
【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

129 第２種 昭和51年10月16日 株式会社関東観光社 ＡＮＴＡ
163 第２種 昭和28年05月22日 関東観光株式会社 ＡＮＴＡ
204 第２種 昭和49年06月20日 株式会社東京ミツワ旅行会 ＡＮＴＡ
224 第３種 昭和29年06月30日 トーホーワールド株式会社 ＡＮＴＡ
255 第３種 昭和29年12月21日 株式会社東武観光 ＡＮＴＡ
262 第２種 昭和36年01月21日 昭和観光株式会社 ＡＮＴＡ
347 第２種 昭和36年12月02日 有限会社鹿島観光 ＡＮＴＡ
423 第３種 昭和51年10月04日 株式会社新日本交通観光社 ＡＮＴＡ
543 第２種 昭和35年06月14日 東交観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
643 第２種 昭和45年11月13日 株式会社東京旅行 ＡＮＴＡ
646 第３種 昭和36年11月22日 株式会社関東ツーリスト・クラブ ＪＡＴＡ
705 第２種 昭和37年09月21日 株式会社第一屋(ハートツアー) ＡＮＴＡ
722 第３種 昭和37年12月01日 アルプス観光株式会社 ＡＮＴＡ
810 第２種 昭和50年07月01日 寿観光株式会社 ＡＮＴＡ
905 第３種 昭和42年09月26日 株式会社新日本紀行 ＡＮＴＡ

1013 第３種 昭和40年03月01日 松﨑  セツ(こだま観光社)
1285 第３種 昭和51年03月15日 株式会社涸沢ヒュッテ
1359 第２種 昭和48年08月23日 オリオンズ観光株式会社 ＡＮＴＡ
1382 第３種 昭和43年01月09日 株式会社東京バンケットプロデュース ＡＮＴＡ
1473 第３種 昭和43年12月19日 株式会社明世(明世旅行社) ＡＮＴＡ
1508 第２種 昭和44年05月07日 長治観光株式会社 ＡＮＴＡ
1560 第３種 昭和44年11月04日 株式会社マコト・トレーディング ＡＮＴＡ
1630 第２種 昭和45年07月28日 株式会社北海道ツーリストセンター(ＨＴＣ) ＡＮＴＡ
1634 第３種 昭和45年08月25日 大谷  育三(イースタントラベルサービス) ＡＮＴＡ
1719 第２種 昭和49年01月24日 株式会社大日観光 ＡＮＴＡ
1787 第２種 昭和28年04月07日 冨士自動車株式会社
1788 第２種 昭和28年07月14日 小田急バス株式会社
1793 第２種 昭和30年01月26日 東海汽船株式会社
1798 第２種 昭和36年12月12日 中部日本観光開発株式会社 ＡＮＴＡ
1802 第２種 昭和38年03月30日 富士急行観光株式会社 ＡＮＴＡ
1815 第２種 昭和46年03月24日 東京パッセンジャー株式会社(東京パッセンジャー観光)
1836 第２種 昭和47年04月05日 関東バス株式会社
1858 第２種 昭和47年10月06日 株式会社五島トラベル ＡＮＴＡ
1902 第３種 昭和48年06月06日 株式会社狭山観光サービス ＡＮＴＡ
1907 第３種 昭和48年08月09日 綜合商社日本サンセット株式会社 ＡＮＴＡ
1968 第３種 昭和49年09月28日 株式会社新潟交通サービスセンター
1977 第３種 昭和49年10月30日 株式会社北斗ツーリスト ＡＮＴＡ
2025 第３種 昭和51年02月23日 山本  矩正(日本ツーリスト) ＡＮＴＡ
2046 第３種 昭和51年06月25日 株式会社東弘観光 ＡＮＴＡ
2053 第２種 昭和51年07月20日 小田急電鉄株式会社
2054 第３種 昭和51年07月30日 株式会社トラベル関東
2062 第３種 昭和51年08月31日 首都国際観光興業株式会社 ＡＮＴＡ
2075 第３種 昭和51年12月06日 協栄観光株式会社 ＡＮＴＡ
2091 第３種 昭和52年01月21日 有限会社ジィーティーエイ銀座旅行協会 ＡＮＴＡ
2107 第３種 昭和52年03月02日 細田観光株式会社 ＡＮＴＡ
2116 第２種 昭和52年05月07日 立川観光株式会社 ＡＮＴＡ
2135 第２種 昭和52年07月20日 小笠原海運株式会社
2143 第２種 昭和52年08月12日 国際空輸株式会社 ＡＮＴＡ
2174 第２種 昭和53年03月11日 株式会社ナショナルランド(小笠原観光情報センター) ＡＮＴＡ
2200 第２種 昭和53年07月19日 株式会社ビューツアーシステム ＡＮＴＡ
2206 第２種 昭和53年09月11日 市川観光商事株式会社 ＡＮＴＡ
2210 第２種 昭和53年09月21日 株式会社トラベル・セゾン(合宿ガイドセンター) ＡＮＴＡ
2225 第２種 昭和53年12月04日 一般財団法人東京都ユース・ホステル協会 ＡＮＴＡ
2226 第３種 昭和53年12月04日 株式会社日本レクリェーションセンター ＡＮＴＡ
2232 第２種 昭和54年01月08日 西東京バス株式会社 ＡＮＴＡ
2237 第２種 昭和54年01月17日 株式会社オーシャン ＡＮＴＡ
2267 第２種 昭和54年07月03日 株式会社大洋観光サービス ＡＮＴＡ
2276 第３種 昭和54年09月28日 株式会社新国際観光 ＡＮＴＡ
2288 第３種 昭和54年12月27日 練馬観光株式会社
2328 第３種 昭和56年01月23日 株式会社トラベル新日本企画 ＡＮＴＡ
2331 第３種 昭和56年03月09日 有限会社ダイナ旅行 ＡＮＴＡ
2366 第３種 昭和56年11月16日 足立  嘉昭(立川トラベルセンター)
2373 第３種 昭和57年01月22日 ホリウェイズ・インターナショナル株式会社
2374 第２種 昭和57年01月25日 株式会社国際思い出観光トラベルサービス ＡＮＴＡ
2379 第２種 昭和57年03月01日 株式会社はとバス ＡＮＴＡ
2382 第３種 昭和57年03月23日 株式会社トレビアン
2405 第２種 昭和57年07月26日 ハートシステム株式会社 ＡＮＴＡ
2411 第２種 昭和57年08月23日 日の丸自動車興業株式会社 ＡＮＴＡ
2446 第２種 昭和58年04月26日 株式会社新日本ツーリスト ＡＮＴＡ
2454 第２種 昭和58年05月23日 ヤサカ観光興業株式会社 ＡＮＴＡ
2455 第３種 昭和58年06月01日 株式会社三慧 ＡＮＴＡ
2467 第２種 昭和58年07月07日 生活協同組合連合会大学生協事業連合(大学生協事業連合) ＡＮＴＡ
2471 第２種 昭和58年08月08日 株式会社全観(新橋会) ＡＮＴＡ
2474 第３種 昭和58年08月23日 株式会社トラベルユアーズ
2482 第３種 昭和58年10月14日 東京目白旅行株式会社 ＡＮＴＡ
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2488 第３種 昭和58年11月17日 e-sumegh tours and travels株式会社
2496 第３種 昭和59年01月24日 東京理科大学消費生活協同組合 ＡＮＴＡ
2502 第２種 昭和59年02月13日 東京大学消費生活協同組合 ＡＮＴＡ
2503 第３種 昭和59年02月13日 株式会社峰観光社 ＡＮＴＡ
2504 第３種 昭和59年03月07日 慶応義塾生活協同組合 ＡＮＴＡ
2510 第２種 昭和59年03月17日 さくらツーリスト株式会社(ＳＴＢツアーセンター) ＡＮＴＡ
2522 第３種 昭和59年05月02日 法政大学生活協同組合 ＡＮＴＡ
2529 第３種 昭和59年06月01日 早稲田大学生活協同組合 ＡＮＴＡ
2535 第２種 昭和59年07月13日 フジメイトトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
2539 第３種 昭和59年08月13日 株式会社東京ドリーム観光
2543 第３種 昭和59年09月18日 興和企画ツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
2560 第２種 昭和60年01月08日 立川バス株式会社 ＡＮＴＡ
2567 第３種 昭和60年01月31日 東京学芸大学生活協同組合
2571 第３種 昭和60年03月28日 東京外国語大学生活協同組合
2574 第３種 昭和60年04月10日 電気通信大学生活協同組合
2581 第３種 昭和60年04月25日 株式会社浅草旅好会 ＡＮＴＡ
2582 第３種 昭和60年05月02日 協和海外旅行株式会社
2588 第３種 昭和60年05月29日 東京ワーナー観光株式会社 ＡＮＴＡ
2590 第３種 昭和60年06月03日 東京経済大学生活協同組合
2595 第３種 昭和60年06月24日 日本女子大学生活協同組合
2622 第２種 昭和60年10月30日 株式会社エスシー・カードビジネス(ＶＩＳＡ  ＳＣ  トラベル) ＪＡＴＡ
2624 第３種 昭和60年11月06日 東京工業大学生活協同組合
2628 第３種 昭和60年11月21日 株式会社志賀高原総合案内所
2631 第３種 昭和60年12月05日 明治学院消費生活協同組合
2636 第３種 昭和60年12月23日 首都圏観光株式会社 ＡＮＴＡ
2653 第２種 昭和61年02月19日 株式会社アイ・シー・ユー ＡＮＴＡ
2664 第３種 昭和61年04月17日 東洋大学生活協同組合
