトラベル みなとみらいオフィス WEB 045-943-7251 https://niconicotravel.com 09：00～18：00 土・日・祝

横浜市

42
株式会社エムツアー 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-824-3221

https://www.emtour1122.com
09：30～18：00 土・日・祝

横浜市

43
株式会社阪急交通社 阪急交通社 電話、WEB 宿泊のみ 0570-08-9066（ナビダイヤル）

https://www.hankyu-travel.com/
月～金 09：30～17：30 土・日・祝・年末年始

横浜市

44
株式会社阪急交通社 阪急交通社 電話、WEB 日帰りバス 0570-08-9600（ナビダイヤル）

https://www.hankyu-travel.com/
月～金　09：30～17：30 土・日・祝　09：30～13：30 年末年始

横浜市

45
株式会社ジェイアール東海ツアーズ　 新横浜支店 店頭、電話 045-474-3712

http://www.jrtours.co.jp/
店頭（平日）11：00～19：00 　　（日・祝）10：00～18：00 電話　10：00～17：00 ※変更の可能性有り無休　 ※年末年始除く

横浜市

46
名鉄観光サービス(株) 横浜支店 店頭、電話、その他 045-641-4166

http://www.mwt.co.jp
10：00～17：00 土・日・祝

横浜市

47
株式会社たび寅 本社 WEB 045-431-3972

https://www.tabitora.com/
09：00～18：00 土・日・祝

横浜市

48
株式会社ワールドジャーニー 本店 店頭、電話 045-225-9745 10：00～19：00 土・日・祝

横浜市

49
近畿日本ツーリスト株式会社 ヨドバシ横浜店 店頭 045-317-4301

http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1766.html
10：00～18：00　(受付時間17:30) ヨドバシカメラの定休日

横浜市

50
近畿日本ツーリスト株式会社 横浜高島屋店 店頭 045-319-2333 10：00～18：00（受付時間17:30） 横浜高島屋の休館日

横浜市

51
株式会社旅コレクション 本店 店頭、電話、WEB、その他 https://tabi-colle.jp/ 10：00～18：00 ※土曜のみ14：00まで 日・祝

横浜市

52
株式会社シティツアーズ 横浜営業所 店頭、電話 045-227-5558 http://www.citytours.co.jp/ 10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

53
クラブツーリズム株式会社　 横浜分室 電話、WEB 045-330-0077 https://www.club-t.com/ 09：15～17：30 日・祝