2669 第３種 昭和61年04月30日 有限会社多摩湖ツーリスト
2671 第３種 昭和61年05月07日 東都観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
2688 第３種 昭和61年08月26日 内田  良美(サワイ観光) ＡＮＴＡ
2691 第３種 昭和61年09月02日 新東和旅行有限会社 ＡＮＴＡ
2692 第３種 昭和59年03月28日 ユニックストラベル株式会社
2706 第３種 昭和61年11月18日 有限会社アイ・ルート・サービス
2711 第３種 昭和62年01月12日 フロンティアインターナショナルジャパン株式会社
2731 第３種 昭和62年04月10日 有限会社エフ・トラベル
2743 第２種 昭和62年06月25日 東日本旅客鉄道株式会社
2751 第３種 昭和62年08月18日 株式会社ジャパンコムセンター(ジャパンコムツーリスト)
2754 第３種 昭和62年09月03日 東京都立大学生活協同組合
2768 第３種 昭和62年11月06日 企業組合労協センター事業団(労協ツーリスト)
2777 第３種 昭和62年12月24日 株式会社ティー・ピー・オー ＡＮＴＡ
2781 第３種 昭和63年01月06日 有限会社江戸川トラベル ＡＮＴＡ
2790 第３種 昭和63年03月03日 株式会社ユ－バ
2791 第３種 昭和63年03月08日 国際観光交通株式会社 ＡＮＴＡ
2794 第３種 昭和63年03月17日 福井  初枝(栄福産業)
2797 第２種 昭和63年04月11日 ジェイアールバス関東株式会社 ＡＮＴＡ
2804 第３種 昭和63年05月17日 アール・アイ・シー有限会社(Ｒ・Ｉ・Ｃトラベル)
2815 第３種 昭和63年06月29日 有限会社第一中央トラベル
2819 第２種 昭和63年07月01日 株式会社東和旅行社 ＡＮＴＡ
2822 第２種 昭和63年07月07日 株式会社ワールドプランニングオフィス ＡＮＴＡ
2824 第２種 昭和63年07月25日 南西旅行開発株式会社 ＡＮＴＡ
2835 第２種 昭和63年08月22日 ニュープリンス観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
2838 第３種 昭和63年09月12日 芝浦工業大学消費生活協同組合
2845 第３種 昭和63年10月05日 株式会社アイビー・シー・エス ＪＡＴＡ
2853 第２種 昭和63年11月02日 フェニックスホールディングス株式会社 ＡＮＴＡ
2854 第３種 昭和63年11月08日 株式会社八王子ツーリスト ＡＮＴＡ
2872 第３種 昭和63年12月09日 お茶の水女子大学消費生活協同組合
2873 第３種 昭和63年12月09日 井上  悦治(トラベルジャパン)
2875 第２種 昭和63年12月15日 株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション(ジェーエスピー) ＡＮＴＡ
2883 第３種 平成01年01月19日 東京薬科大学生活協同組合
2884 第２種 平成01年01月25日 株式会社ハロートラベル ＡＮＴＡ
2885 第３種 平成01年01月25日 株式会社飛鳥旅行 ＡＮＴＡ
2890 第３種 平成01年02月22日 株式会社東放トラベル
2895 第２種 平成01年03月08日 幼児活動研究会株式会社(銀河鉄道ツーリスト) ＡＮＴＡ
2902 第３種 平成01年03月27日 津田塾大学生活協同組合
2907 第３種 平成01年04月11日 東京農工大学消費生活協同組合
2916 第３種 平成01年05月15日 株式会社ラッキートラベル ＡＮＴＡ
2922 第２種 平成01年05月30日 深沢観光サービス株式会社 ＡＮＴＡ
2929 第３種 平成01年06月22日 株式会社トミースカイサービス
2936 第３種 平成01年07月11日 東京医科歯科大学生活協同組合
2939 第３種 平成01年07月17日 東京電機大学生活協同組合
2947 第２種 平成01年08月30日 株式会社ショウトラベル ＡＮＴＡ
2948 第３種 平成01年09月14日 東京海洋大学生活協同組合
2950 第２種 平成01年09月14日 株式会社東日ツーリスト ＡＮＴＡ
2958 第２種 平成01年10月11日 株式会社冨士トラベル東京 ＡＮＴＡ
2960 第３種 平成01年10月21日 株式会社ワタルツーリスト
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2974 第２種 平成02年01月17日 美晴観光株式会社(クラブウィズ・Ｃｌｕｂ－Ｗｉｔｈ)
2976 第３種 平成02年02月02日 株式会社バ－テックス
2977 第３種 平成02年02月02日 株式会社一如社
2980 第３種 平成02年02月16日 株式会社ビュート ＡＮＴＡ
2993 第３種 平成02年04月06日 東京農業大学生活協同組合(東京農業大学生活協同組合プレイガイド)
2994 第３種 平成02年04月06日 株式会社アイシーツーリスト ＡＮＴＡ
3005 第３種 平成02年05月01日 株式会社ワールドツーリストサービス
3008 第２種 平成02年05月16日 東都観光ツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
3018 第２種 平成02年07月23日 株式会社ワンダードリーム
3027 第３種 平成02年08月30日 株式会社幸福トラベル ＡＮＴＡ
3033 第３種 平成02年10月01日 株式会社日本観光ツーリスト ＡＮＴＡ
3052 第３種 平成02年12月06日 株式会社グリーントリップ ＡＮＴＡ
3062 第３種 平成03年01月07日 桜美林学園消費生活協同組合
3069 第３種 平成03年01月28日 日本周遊株式会社(ジェイ・ブイ・エス)
3087 第３種 平成03年04月05日 武蔵学園生活協同組合
3093 第３種 平成03年05月07日 株式会社シフト
3097 第３種 平成03年05月13日 株式会社エス・ダブル・プランニング(スクーバ・ワールド) ＡＮＴＡ
3100 第３種 平成03年05月22日 株式会社丹青ビジネス
3101 第３種 平成03年05月27日 大谷商事有限会社(大谷観光)
3112 第３種 平成03年07月06日 根本  加代子(東京総合旅行)
3132 第２種 平成03年10月01日 東急バス株式会社(東急観光バス) ＡＮＴＡ
3133 第３種 平成03年10月02日 株式会社和幸コムネット ＡＮＴＡ
3135 第３種 平成03年10月21日 笹川  知英子(太陽観光) ＡＮＴＡ
3143 第３種 平成03年11月05日 有限会社青梅トラベル
3147 第３種 平成03年11月25日 ノーマトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
3151 第３種 平成03年12月16日 株式会社トップナッチツーリスト ＡＮＴＡ
3168 第２種 平成04年02月07日 株式会社四季ネクサス ＡＮＴＡ
3169 第３種 平成04年02月10日 株式会社トラベルシステムズ
3173 第２種 平成04年03月02日 株式会社ＫＪナビツアーズ ＡＮＴＡ
3185 第３種 平成04年04月20日 株式会社コーヤマトラベル
3193 第３種 平成04年05月12日 菱和エンタープライズ株式会社(菱和トラベル)
3204 第２種 平成04年07月07日 ぴあ株式会社 ＡＮＴＡ
3207 第３種 平成04年07月21日 株式会社エス.エス.ティー(銀河探検隊)
3216 第３種 平成04年08月31日 赤羽  征弘(赤羽ツーリストサービス) ＡＮＴＡ
3224 第２種 平成04年09月22日 株式会社ＴＡＳ ＪＡＴＡ
3231 第３種 平成04年11月10日 トマトツアー株式会社 ＡＮＴＡ
3232 第３種 平成04年11月16日 廣瀬  了(スター観光) ＡＮＴＡ
3235 第３種 平成04年11月24日 タイホー通商株式会社(太和旅行)
3240 第２種 平成05年01月14日 株式会社新中央トラベル ＡＮＴＡ
3241 第３種 平成05年01月18日 東京芸術大学生活協同組合
3257 第２種 昭和55年04月25日 株式会社北信州観光協会 ＡＮＴＡ
3260 第３種 平成05年03月23日 株式会社荏原エージェンシー(エバラツーリスト)
3266 第２種 平成05年04月09日 株式会社ソニックツアーズ ＡＮＴＡ
3271 第３種 平成05年05月06日 株式会社イー・エス・ジー ＪＡＴＡ
3275 第３種 平成05年05月18日 新東亜トラベル株式会社
3279 第３種 平成05年06月22日 有限会社パイオニアトラベル
3284 第２種 平成05年07月13日 株式会社銀座プラネットサービス ＪＡＴＡ
3293 第３種 平成05年08月31日 一橋大学消費生活協同組合
3309 第３種 平成05年12月03日 株式会社メイクアップツーリスト
3310 第２種 平成05年12月10日 東京ガスファシリティサービス株式会社 ＪＡＴＡ
3321 第３種 平成06年02月21日 有限会社東京ツーリスト ＡＮＴＡ
3326 第３種 平成06年03月28日 和光学園生活協同組合
3332 第２種 平成06年04月01日 有限会社トラベルプランニングオフィス ＡＮＴＡ
3340 第３種 平成06年05月19日 有限会社瑞江トラベル
3346 第３種 平成06年06月16日 有限会社旅プラン
3350 第２種 平成06年07月05日 アップル旅建株式会社 ＡＮＴＡ
3351 第２種 平成06年07月05日 サンキュウビジネスサービス株式会社(サンキュウトラベル) ＪＡＴＡ
3363 第３種 平成06年08月25日 住ベサービス株式会社 ＡＮＴＡ
3373 第２種 昭和48年02月01日 株式会社スギヤマトラベル ＡＮＴＡ
3385 第３種 平成06年11月01日 イーストアンドウエスト株式会社(東西トラベルビューロー) ＡＮＴＡ
3391 第３種 平成06年11月21日 株式会社共同観光バス ＡＮＴＡ
3401 第３種 平成07年03月07日 東建商事株式会社
3405 第３種 平成07年04月04日 東京エルム観光株式会社
3407 第３種 平成07年04月04日 日盛株式会社(ダイヤツアー)
3410 第２種 平成07年05月30日 栄光商事株式会社 ＡＮＴＡ
3419 第３種 平成07年07月20日 株式会社セブンシーズ
3421 第２種 平成07年07月27日 菱建商事株式会社(菱建トラベル) ＡＮＴＡ
3432 第３種 平成07年09月28日 株式会社アプローチジャパン
3434 第３種 平成07年10月05日 株式会社大栄興業
3441 第３種 平成07年11月10日 株式会社ＫＡＪＩＭＯＴＯ
3443 第３種 平成07年11月15日 有限会社アセント
3446 第３種 平成07年12月01日 日野トレーディング株式会社
3449 第２種 平成07年12月21日 株式会社ピーディークラブ(Ｐ．Ｄ　ＣＬＵＢ) ＡＮＴＡ
3453 第３種 平成08年01月11日 株式会社新日本エージェンシー ＡＮＴＡ
3466 第３種 平成08年02月01日 株式会社リバティ・インターナショナル ＪＡＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

3485 第３種 平成08年03月01日 株式会社エアーインターナショナルサービス ＪＡＴＡ
3491 第３種 平成08年03月05日 株式会社ワールドビジネスコミュニケーションズ ＡＮＴＡ
3493 第３種 平成08年03月05日 國學院大學生活協同組合
3494 第３種 平成08年03月05日 株式会社イッツ・ワールド
3497 第３種 平成08年03月06日 株式会社パシフィックオーシャンツアーズ
3498 第３種 平成08年03月06日 キャピトル航空サービス株式会社 ＪＡＴＡ
3513 第３種 平成08年03月11日 株式会社スカイネットワーク
3514 第３種 平成08年03月11日 タストラベル株式会社
3518 第３種 平成08年03月12日 日軽ニュービジネス株式会社
3527 第３種 平成08年03月12日 株式会社ニッサントラベル ＡＮＴＡ
3535 第３種 平成08年03月13日 ジェイトップトラベル株式会社
3536 第３種 平成08年03月13日 ＴＤＫサービス株式会社
3551 第３種 平成08年03月15日 株式会社アイシーティ ＪＡＴＡ
3552 第３種 平成08年03月15日 株式会社ドゥ・トラベル(スターライトセンター)
3558 第３種 平成08年03月15日 株式会社ユニヴァーサルツーリングコーポレーション
3560 第３種 平成08年03月15日 有限会社アステイオン
3579 第２種 平成08年03月19日 株式会社トラベループ
3581 第３種 平成08年03月19日 株式会社グリーンフィールドサービス ＡＮＴＡ
3583 第３種 平成08年03月21日 株式会社アラ・ブランカ・フライト
3587 第３種 平成08年03月21日 株式会社日本クリエイティブ(ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＴＯＵＲ)
3591 第３種 平成08年03月21日 株式会社ウイング・ハウス
3598 第３種 平成08年03月22日 有限会社ツーリストシアター ＡＮＴＡ
3609 第２種 平成08年03月25日 株式会社ＨＭＣ(ハンドメイドツアー) ＡＮＴＡ
3615 第３種 平成08年03月26日 サイエンスツアー株式会社 ＪＡＴＡ
3625 第３種 平成08年03月27日 株式会社アイ・エム・アイ
3628 第３種 平成08年03月27日 株式会社ハーティ
3632 第３種 平成08年03月28日 株式会社カナディアンネットワーク(アルパインネットワーク) ＪＡＴＡ
3635 第３種 平成08年03月28日 ティ・アイ・トラベル株式会社(ＴＩ ＴＲＡＶＥＬ) ＪＡＴＡ
3644 第３種 平成08年03月29日 株式会社ガンプ(ガンプトラベルズ) ＪＡＴＡ
3659 第３種 昭和52年12月02日 株式会社太陽トラベル(Ｒ＆Ａ) ＪＡＴＡ
3668 第３種 昭和61年03月17日 株式会社旅行倶楽部 ＪＡＴＡ
3674 第３種 昭和63年04月07日 ＪＡＭトラベル＆サポート株式会社 ＪＡＴＡ
3694 第３種 平成04年08月26日 スミリンエンタープライズ株式会社 ＪＡＴＡ
3706 第３種 平成06年08月26日 株式会社ネットワークインターナショナル
3707 第３種 平成06年08月26日 株式会社太平ティアンドアイ ＪＡＴＡ
3710 第３種 平成06年10月26日 株式会社エーアイジャパン ＪＡＴＡ
3716 第３種 平成07年05月08日 株式会社ＪＴＢグローバルアシスタンス ＪＡＴＡ
3722 第２種 平成07年09月22日 株式会社エステートよしや(よしやトラベル) ＪＡＴＡ
3727 第３種 平成08年04月05日 スカイアーエクスプレス株式会社
3733 第３種 平成08年04月08日 タートル旅行サービス株式会社
3734 第３種 平成08年04月08日 株式会社セブンツーリスト(ＵＬＴＲＡ) ＡＮＴＡ
3740 第３種 平成08年04月10日 谷口  英次郎(日本旅行サービスインターナショナル)
3745 第３種 平成08年04月11日 株式会社ジーエイチスリールーマニア ＡＮＴＡ
3749 第３種 平成08年04月15日 株式会社リードマンユニバース ＪＡＴＡ
3754 第３種 平成08年04月16日 株式会社エムシー・ビジネスサポート
3757 第３種 平成08年04月17日 有限会社アイエフシー
3760 第３種 平成08年04月18日 株式会社シー・ムーン企画 ＪＡＴＡ
3762 第３種 平成08年04月18日 株式会社クリエイティブツアーズ(ジャパン)
3767 第３種 平成08年04月19日 キョウセイ・トラベルサービス株式会社
3768 第３種 平成08年04月22日 株式会社マイパック
3776 第３種 平成08年04月24日 有限会社旅達倶楽部
3777 第３種 平成08年04月24日 株式会社ミキモトエンタープライズ(ＭＩＫＩＭＯＴＯ  ＴＲＡＶＥＬ)
3781 第３種 平成08年04月25日 株式会社日祥トラベル ＪＡＴＡ
3790 第３種 平成08年04月26日 株式会社ブンキョー・インターナショナル ＡＮＴＡ
3795 第３種 平成08年05月07日 トラベルエージェンシーフォーラム株式会社
3799 第３種 平成08年05月07日 株式会社ジャパン・トランスポート・サービス
3801 第３種 平成08年05月07日 ホクレアツアーズ株式会社
3804 第３種 平成08年05月08日 株式会社アルト(アルトツアー)
3806 第３種 平成08年05月08日 株式会社シリウスエンタープライズ ＪＡＴＡ
3808 第３種 平成08年05月08日 テクニカルワールド株式会社 ＪＡＴＡ
3814 第３種 平成08年05月14日 株式会社ボンボワヤージュシャンタン(トリップナンバーワン)
3828 第３種 平成08年05月17日 アイヴイーインターナショナル株式会社(アイヴイーツーリストインターナショナル)ＪＡＴＡ
3839 第３種 平成08年05月22日 株式会社渋谷トラベルサービス ＡＮＴＡ
3844 第３種 平成08年05月23日 株式会社アトラスホリディズ
3849 第３種 平成08年05月24日 株式会社アートツアー ＪＡＴＡ
3853 第３種 平成08年05月27日 株式会社ウｪンズ ＪＡＴＡ
3857 第３種 平成08年05月28日 株式会社ルネッサンス ＡＮＴＡ
3858 第３種 平成08年05月28日 サザンクロストラベル株式会社
3864 第３種 平成08年05月29日 株式会社トラベルズーム
3881 第２種 平成08年06月10日 株式会社フランストラベルセンター ＪＡＴＡ
3882 第３種 平成08年06月10日 株式会社トライウエルインターナショナル ＪＡＴＡ
3901 第３種 平成08年06月17日 株式会社メキシコ観光(ＰＡＳＥＬＡパセラ)
3907 第３種 平成08年06月18日 株式会社晃葉サービス(マックスツーリスト)
3913 第３種 平成08年06月19日 株式会社トランスワールドツーリスト
3919 第３種 平成08年06月21日 株式会社オフィス華林 ＪＡＴＡ
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3933 第３種 平成08年06月26日 株式会社アイタック(アイタック トラベルサービス)