横浜市

54
東武トップツアーズ株式会社 横浜支店 店頭、WEB 045-326-1120

https://tobutoptours.jp/
09：30～17：30 土・日・祝・年末年始（12/30～1/3）

横浜市

55
東武トップツアーズ株式会社 神奈川教育旅行支店 店頭 045-326-1121

https://tobutoptours.jp/
09：30～17：30 土・日・祝・年末年始（12/30～1/3）

横浜市

56
横浜トラベルサービス株式会社 本社 店頭、電話、WEB 045-510-4568 09：30～18：00 土・日・祝

横浜市

57
株式会社ルートトラベル 本社 店頭、電話 045-741-0811

http://www.route-travel.co.jp
10：00～17：00 土・日・祝

横浜市

58
株式会社ルートトラベル 観光タクシーセンター 電話 045-641-9877

http://www.route-travel.co.jp
10：00～15：00 土・日・祝

横浜市

59
有限会社ミヤジマトラベル 本社 電話 045-847-0760

http://miyajima-travel.com
09：00～18：00 土・日・祝

横浜市

60
株式会社ドリームワールド 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-451-6396

https://www.dwt.ne.jp/
09：00～17：45 日・祝

横浜市

61
ジョイフェスト株式会社 本社内 電話、WEB 090-7172-1333 09：30～18：00 土・日

横浜市

62
(株)京急アドエンタープライズ (株)京急アドエンタープライズ 電話、WEB 045-307-3855 09：30～18：00 土・日・祝

横浜市

63
株式会社アイコウ 横浜本社 店頭、電話、WEB 045-323-2727

http://www.ikoh.co.jp/
09：30～18：00 土・日・祝・年末年始

横浜市

64
株式会社農協観光 神奈川支店 店頭、電話、その他 045-201-7513

https://ntour.jp/
09：30～17：30 土・日・祝　（12/29～1/3）

横浜市

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://tour.vipliner.biz/
http://www.santoku-travel.ecnet.jp/
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
http://www.worldplan.co.jp/
https://niconicotravel.com/
https://www.emtour1122.com/
https://www.hankyu-travel.com/
https://www.hankyu-travel.com/
http://www.jrtours.co.jp/
http://www.mwt.co.jp/
https://www.tabitora.com/
http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1766.html
https://tabi-colle.jp/
http://www.citytours.co.jp/
https://www.club-t.com/
https://tobutoptours.jp/
https://tobutoptours.jp/
http://www.route-travel.co.jp/
http://www.route-travel.co.jp/
http://miyajima-travel.com/
https://www.dwt.ne.jp/
http://www.ikoh.co.jp/
https://ntour.jp/


65
株式会社クルーズプラネット 横浜支店 電話、WEB 045-224-8050

https://www.cruiseplanet.co.jp/
10：00～18：00 火・木・土・日・祝（現在店舗休業中）

横浜市

66
株式会社レクシステム 本社営業所 店頭、電話、WEB 045-225-8100 http://www.rec-system.co.jp 10：00～19：00 土・日・祝

横浜市

67
株式会社マコト 本社 店頭、電話、WEB 045-432-7770 https://www.4327770.jp/ 08：00～20：00 なし

横浜市

68
株式会社横浜エアーアンドシーサービス 本社営業所 店頭、電話 045-261-5222

http://www.yokohamatour.jp
10：00～18：00 土・日・祝

横浜市

69
株式会社横浜ダンボール 本社 店頭、電話、WEB、その他 https://www.yokodan.com 10：00～17：00 土・日・祝

横浜市

70
株式会社はとバス 横浜営業所 電話、WEB 045-847-1614 https://www.hatobus.co.jp/ 09：00～17：30 なし

横浜市

【川崎地域】　（川崎市）

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

1
Ｔ‐ＬＩＦＥパートナーズ株式会社 神奈川支店 電話、その他 044-220-6151

http://partners.t-life.co.jp/
10：30～16：30 土・日・祝・年末年始

川崎市

2
株式会社ひまわり旅行 溝ノ口支店 店頭、電話、その他 044-328-5767

https://www.himawari-ryokou.jp/
10：00～17：00 日・祝祭

川崎市

3
株式会社スペース・プラン 団体営業センター 電話 044-911-4715

http://www.spaceplan.co.jp/travel/
09：30～18：30 土・日・祝

川崎市

4
株式会社スペース・プラン トラベルプラザ登戸 店頭、電話 044-933-0080

http://www.spaceplan.co.jp/travel/
10：00～19：00 水

川崎市

5
株式会社　エイチ・アイ・エス ラゾーナ川崎 店頭、電話、WEB 044-520-8191

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～18：00 なし

川崎市

6
株式会社　エイチ・アイ・エス ららテラス武蔵小杉 店頭、電話、WEB 044-430-2781

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 月～金

川崎市

7
株式会社　エイチ・アイ・エス マルイファミリー溝口 店頭、電話、WEB 044-820-1161

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 月～金

川崎市

8
株式会社　エイチ・アイ・エス 新百合丘オーパ 店頭、電話、WEB 044-959-6181

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～18：00 火・水・木・金

川崎市

9
株式会社三洋旅行 ノクティプラザ溝の口営業所 店頭、電話 044-281-0077

http://www.travelsas.co.jp
10：30～19：30 無休

川崎市

10
株式会社JTB 川崎支店 (法人専門） 電話、その他 044-211-1153 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝

川崎市

11
株式会社JTB アトレ川崎店 店頭 044-233-4714

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：30） アトレ川崎の休業日

川崎市

12
株式会社JTB ラゾーナ川崎店 店頭 044-330-3176

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：30） ラゾーナ川崎プラザの休業日

川崎市

13
株式会社JTB グランツリー武蔵小杉店 店頭 044‐431‐1775

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：30） グランツリー武蔵小杉の休業日

川崎市

14
株式会社JTB マルイファミリー溝口店 店頭 044-813-1290

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：30～18：00（受付 / ～17：30） マルイの休業日