3937 第３種 平成08年06月27日 株式会社ワールド・ウェイジャパン
3943 第３種 平成08年06月28日 有限会社さかやツーリスト ＡＮＴＡ
3969 第３種 平成08年07月08日 株式会社グローバルコミュニケーショントラベル(ＧＣトラベル)
3970 第２種 平成08年07月08日 ジャパンエンタープライズ株式会社 ＡＮＴＡ
3971 第３種 平成08年07月09日 有限会社ユニバーサルプランニング ＡＮＴＡ
3976 第３種 平成08年07月09日 株式会社エムビーエイ(ＭＢＡ航空サービス) ＪＡＴＡ
3977 第３種 平成08年07月10日 有限会社サンワールド(ＳＵＮＷＯＲＬＤ ＣＯＲＰ)
3978 第３種 平成08年07月10日 株式会社蔵王
3991 第３種 平成08年07月17日 有限会社アティ・トラベル
3999 第３種 平成08年07月19日 株式会社リベルコン・ジャパン
4021 第３種 平成08年07月30日 株式会社コンベックス ＪＡＴＡ
4028 第３種 平成08年08月02日 株式会社エース航空三鷹
4040 第３種 平成08年08月19日 株式会社アスクミー ＪＡＴＡ
4047 第３種 平成08年08月22日 新世界旅運株式会社
4048 第３種 平成08年08月22日 アイク．インターナショナル株式会社(ＡＩＣ ＴＯＵＲＳ ＩＮＣ)
4049 第２種 平成08年08月23日 すばるトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
4063 第３種 平成08年09月02日 信和株式会社
4064 第３種 平成08年09月04日 クレーンインターナショナル株式会社 ＪＡＴＡ
4065 第３種 平成08年09月04日 株式会社華南(Hello ! New Tour) ＪＡＴＡ
4066 第３種 平成08年09月09日 株式会社悠遊ワールド(悠々自適遊世界)
4068 第２種 平成08年09月09日 株式会社共立メンテナンス ＡＮＴＡ
4075 第３種 平成08年09月17日 株式会社ジェイテック ＡＮＴＡ
4076 第３種 平成08年09月17日 有限会社トラベルシンシア
4097 第３種 平成08年10月11日 理想旅行株式会社
4098 第３種 平成08年10月11日 有限会社旅の企画(ワールドドリーム)
4104 第３種 平成08年10月21日 株式会社三普旅行社 ＡＮＴＡ
4115 第２種 平成08年11月11日 株式会社クレアス ＡＮＴＡ
4116 第３種 平成08年11月15日 有限会社ヒロ・トラベルサービス
4121 第３種 平成08年11月20日 ニッコー厚産株式会社(ＪＳＷトラベルサービス) ＪＡＴＡ
4122 第３種 平成08年09月05日 株式会社トラベルコレクション
4132 第２種 平成08年12月20日 小林 健一(ファン アイランド ツアー) ＡＮＴＡ
4138 第３種 平成09年01月08日 株式会社ビッグビート
4155 第３種 平成09年02月13日 株式会社ユーアイツーリスト(ユーアイサービス)
4159 第３種 平成09年02月18日 生活協同組合東京インターカレッジコープ
4183 第３種 平成09年03月27日 大日本トラベル株式会社(旅人（たびっと）センター)
4188 第３種 平成09年04月01日 株式会社ワールドリンク
4197 第３種 平成09年04月10日 泉友株式会社(泉友ツーリスト)
4205 第３種 平成09年04月25日 株式会社アイネス(アイネストラベルサービス)
4209 第３種 平成09年04月30日 株式会社カリーナツアーズ
4213 第３種 平成09年05月06日 株式会社アンティリーズ ＡＮＴＡ
4215 第３種 平成09年05月08日 東和トラベルサービス株式会社 ＡＮＴＡ
4222 第３種 平成09年05月15日 株式会社フライトツーリスト
4223 第３種 平成09年05月15日 有限会社ミヤ・インターナショナル ＡＮＴＡ
4240 第３種 平成09年05月29日 ソフィア株式会社(ソフィアネットワーク) ＡＮＴＡ
4268 第２種 平成09年07月31日 有限会社旅の魔法使い(旅まほ！) ＡＮＴＡ
4273 第３種 平成09年08月05日 有限会社シー・エム・ケイ(シー・エム・ケイ トラベル)
4274 第３種 平成09年08月12日 株式会社ジェイティーティー
4279 第３種 平成09年08月19日 岩谷クリエイティブ株式会社
4285 第３種 平成09年09月09日 いずみサポート株式会社(いずみトラベルサービス)
4296 第２種 平成09年09月24日 ＥＮＥＯＳトレーディング株式会社 ＡＮＴＡ
4302 第３種 平成09年10月02日 青木 良宏(ブルーウイングトラベル)
4304 第３種 平成09年10月02日 和華国際株式会社
4308 第３種 平成08年05月30日 株式会社ステラコーポレーション ＪＡＴＡ
4316 第３種 平成09年10月14日 株式会社ワールド トラベルエージェンシー
4317 第３種 平成09年10月14日 株式会社エヌエイチケイ文化センター(ＮＨＫ文化センター) ＪＡＴＡ
4318 第３種 平成09年10月16日 テルモビジネスサポート株式会社
4323 第２種 平成09年11月06日 株式会社ジェイ・シー・ツーリスト ＪＡＴＡ
4324 第３種 平成09年11月06日 華成商事株式会社(華成旅行社)
4333 第３種 平成09年11月20日 株式会社ティーエーエムインターナショナル(マイティーツアー)
4340 第３種 平成09年12月12日 ロンゴ株式会社 ＡＮＴＡ
4341 第２種 平成09年12月12日 株式会社ナンバーワントラベル渋谷
4350 第３種 平成09年12月22日 株式会社エスアールジー
4351 第３種 平成09年12月26日 株式会社ＡＤＡＣ(トラベルメロディ事業部) ＪＡＴＡ
4356 第３種 平成10年01月06日 株式会社アサヒホリディサービス
4361 第３種 平成10年01月22日 株式会社ウインテック
4362 第３種 平成10年01月23日 押田 七夫(エコトラベル) ＡＮＴＡ
4366 第３種 平成10年01月29日 有限会社スマイルツーリスト
4370 第２種 平成10年02月05日 エス・アイ・ジャパン株式会社(エス・アイ・ジャパントラベル) ＡＮＴＡ
4372 第２種 昭和52年12月01日 株式会社日本内外旅行 ＪＡＴＡ
4373 第３種 平成10年02月19日 有限会社トラベルボデギータ
4386 第３種 平成10年03月11日 有限会社ツアーステーション
4388 第３種 平成10年03月17日 有限会社むさしの企画(むさしの旅行)
4394 第３種 平成10年03月24日 エイベックス株式会社(エイベックスツアー)
4396 第３種 平成10年03月26日 株式会社フライト・モア ＪＡＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

4398 第３種 平成10年03月31日 株式会社文物文化国際旅行社
4402 第３種 平成10年03月03日 馬塲 典子(エクセレントトラベル)
4403 第３種 平成10年04月16日 株式会社シーエイチアイ(ＣＨＩ海外旅行センター)
4408 第３種 平成10年04月28日 永華国際株式会社
4417 第３種 平成10年05月12日 嘉南觀光株式会社 ＡＮＴＡ
4421 第３種 平成10年05月19日 エアーネット株式会社(エアーネットトラベル) ＡＮＴＡ
4422 第３種 平成10年05月19日 有限会社国際文化交流センター ＪＡＴＡ
4440 第３種 平成10年06月23日 華冨士株式会社
4442 第３種 平成10年06月30日 株式会社ＢＩＴトラベル
4448 第３種 平成10年07月14日 イーエイエス株式会社
4455 第３種 平成10年07月23日 アイティエイ株式会社
4457 第３種 平成10年07月28日 ジェーティージー華信株式会社(華友旅行)
4460 第３種 平成10年08月04日 株式会社バイシャリトラベルズジャパン(アジャンタ ツアーズ)
4465 第３種 平成10年08月11日 有限会社ワイアンドエイチツーリスト(Ｙ＆Ｈ　ＴＯＵＲＩＳＴ)
4472 第２種 昭和46年10月11日 紀鉄航空サービス株式会社 ＪＡＴＡ
4477 第３種 平成10年09月04日 株式会社ホスピタリティーツアーズ
4494 第３種 平成10年09月25日 ニッコー観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
4498 第３種 平成10年09月29日 有限会社イネット ＡＮＴＡ
4499 第３種 平成10年09月29日 矢島 昭久(エイ・ケイ・アイ・インターナショナル) ＡＮＴＡ
4503 第３種 平成10年10月01日 株式会社メリー・メーカーズ ＪＡＴＡ
4510 第３種 平成10年10月30日 株式会社トラベルファクトリージャパン
4516 第２種 平成10年11月11日 株式会社キャピタルヴィレッジ ＡＮＴＡ
4518 第３種 平成10年11月17日 株式会社オアシスツアーセンター(バケーション２１)
4525 第３種 平成10年11月27日 有限会社ドゥーイング ＡＮＴＡ
4527 第３種 平成10年12月01日 永島 京子(エル　ネット トラベル)
4528 第３種 平成10年12月09日 有限会社アドベンチャー・アイランズ(冒険の島)
4539 第３種 平成10年12月24日 株式会社ラッキーツアーセンター
4541 第３種 平成10年12月28日 有限会社キンカ
4544 第２種 平成11年01月08日 株式会社エヌケートラベル ＡＮＴＡ
4550 第３種 平成11年01月13日 有限会社オペラツアーズ・オルフェウス
4551 第３種 平成11年01月13日 株式会社エムジェイツアーズ
4559 第２種 平成11年01月26日 株式会社トラベルジャスト ＡＮＴＡ
4563 第２種 平成11年01月29日 有限会社エムエバーオンワード(ＭＥＯツアー)
4565 第３種 平成11年01月29日 半澤 俊成(半澤旅行企画) ＡＮＴＡ
4573 第３種 平成04年03月23日 株式会社旅行綜研 ＪＡＴＡ
4581 第３種 平成11年03月03日 東京シティ観光株式会社 ＡＮＴＡ
4583 第２種 平成11年03月05日 株式会社東京ナイストラベル ＡＮＴＡ
4594 第３種 平成11年03月26日 株式会社楽喜(ラッキトラベル) ＡＮＴＡ
4609 第３種 平成11年04月14日 株式会社ネイチャー企画
4616 第３種 平成11年04月27日 株式会社ゼグゥ
4629 第３種 平成11年05月20日 株式会社恵羽(エバツアー)
4642 第３種 平成11年06月07日 株式会社ジェイ･オー・ディー･トラベルサービス ＪＡＴＡ
4644 第３種 平成11年06月17日 株式会社アールブイジャパン
4646 第３種 平成11年06月23日 株式会社ジェイシーワイ
4648 第３種 平成11年06月28日 有限会社アイネットジャパンコーポレーション(クルーズネットワーク)
4652 第３種 平成11年07月02日 株式会社ダイワグループ
4655 第３種 平成11年07月13日 株式会社ドゥ・コンベンション
4658 第３種 平成11年07月15日 株式会社ジェイ・シー・インターナショナル ＡＮＴＡ
4659 第３種 平成11年07月22日 株式会社シャイニングワールド ＪＡＴＡ
4660 第３種 平成11年07月29日 有限会社茂木観光 ＡＮＴＡ
4663 第３種 平成11年04月12日 ブルス・トラベル株式会社
4664 第３種 平成11年08月13日 明治薬科大学生活協同組合
4665 第３種 平成11年08月16日 有限会社トータルエイド
4666 第３種 平成11年08月16日 株式会社インター・リゾート・クリエイト ＡＮＴＡ
4669 第３種 平成11年08月24日 株式会社エス・イー・ティー・クリエーション ＡＮＴＡ
4672 第３種 平成11年08月30日 株式会社ディ・ティ・エス
4675 第３種 平成11年09月09日 株式会社ロッティツアー ＡＮＴＡ
4679 第３種 平成11年09月14日 ヴァリューツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
4681 第２種 平成11年09月16日 国際旅行通信株式会社(アイテックトラベル) ＡＮＴＡ
4685 第３種 平成08年10月02日 株式会社シェーンコーポレーション ＪＡＴＡ
4698 第２種 平成11年10月26日 小松  信行(キャンディツアー) ＡＮＴＡ
4700 第２種 平成11年10月26日 株式会社ベストワーク(ベストツアー多摩) ＡＮＴＡ
4711 第３種 平成11年11月10日 株式会社オアシスオフィス(オアシスツアー)
4715 第２種 平成11年11月30日 株式会社ティ・エ・エス
4719 第２種 平成11年11月18日 株式会社パンプキントラベル ＡＮＴＡ
4723 第３種 平成11年11月26日 有限会社ジー・エム・トラベル
4724 第３種 平成11年11月30日 有限会社ジャストスカイネットワーク ＡＮＴＡ
4725 第３種 平成11年12月07日 株式会社ニムナック(ニムナックトラベル)
4727 第３種 平成11年12月07日 有限会社トラベルウェーブ
4729 第３種 平成11年12月09日 バックパックツアー有限会社
4733 第２種 平成11年12月15日 滝野川自動車株式会社 ＡＮＴＡ
4741 第３種 平成12年01月25日 インテックス有限会社(ミレニアムツーリスト) ＡＮＴＡ
4756 第３種 平成12年02月23日 有限会社江山観光社 ＡＮＴＡ
4760 第３種 平成12年03月03日 有限会社エヌ・ピー・エヌ(ネバーランド・ピープル)
4763 第３種 平成12年03月09日 株式会社東日トラベルセンター
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

4772 第３種 平成12年03月24日 株式会社ＪＴＢベネフィット
4773 第３種 平成12年03月30日 株式会社クロスロード
4782 第３種 平成12年04月20日 株式会社ジーエーピー
4787 第３種 平成12年04月27日 株式会社たびゲーター ＪＡＴＡ
4788 第２種 平成12年04月27日 有限会社インターナショナルツアーアシスタンス ＡＮＴＡ
4805 第３種 平成12年05月23日 リージェンシー・グループ株式会社 ＪＡＴＡ
4810 第３種 平成12年06月01日 ベル・ツーリスト株式会社 ＪＡＴＡ
4816 第３種 平成12年06月15日 株式会社エピックトラベルサービス
4825 第３種 平成12年06月22日 スカイワールドトラベルアンドトレード有限会社(スカイワールドトラベル)
4826 第３種 平成12年06月22日 株式会社スカイ・コーポレーション ＡＮＴＡ
4827 第３種 平成12年06月23日 旅行サロン西葛西株式会社 ＡＮＴＡ
4832 第３種 平成12年06月27日 株式会社シオン(シオントラベル) ＡＮＴＡ
4843 第３種 平成12年07月19日 株式会社フリーバード(東方見聞の旅) ＡＮＴＡ
4857 第２種 平成12年08月16日 株式会社フレンドシップ ＪＡＴＡ
4860 第３種 平成12年08月23日 秋山 千鶴子(ツバメ旅行会) ＡＮＴＡ
4861 第３種 平成12年08月23日 財形住宅金融株式会社
4877 第２種 平成12年09月27日 株式会社ＫＥＮドリ－ム ＡＮＴＡ
4885 第２種 平成12年10月04日 株式会社ステイワールド ＪＡＴＡ
4887 第３種 平成12年10月06日 東洋ビーネット株式会社
4895 第３種 平成12年10月20日 株式会社ピー・アイ・シー ＡＮＴＡ
4898 第３種 平成12年10月25日 有限会社シーアンドシー・ジャパン
4905 第３種 平成12年11月01日 株式会社ファーストブラザーズ ＡＮＴＡ
4910 第３種 平成12年11月15日 株式会社イーウェル ＪＡＴＡ
4911 第３種 平成12年11月17日 株式会社インタープラン・コーポレーション
4930 第２種 平成12年12月18日 スポーツマネジメント株式会社 ＡＮＴＡ
4939 第３種 平成13年01月17日 株式会社トレイド・ウィンズ・アソシエイツ
4941 第２種 平成13年01月19日 株式会社ジェイヤド ＪＡＴＡ
4944 第２種 平成13年01月26日 株式会社アイア(エーストラベルインターナショナル) ＡＮＴＡ
4954 第３種 平成13年02月16日 日本万博国際旅行有限会社
4964 第２種 平成13年03月05日 株式会社ハートフルツアーズ ＪＡＴＡ
4966 第３種 平成13年03月09日 有限会社エイチ・アール・ケイ
4968 第２種 平成13年03月09日 一般財団法人休暇村協会 ＡＮＴＡ
4980 第２種 平成13年04月17日 ジェイマインズ株式会社(ジェイマインズトラベル) ＡＮＴＡ
4981 第２種 平成13年04月17日 クーコム株式会社(トクー！) ＡＮＴＡ
4982 第３種 平成13年04月17日 株式会社日本マイケル(ペックツアー) ＪＡＴＡ
4983 第２種 平成13年04月17日 株式会社東急ホテルズ ＡＮＴＡ
4986 第２種 平成13年04月19日 小田急箱根高速バス株式会社 ＡＮＴＡ
4989 第３種 平成13年04月26日 株式会社サニーエキスプレス
4992 第３種 平成13年04月26日 イークルーズ株式会社
4996 第３種 平成13年05月15日 株式会社エス・ケー・エスツーリスト
5002 第２種 平成13年05月22日 株式会社ジャパントラベルネットワーク(ＪＴＮ) ＡＮＴＡ
5005 第２種 平成13年05月29日 サクセスコンベンション株式会社 ＡＮＴＡ
5018 第２種 平成13年06月21日 アメガジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
5024 第３種 平成13年07月10日 株式会社ヴィクトリア(ヴィクトリアトラベル)
5027 第２種 平成13年07月12日 商船三井フェリー株式会社 ＡＮＴＡ
5030 第３種 平成13年07月24日 イディオリンク株式会社
5036 第２種 平成13年08月02日 有限会社神洲トラベル ＡＮＴＡ
5038 第３種 平成13年08月07日 株式会社ドレスツアーズ
5040 第３種 平成13年08月09日 株式会社リオンロイヤル(ライオンツアー) ＪＡＴＡ
5047 第３種 平成13年09月04日 株式会社旅計画・エバーグリーンツーリスト ＪＡＴＡ