川崎市

15
株式会社JTB 新百合ヶ丘イトーヨーカドー店 店頭 044-330-3181

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：30（受付 / ～18：00） 12/30～1/3・イトーヨーカドーの休業日

川崎市

16
近畿日本ツーリスト株式会社 ラゾーナ川崎店 店頭 044-522-8600

http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1320.html
10：00～18：00（受付時間17:30） ラゾーナ川崎の定休日・年末年始（12/30～1/2）

川崎市

【横須賀・三浦地域】　（鎌倉市、横須賀市、三浦市）

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

1 有限会社ヨコスカ旅行 本社営業所
店頭、電話

046-842-6660

09：00～18：00 日・祭 横須賀市

2 GST株式会社 GST株式会社
電話、その他

046-836-5550 https://www.gst-travel.com/
09：00～16：00 土・日・祝・その他 横須賀市

3 旅日本株式会社 横須賀営業所
店頭、電話、WEB

090-3230-7555 https://www.tabi-nippon.com
09：00～17：00 土・日・祭 横須賀市

4 株式会社 エス・ティー・ワールド エス・ティー・ワールド三浦店
電話、WEB

050-5533-3650 https://www.divenavi.com/
11：00～18：00 木 三浦市

https://www.cruiseplanet.co.jp/
http://www.rec-system.co.jp/
https://www.4327770.jp/
http://www.yokohamatour.jp/
https://www.yokodan.com/
https://www.hatobus.co.jp/
http://partners.t-life.co.jp/
https://www.himawari-ryokou.jp/
http://www.spaceplan.co.jp/travel/
http://www.spaceplan.co.jp/travel/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
http://www.travelsas.co.jp/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1320.html
https://www.gst-travel.com/
https://www.tabi-nippon.com/
https://www.divenavi.com/


5 株式会社　エイチ・アイ・エス 横須賀モアーズ
店頭、電話、WEB

046-821-5141 https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～18：00 月～金 横須賀市

6 インペリアル株式会社 ヨコビル旅行センター
店頭、電話、WEB

046-826-0001

10：00～17：00 土・日・祝 横須賀市

7 株式会社JTB 横須賀支店 (法人専門）
電話、その他

046-824-4216 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
09：30～17：30 土・日・祝 横須賀市

8 株式会社JTB 横須賀モアーズシティ店
店頭

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

9 株式会社JTB 大船イトーヨーカドー店
店頭

0467-30-1020 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～18：00（受付 / ～17：00） イトーヨーカドーの休業日 鎌倉市

10 株式会社日本旅行　 ウィング久里浜支店
店頭、電話

046-834-0360 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
10：00～18：00 火・木 横須賀市

11 株式会社あおき旅行舎 本社営業所
店頭、電話

046-853-2405

10：00～18：00 日・祝 横須賀市

【県央地区】　（相模原市、愛甲郡、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市）

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

1
厚木元湯観光株式会社 本社営業所 店頭 046-286-7881

http://motoyukanko.co.jp
09：00～17：00 土・日・祝 愛甲郡

2
株式会社エヌジェイツーリスト 本社 店頭、電話、その他 0467-79-6790 https://www.tabi-njt.com 10：00～18：00 土・日・祝 綾瀬市

3
レインボートラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話 046-206-4118 09：30～17：30 土・日・祝 海老名市

4
株式会社　エイチ・アイ・エス ららぽーと海老名 店頭、電話、WEB 046-292-3011

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
11：00～19：00 月～金 海老名市

5
株式会社JTB ららぽーと海老名店 店頭 046-292-1310

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～20：00（受付 / ～19：30） ららぽーとの休業日 海老名市

6
ウイングトラベル厚木 本社 電話 046-226-6100 10：00～17：00 土・日・祝 厚木市

7
株式会社プリンシプル自動車ファインツーリスト神奈川営業所 店頭、電話 046-402-5800

https://pam-bus.co.jp
09：00～18：00 土・日・祝 厚木市

8
株式会社アトランティックツアー 厚木営業所 店頭、電話、WEB、その他 046-222-7400 http://www.atlantictour.jp 10：00～18：00 土・日・祝 厚木市