5053 第３種 平成13年09月13日 ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート株式会社 ＡＮＴＡ
5054 第３種 平成13年09月18日 有限会社トラベルサイト(トラベル旅サイト) ＡＮＴＡ
5055 第３種 平成13年09月18日 布　由紀子(ジェイアンドワイ　トラベル・ジャパン)
5056 第３種 平成13年09月18日 ワタナベモーターズ株式会社
5058 第３種 平成13年09月20日 株式会社スカイエフワールド ＡＮＴＡ
5059 第２種 平成13年09月25日 株式会社リロクラブ ＪＡＴＡ
5071 第２種 平成13年10月16日 スポーツクラブＮＡＳ株式会社 ＡＮＴＡ
5072 第３種 平成13年10月16日 株式会社トラベルジョーズ
5082 第３種 平成13年11月06日 株式会社シニア旅行カウンセラーズ ＪＡＴＡ
5085 第２種 平成13年11月15日 株式会社コスモエージェンシー ＡＮＴＡ
5089 第３種 平成13年11月22日 株式会社エスケープロモーション
5091 第３種 平成13年11月27日 株式会社リブラ
5097 第３種 平成13年12月20日 日本コンベンションサービス株式会社 ＡＮＴＡ
5101 第３種 平成14年01月08日 有限会社ツーリズムジャパン ＪＡＴＡ
5103 第３種 平成14年01月10日 株式会社日立オートサービス
5104 第３種 平成14年01月15日 渡邉　礼子(イージートラベル)
5107 第２種 平成14年01月29日 株式会社リムジン・パッセンジャーサービス ＪＡＴＡ
5111 第３種 平成14年02月12日 南　剛一郎(エアナンバーワンドットコムセンター) ＡＮＴＡ
5112 第３種 平成14年02月22日 有限会社東日本ツーリスト ＡＮＴＡ
5114 第３種 平成14年02月26日 株式会社ケイ・コンベンション
5115 第２種 平成14年02月28日 湯浅　秀樹(秀峰トラベル)
5120 第２種 平成14年03月19日 株式会社フジエクスプレス ＡＮＴＡ
5122 第３種 平成14年03月26日 有限会社ツアープランナー・ケイ
5124 第３種 平成14年03月28日 株式会社サンプラネット(サンプラネットトラベル)
5129 第３種 平成14年04月09日 株式会社アダツアーズジャパン ＪＡＴＡ

- 7 -



【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

5132 第３種 平成14年04月11日 株式会社エイチ・ダブル・ティー(ハレルヤワールドトラベル) ＪＡＴＡ
5134 第３種 平成14年04月18日 株式会社ＩＰモーション
5137 第３種 平成14年04月23日 ニュー東和観光有限会社
5138 第２種 平成14年04月25日 株式会社東京バスワールド ＡＮＴＡ
5141 第３種 平成14年04月30日 東京アソーシエイツ株式会社 ＪＡＴＡ
5145 第３種 平成13年10月16日 株式会社コラボレート研究所
5146 第３種 平成14年05月09日 グローバルナビゲーター株式会社 ＡＮＴＡ
5149 第３種 平成14年05月14日 インターナショナルハンズ株式会社(ＩＨトラベル)
5151 第３種 平成14年05月14日 株式会社日本経済社
5158 第３種 平成14年05月28日 有限会社フライト ＪＡＴＡ
5159 第３種 平成14年05月30日 有限会社ハルト観光 ＡＮＴＡ
5161 第３種 平成14年06月04日 株式会社新高
5163 第２種 平成14年06月06日 株式会社アールビーズ ＡＮＴＡ
5169 第３種 平成14年06月20日 コスタリカ株式会社(コスタリカ・グァテマラ観光)
5177 第３種 平成14年07月09日 株式会社トラベル・プランニング・サービス
5178 第３種 平成14年07月09日 株式会社スティア・コーポレーション(アメージングツアージャパン) ＡＮＴＡ
5184 第３種 平成14年07月25日 株式会社アーベーセー
5192 第３種 平成14年08月09日 株式会社ヴァリー国際エージェンシー ＡＮＴＡ
5198 第３種 平成14年08月20日 株式会社シーアンドピーエイジェンシー　 ＡＮＴＡ
5199 第２種 平成14年08月20日 東武バス株式会社
5200 第３種 平成14年08月20日 東武バスセントラル株式会社
5208 第２種 平成14年09月03日 京王電鉄バス株式会社 ＡＮＴＡ
5209 第２種 平成14年09月05日 株式会社明大サポート ＪＡＴＡ
5211 第３種 平成14年09月10日 株式会社マイバケーションツーリスト
5216 第３種 平成14年09月17日 株式会社ジャックスツアーズインターナショナル
5218 第３種 平成14年09月19日 ドラゴン・マネジメント株式会社 ＡＮＴＡ
5220 第３種 平成14年09月26日 有限会社ファーイースト
5222 第３種 平成14年10月01日 テイエス企画株式会社(テイエストラベル) ＪＡＴＡ
5229 第２種 平成14年10月29日 日本ワールドエンタープライズ株式会社
5234 第２種 平成14年11月07日 株式会社トラベックスツアーズ ＡＮＴＡ
5236 第３種 平成14年11月12日 村嶋　妙子(愛（あい）観光)
5238 第３種 平成14年11月19日 ベスト・ケイジェイ株式会社
5240 第３種 平成14年11月21日 西木　久恵(トラベルサポート空)
5247 第３種 平成14年12月03日 イースタートラベル有限会社(イースタートラベル)
5248 第３種 平成14年12月05日 株式会社エムアールシージャパン
5255 第３種 平成14年12月19日 片野　祐吉(サザンクロスツーリスト) ＡＮＴＡ
5257 第３種 平成14年12月24日 有限会社ツアーＴＯＫＹＯ ＡＮＴＡ
5264 第２種 平成15年01月14日 株式会社ピーアイティー(パラダイスアイランズツアー) ＡＮＴＡ
5265 第３種 平成15年01月21日 株式会社トラベリンク
5276 第３種 平成15年02月17日 株式会社ＪＡＬエービーシ－
5277 第３種 平成15年02月18日 有限会社勤労者旅行会(ＪＡＰＡＮ　ＵＮＩＯＮ　ＴＲＡＶＥＬ) ＡＮＴＡ
5278 第３種 平成15年02月18日 有限会社リバティヒルバケーション
5284 第３種 平成15年03月04日 近藤　由紀子(国内綜合観光) ＡＮＴＡ
5291 第３種 平成15年03月18日 有限会社ヒロ・トラベル・フォト
5292 第２種 平成15年03月20日 株式会社マイドゥ・インク ＪＡＴＡ
5293 第３種 平成15年03月20日 株式会社夢生活舎
5295 第３種 平成15年03月25日 とらべる通信株式会社 ＪＡＴＡ
5298 第３種 平成15年03月27日 トラベルサロンでんえん株式会社
5299 第３種 平成15年03月27日 コッツウォルズ・ウィンド・アカデミー株式会社 ＪＡＴＡ
5301 第２種 平成15年04月03日 有限会社スペシャリスト ＡＮＴＡ
5304 第２種 平成15年04月17日 西郡観光バス株式会社(横川観光サービス) ＡＮＴＡ
5312 第３種 平成15年04月22日 株式会社ジョイフル(ジョイフルツア－)
5334 第３種 平成15年05月22日 株式会社アイ・フロント ＡＮＴＡ
5339 第２種 平成15年05月29日 小田急シティバス株式会社 ＡＮＴＡ
5340 第３種 平成15年06月10日 株式会社アブロード(シーイングトラベル)
5341 第３種 平成15年06月10日 株式会社アリィトラベル
5345 第３種 平成15年06月17日 有限会社ローウェル
5346 第３種 平成15年06月17日 株式会社アウテック
5349 第３種 平成15年07月03日 有限会社エア・マート ＡＮＴＡ
5354 第３種 平成15年07月24日 株式会社ティー・マップ ＡＮＴＡ
5356 第３種 平成15年07月29日 有限会社新生トラベル
5365 第２種 平成15年08月28日 さんぽみち総合研究所株式会社(e－旅専科) ＡＮＴＡ
5376 第３種 平成15年09月25日 株式会社上(マイルツアー) ＡＮＴＡ
5377 第３種 平成15年10月02日 株式会社エム・エム・エス(エム・エム・エストラベルサービス)
5379 第３種 平成15年10月07日 有限会社トラベルブレーン ＡＮＴＡ
5385 第３種 平成15年10月30日 株式会社インターナショナルトータルプラン
5387 第３種 平成15年11月06日 株式会社悠々トラベル(YYT) ＡＮＴＡ
5388 第２種 平成15年11月11日 公益財団法人東京観光財団 ＡＮＴＡ
5389 第３種 平成15年11月18日 有限会社クルーズインターナショナル(ＣＩＴＤ)
5392 第３種 平成15年12月02日 株式会社ワンズ・ワン
5399 第３種 平成16年01月06日 有限会社フーリオ
5406 第３種 平成16年01月22日 株式会社アイモ
5408 第３種 平成16年02月03日 アイ・トリップ株式会社 ＡＮＴＡ
5419 第３種 平成16年03月02日 東罐共栄株式会社 ＡＮＴＡ
5423 第３種 平成16年03月09日 株式会社ジェットブラス(南米トラベル)