9
株式会社ノースフィールド 本社 電話 046-222-2025

https://www.north-f.co.jp
10：00～17：00 土・日・祝 厚木市

10
株式会社　毎日観光 本社 店頭、電話 046-228-6655 09：00～17：00 日・祝 厚木市

11
株式会社　エイチ・アイ・エス 厚木イオン 店頭、電話、WEB 050-1751-9041

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～18：00 月～金 厚木市

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

13
株式会社シティアクセス相模 (株)シティアクセス相模 店頭、電話、WEB 046-245-1306

https://www.cityaccess-s.co.jp
09：00～18：00 日 厚木市

14
旅キューピット 本社営業所 電話、WEB

https://travelqpitto.jimdofree.com
10：00～18：00 土・日・祝 相模原市

15
株式会社新中央ツーリスト相模原 本社 店頭、電話 042-750-2510 09：30～17：00 土・日・祝 相模原市

16
YM交通株式会社 本社 店頭、電話、WEB 042-707-2340

https://www.yamaguchi-motor.com/transportation
09：00～18：00 なし 相模原市

17
富士急トラベル（株） 神奈川支店 店頭、電話、WEB 042-743-8105

https://www.fujikyu-travel.co.jp/
09：00～18：00 土・日・祝 相模原市

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

19
相模原観光株式会社 本社営業所 店頭、電話 042-753-1116

http://www.sagamihara-kanko.co.jp/
09：30～18：00 日・祝 相模原市

20
株式会社　エイチ・アイ・エス ミウィ橋本 店頭、電話、WEB 042-700-7871 https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 10：00～18：00 火・木・金 相模原市

21
株式会社JTB 相模原支店 (法人専門) 電話、その他 042-701-2153

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
09：30～17：30 土・日・祝 相模原市

22
株式会社JTB 橋本アリオ店 店頭 042-770-8311

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～19：00（受付 / ～18：00） 12/30～1/3・アリオの休業日 相模原市

23
株式会社トラベルサーティーナイン 本社 店頭、電話 042-682-6339 090-2902-6639 10：00～18：00 土・日・祭日 相模原市

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


24
株式会社日本旅行　 相模原市役所支店 店頭、電話 042-753-6766

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
09：30～18：15 火・水・木・土・日・祝 相模原市

25
北相トラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話、WEB 042-755-9590

https://www.hokusotravel.com/
09：30～17：00 土・日・祝 相模原市

26
(株)アイビー・シー・エス 相模原営業所 店頭 042-759-6190 10：00～17：00 土・日・祝 相模原市

27
泉の交通株式会社 本社営業所 店頭、電話 046-262-7777

http://www.izumino-kotsu.com/
09：00～18：00 日 大和市

28
株式会社JTB 大和鶴間イトーヨーカドー店 店頭 046-203-5069

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～20：00（受付 / ～19：30） イトーヨーカドーの休業日 大和市

【湘南地域】　（秦野市、伊勢原市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市）

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

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

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

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

4
合同会社湘南旅行舎 本社営業所 店頭、電話 050-3154-0806

https://www.shonants.com/
10：00～20：00 月・火 茅ヶ崎市

5
株式会社JTB ラスカ茅ヶ崎店 店頭 0467-87-3933

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～20：00（受付 / ～19：30） ラスカの休業日 茅ヶ崎市

6
東海教育産業株式会社 湘南旅行センター 店頭 0463-77-3522 09：30～17：30 日・祝祭　第1・3・５土 秦野市

7
株式会社JTB イオン秦野ショッピングセンター店 店頭 046-366-3975

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～19：00 イオンの休業日 秦野市

8
秦野交通株式会社（秦野トラベル） 本社 電話、その他 0463-81-6070

http://www.hadano-koutuu.com/
09：00～18：00 土・日 秦野市

9
スバル観光バス株式会社 本社 店頭、電話、その他 0466-48-9123 http://subaru-kankobus.com/ 09：00～17：30 日・祝 藤沢市

10
株式会社　エイチ・アイ・エス テラスモール湘南 店頭、電話、WEB 0466-38-3141 https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/ 11：00～19：00 火・金 藤沢市