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

5427 第２種 平成16年03月23日 株式会社ぐるなび ＪＡＴＡ
5434 第３種 平成16年03月30日 有限会社Ｍ．Ａ．Ｅプランニング(el paradise)
5442 第２種 平成16年04月15日 株式会社ワキタ・ワールド(ワキタ・ワールドツアー)
5446 第３種 平成16年04月21日 株式会社セイゲンインタナショナルロシア
5457 第３種 平成16年06月08日 有限会社シンシアリティー
5458 第２種 平成16年06月10日 株式会社日本バスセンター(ジェイトラベル) ＡＮＴＡ
5461 第３種 平成16年06月15日 リンテックサービス株式会社
5463 第３種 平成16年06月17日 株式会社オープンドア
5468 第２種 昭和62年06月23日 東海旅客鉄道株式会社
5477 第２種 平成16年07月15日 有限会社勤労者レクリェーション協会 ＡＮＴＡ
5479 第３種 平成16年07月20日 株式会社アルタークリエーションズ
5481 第３種 平成16年07月20日 株式会社クラブワールド ＪＡＴＡ
5483 第２種 平成16年07月21日 株式会社日本旅行リテイリング ＪＡＴＡ
5487 第２種 平成16年07月29日 株式会社ナンバーワントラベル(ナンバーワンツアー) ＪＡＴＡ
5489 第３種 平成16年08月03日 株式会社ワールドアイツーリスト ＡＮＴＡ
5492 第２種 平成16年08月05日 有限会社ビックトラウト ＡＮＴＡ
5494 第２種 平成16年08月10日 信越電気工業株式会社(フレンドリートラベル) ＪＡＴＡ
5495 第２種 平成16年08月12日 株式会社マレア・クリエイト
5497 第３種 平成16年08月19日 株式会社エーエフジェイ
5499 第３種 平成16年08月19日 有限会社チャンストラベル
5500 第３種 平成16年08月31日 アイ・エイ・サービス有限会社
5504 第２種 平成16年09月21日 株式会社日の丸リムジン ＡＮＴＡ
5505 第３種 平成16年09月21日 アイテイオージャパン株式会社(アイテイオーツアー)
5508 第３種 平成16年09月28日 株式会社ＫＤＤＩエボルバ(ケイツーリスト)
5510 第３種 平成16年10月07日 株式会社ワールドスカイウォーク
5513 第３種 平成16年10月19日 株式会社ミニミニ ＡＮＴＡ
5514 第３種 平成16年10月21日 株式会社永栄
5517 第３種 平成16年10月29日 阿久澤 幸利(東京東旅行社) ＡＮＴＡ
5523 第２種 平成16年11月02日 株式会社ウインド(ウインドツアー) ＪＡＴＡ
5528 第３種 平成16年11月19日 株式会社Ｌｕｃｋｙ Ｔｒａｖｅｌ２１ ＡＮＴＡ
5529 第２種 平成16年11月22日 株式会社日本ソレック
5532 第３種 平成16年11月30日 株式会社ピコ(ピコツアー) ＪＡＴＡ
5533 第３種 平成16年11月30日 松岡 清明(エアー チケット センター)
5536 第３種 平成16年12月01日 Ｔ＆Ｅワールド株式会社
5540 第３種 平成16年12月15日 有限会社アミタイトラベル ＪＡＴＡ
5541 第３種 平成16年12月15日 ジェー・シー・ケー株式会社
5547 第３種 平成16年12月21日 リザベーションサービス株式会社
5548 第２種 平成16年12月24日 株式会社シダーリンクトラベル ＡＮＴＡ
5553 第３種 平成17年01月13日 株式会社ウィンウィン
5555 第２種 平成17年01月18日 ベルトラ株式会社 ＪＡＴＡ
5556 第３種 平成17年01月18日 有限会社地球冒険団(オリンピアツアー)
5559 第３種 平成17年01月25日 株式会社生活の木(生活の木トラベル) ＪＡＴＡ
5562 第３種 平成17年01月25日 有限会社イタリア旅行社(イタリアスキークラブジャパン) ＡＮＴＡ
5564 第３種 平成17年02月01日 株式会社アット・ザ・スカイ
5565 第２種 平成17年02月03日 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 ＡＮＴＡ
5566 第３種 昭和62年05月11日 安藤ハザマ興業株式会社(青山トラベル) ＪＡＴＡ
5567 第３種 平成17年02月08日 株式会社東急シェアリング
5570 第３種 平成17年02月15日 グランド・サークル・コーポレーション有限会社
5575 第３種 平成17年03月07日 シェルツーリスト株式会社
5584 第２種 平成17年04月06日 ワールド自興株式会社(ワールド観光バス) ＡＮＴＡ
5585 第２種 平成17年04月12日 株式会社ＨＭＣ東京 ＡＮＴＡ
5586 第３種 平成17年04月14日 有限会社アイユ・トラベル・プラナー ＪＡＴＡ
5590 第３種 平成17年04月19日 有限会社エンジェルアンドエンジェルス
5592 第３種 昭和45年08月10日 日米観光株式会社 ＪＡＴＡ
5598 第３種 平成17年04月28日 株式会社新中央クリエイト
5599 第３種 平成17年04月28日 有限会社富国(フコクアカデミーツアー)
5601 第３種 平成17年04月28日 尾髙　幸明(サンバード旅行)
5605 第３種 平成17年05月06日 東華商事株式会社(イーストチャイナ)
5606 第２種 平成17年05月12日 株式会社プリンシプル自動車(ファインツーリスト) ＡＮＴＡ
5607 第２種 平成17年05月17日 株式会社ダッシュ・ツーリズムソリューション ＡＮＴＡ
5609 第３種 平成17年05月24日 有限会社ジーエーアイ ＡＮＴＡ
5616 第３種 平成17年06月16日 三瓶　志浦子(たけのこ観光)
5622 第３種 平成17年06月22日 有限会社エフ・ティ・エヌ(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ・ﾄﾗﾍﾞﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸ)
5625 第３種 昭和53年04月28日 株式会社ユニオントラベル ＪＡＴＡ
5627 第３種 平成17年07月05日 株式会社リージェンシーツアーズ
5630 第２種 平成17年07月07日 株式会社スタービジョン(ラドントラベルワン) ＡＮＴＡ
5641 第３種 平成17年07月28日 東南国際株式会社(Ｓ・Ｅ・Ｉ)
5654 第３種 平成17年08月26日 株式会社アレスコサービス ＡＮＴＡ
5658 第２種 平成17年08月30日 つくば観光交通株式会社 ＡＮＴＡ
5659 第３種 平成17年09月06日 株式会社スクープジャパン
5662 第３種 平成17年09月21日 株式会社ハイライトコーポレーション
5663 第３種 平成17年09月22日 ＧＲＥＥＮＢＩＯＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ株式会社(ＡＬＩＳ　ＴＯＵＲ)
5681 第２種 平成17年11月10日 有限会社縁足旅行社 ＡＮＴＡ
5683 第３種 平成17年11月11日 株式会社アールスポーツウェブ
5684 第３種 平成17年11月11日 田島 完沖(ユニバーサルレジャー)
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

5688 第２種 平成17年11月29日 株式会社サイドサポートサービス(トラベルサポートセンター) ＡＮＴＡ
5690 第２種 平成17年12月06日 株式会社トラベルケア ＪＡＴＡ
5691 第３種 平成17年12月08日 株式会社ヴァイキング(アイスランド航空トラベル)
5697 第３種 平成17年12月26日 ワールドトラベルアソシエイツ株式会社 ＡＮＴＡ
5701 第２種 平成18年01月17日 株式会社プレゼンス ＡＮＴＡ
5705 第２種 平成18年02月03日 株式会社東急コミュニティー
5706 第２種 平成18年02月09日 株式会社ＢＬＥＳＳ(ＢＬＥＳＳ　ＴＯＵＲ) ＪＡＴＡ
5710 第３種 平成18年02月23日 株式会社グローバル研修企画
5711 第２種 平成18年02月24日 リンベル株式会社 ＪＡＴＡ
5714 第２種 平成18年03月02日 岡ツアーズ株式会社 ＡＮＴＡ
5715 第２種 平成18年03月03日 東急スポーツシステム株式会社
5717 第３種 平成18年03月07日 有限会社ピーエスジャパン(PS Travel Service) ＡＮＴＡ
5719 第３種 平成18年03月09日 有限会社レアリセ・プランニング
5721 第２種 平成18年03月17日 株式会社ジエブ ＡＮＴＡ
5727 第３種 平成18年03月24日 有限会社旅の木
5733 第２種 平成18年04月06日 有限会社東京シティーツアー(ＴＣツアー) ＡＮＴＡ
5742 第３種 平成18年05月16日 丸山　達雄(丸三ツーリスト) ＡＮＴＡ
5745 第２種 平成18年05月18日 商船三井興産株式会社
5754 第３種 平成18年06月09日 有限会社江南トラベル ＡＮＴＡ
5763 第３種 平成18年06月30日 株式会社リゾネット ＡＮＴＡ
5765 第２種 平成18年06月30日 株式会社セブンドリーム・ドットコム