11
株式会社　エイチ・アイ・エス ODAKYU 湘南 GATE 店頭、電話、WEB 0466-50-6761

https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
10：00～19：00 月～金 藤沢市

12
株式会社JTB 湘南藤沢店 店頭 0466-54-6702

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
09：30～18：30（受付 / ～18：00） 5/3～5/5・12/30～1/3・火曜日 藤沢市

13
株式会社JTB テラスモール湘南店 店頭 0466-32-7994

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～20：00（受付 / ～19：30） テラスモール湘南の休業日 藤沢市

14
株式会社日本旅行　 藤沢支店 電話、その他 0466-22-7411

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
09：30～15：30 土・日・祝 藤沢市

15
株式会社のあたび 本社営業所 店頭、電話、WEB 0466-52-7775

https://noatabi.co.jp/
10：00～18：00 日・祝 藤沢市

16
株式会社エイトバード 本社 電話、WEB 0466-55-5657

http://www.8bird.com/
10：00～17：00 土・日・祝 藤沢市

17
神奈中観光株式会社 神奈川営業所 電話 0463-51-6901 042-788-2675

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

18
湘南トラベル株式会社 本店 店頭、電話、WEB 0463-68-4030

http://shonan-travel.co.jp/
09：00～18：00 土・日・祝 平塚市

19
株式会社JTB 神奈川西支店 (法人専門） 電話、その他 0463-23-5166 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 09：30～17：30 土・日・祝 平塚市

20
株式会社JTB ららぽーと湘南平塚店 店頭 0463-20-5215

https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
10：00～20：00（受付 / ～19：30） ららぽーとの休業日 平塚市

【西湘地域】 （松田町、大井町、小田原市、南足柄市、箱根町、真鶴町）

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

1
株式会社JTB 小田原ダイナシティウエスト店店頭 046-540-5862 https://branch.jtbbwt.com/j3710-0 10：00～20：00（受付 / ～19：30） ダイナシティウエストモールの休業日 小田原市

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://www.hokusotravel.com/
http://www.izumino-kotsu.com/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.shonants.com/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
http://www.hadano-koutuu.com/
http://subaru-kankobus.com/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://www.his-j.com/kokunai/campaign/regional_plan/kanagawa/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4473/
https://noatabi.co.jp/
http://www.8bird.com/
http://www.kanachu-kanko.co.jp/
http://shonan-travel.co.jp/
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0
https://branch.jtbbwt.com/j3710-0


2
株式会社　小田急トラベル 小田急旅の予約センター WEB https://www.odakyu-travel.co.jp/special/search/hukkouwari.html 10：00～18：00 無 小田原市

3
名鉄観光サービス(株) 小田原支店 店頭、電話、その他 0465-23-3238

http://www.mwt.co.jp
10：00～17：00 土・日・祝 小田原市

4
有限会社島旅ツーリスト 小田原駅前 店頭、電話、WEB 0465-24-7150 10：00～19：00 土・日・祝 小田原市

5
株式会社ヤブタ建設不動産 本店 店頭、電話、WEB、その他 0465-68-3400 10：00～17：00 土・日・祝 足柄下郡

6
株式会社　箱根観光旅館協会 本社営業所 店頭、電話、WEB 0460-85-6777

http://www.hakonetours.com/
09：30～18：00 年中無休 足柄下郡

7
一般財団法人箱根町観光協会 箱根町観光交流センター 店頭、電話 0460-85-5794

http://kyokai.hakone.or.jp/info/
09：00～17：45 無休 足柄下郡

8
株式会社ビッグトラベル 本社 店頭、電話、WEB 0465-83-7273

http://www.bigtravel.jp/
10：00～17：00 土・日 足柄上郡

9
エニコートラベル株式会社 本社営業所 店頭、電話、その他 0465-46-8477 09：30～17：30 日・祭 足柄上郡

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

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/search/hukkouwari.html
http://www.mwt.co.jp/
http://www.hakonetours.com/
http://kyokai.hakone.or.jp/info/
http://www.bigtravel.jp/
https://tanzawa-bus.jp/