5766 第３種 平成18年07月04日 株式会社小笠原ツーリスト
5767 第２種 平成18年07月06日 株式会社ＪＨＴ(ジャパンハーティツアーズ) ＡＮＴＡ
5769 第２種 平成18年07月07日 ルートインジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
5776 第３種 平成18年07月20日 大和企画株式会社(大和旅行) ＡＮＴＡ
5778 第３種 平成18年07月20日 東海観光サービス株式会社
5779 第３種 平成13年06月22日 有限会社ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ(Into Japan Specialist Tours) ＪＡＴＡ
5783 第３種 平成18年07月27日 株式会社パラダイスツアーズ
5784 第３種 平成18年07月28日 株式会社創学サービス(旅行センター)
5787 第３種 平成18年08月11日 秋間 正道(国内旅行計画)
5792 第３種 平成18年08月25日 株式会社キックス(キックス・エアー・チケット)
5796 第２種 平成18年09月08日 ＪＫスマイル株式会社 ＪＡＴＡ
5798 第２種 平成18年09月12日 株式会社自治労サービス(自治労旅行センター) ＡＮＴＡ
5802 第２種 平成18年09月21日 株式会社ホスピタリティエージェント ＡＮＴＡ
5804 第３種 平成18年09月26日 イン・ブルー株式会社
5805 第３種 平成18年09月26日 South Pacific Free Bird株式会社
5811 第３種 平成18年10月17日 株式会社ブループラネット
5816 第３種 平成18年10月26日 株式会社ＰＴＡ
5818 第３種 平成18年10月31日 エクスペディアホールディングス株式会社
5819 第２種 平成18年10月31日 全研本社株式会社(福利厚生ｻｰﾋﾞｽ学生ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ)
5822 第３種 平成18年11月08日 陸洋ツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
5824 第３種 平成18年11月06日 ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ･日興株式会社 ＪＡＴＡ
5826 第３種 平成18年11月09日 株式会社イーニング ＪＡＴＡ
5827 第２種 平成18年11月14日 ｱﾙﾌｧｲﾝﾀﾅｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ有限会社(Ａ．Ｉ．Ｓ．Ｃ) ＡＮＴＡ
5828 第２種 平成18年11月14日 株式会社スポートツアーズ ＪＡＴＡ
5829 第３種 平成18年11月16日 株式会社ライブ(中国四国フロント) ＡＮＴＡ
5830 第３種 平成18年11月16日 耀日商事有限会社
5831 第２種 平成18年11月17日 株式会社バスウェイ ＡＮＴＡ
5833 第３種 平成18年11月22日 株式会社日興通商(日興ダイヤモンドツアー)
5847 第３種 平成17年02月02日 楽天トラベルサービス株式会社
5849 第３種 平成18年12月21日 グランツールジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
5850 第２種 平成18年12月22日 株式会社ワイエスツアーズ ＡＮＴＡ
5856 第３種 平成19年01月05日 株式会社ナッソーインターナショナル
5864 第３種 平成19年01月25日 株式会社明治学院サービス
5867 第２種 平成19年02月13日 みちトラベルジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
5868 第３種 平成19年02月15日 株式会社プリンスホテル
5871 第３種 平成19年02月20日 東新観光株式会社(ＴＳＫ)
5875 第２種 平成19年02月27日 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
5880 第３種 平成19年03月06日 株式会社スポーツインダストリー ＡＮＴＡ
5885 第３種 平成19年03月20日 株式会社ＹＯＳＨＩＴＡＫＥ
5886 第３種 平成19年03月22日 有限会社総和(総和トラベル)
5888 第３種 平成19年03月22日 株式会社ＦＩＲＳＴ　ＢＬＥＳＳＩＮＧ ＡＮＴＡ
5896 第３種 平成19年03月29日 株式会社パシフィックツアーズ
5902 第３種 平成19年04月11日 株式会社Consulting,Trade & Tours(Sakura Tours) ＡＮＴＡ
5908 第３種 平成19年04月25日 株式会社エスケイトラベル(ＨＡＰＰＹ　ＴＯＵＲ)
5911 第３種 平成19年05月07日 ＮＣ交流サービス株式会社
5915 第３種 平成19年05月14日 株式会社ＡＨＮ(アジア・ホテル・ナビ)
5917 第３種 平成19年05月22日 株式会社サイクルズ・カンパニー
5920 第２種 平成19年06月05日 有限会社エル・プランニング ＪＡＴＡ
5921 第３種 平成19年06月07日 株式会社スターエキスプレス
5925 第２種 平成19年06月20日 一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう) ＡＮＴＡ
5926 第２種 平成19年06月20日 株式会社富士アカデミー(富士アカデミーツアーズ) ＡＮＴＡ
5929 第２種 平成19年06月29日 株式会社はとバスエージェンシー ＡＮＴＡ
5935 第３種 平成19年07月04日 株式会社楽楽旅行
5940 第３種 平成19年07月17日 有限会社鉄道の旅
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

5942 第３種 平成19年08月01日 豊島　弘江(スキヤ橋プレイガイド) ＡＮＴＡ
5944 第３種 平成19年08月03日 株式会社ＫＰ－ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ(メリソー・トラベルデザイン)
5949 第３種 平成19年08月31日 株式会社マクドウェルズ カンパニー リミテッド(Ｆｕｎ Ｔｒａｖｅｌ Ａｇｅｎｃｙ)
5950 第３種 平成19年08月31日 株式会社ＴＣＪ ＪＡＴＡ
5952 第２種 平成19年09月04日 株式会社タウンツアーズ(タウンツーリスト) ＡＮＴＡ
5954 第３種 平成19年09月07日 ビッグホリデーインターナショナル株式会社 ＪＡＴＡ
5955 第３種 平成19年09月18日 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
5958 第３種 平成19年09月25日 株式会社ワイケーティー(ＹＫトラベル)
5961 第２種 平成19年10月04日 株式会社Ｊトラベルセンター ＪＡＴＡ
5970 第３種 平成19年11月08日 内田　勝久(内田治療院)
5972 第３種 平成19年11月09日 株式会社タクシーアシスト ＡＮＴＡ
5976 第３種 平成19年11月22日 フォートラベル株式会社
5980 第３種 平成19年12月06日 株式会社アム・ネット
5987 第３種 平成20年01月07日 渡辺　厚男(あきる野ツーリスト)
5990 第３種 平成20年01月10日 株式会社エリアトラベル(たびびとのたまご) ＪＡＴＡ
5996 第３種 平成20年02月14日 東和航空輸送株式会社
5997 第２種 平成20年02月14日 ホテルスキップ株式会社 ＪＡＴＡ
5999 第３種 平成20年02月19日 有限会社ピーエヌジージャパン
6002 第３種 平成20年02月21日 合同会社トラベシーア
6003 第３種 平成20年02月21日 株式会社チャイナワールド
6004 第２種 平成20年02月26日 株式会社フジランド
6005 第３種 平成20年02月26日 正華商事株式会社
6015 第３種 平成20年03月13日 株式会社ホロスユニヴァース ＪＡＴＡ
6016 第３種 平成20年03月18日 株式会社メガ ＪＡＴＡ
6018 第３種 平成20年03月25日 株式会社ツーリストプランナー ＡＮＴＡ
6019 第３種 平成20年03月25日 株式会社プレッサアンドカンパニー(プレッサツアー) ＡＮＴＡ
6020 第３種 平成20年03月25日 ラーナツアーズ株式会社(Ｒａｎａ　Ｔｏｕｒｓ　) ＡＮＴＡ
6021 第３種 平成20年03月27日 株式会社ほくとツアーズ
6024 第２種 平成20年04月03日 株式会社キャブステーション ＪＡＴＡ
6026 第２種 平成20年04月08日 観光汽船興業株式会社 ＡＮＴＡ
6027 第３種 平成20年04月10日 株式会社ＨＩＣインターナショナル
6030 第３種 平成20年04月15日 株式会社コヤマコーポレーション(旅庵) ＡＮＴＡ
6034 第２種 平成17年08月17日 柿沼　洋子(ウェルネス・ツアー) ＡＮＴＡ
6035 第３種 平成20年05月13日 株式会社新東海旅行
6038 第３種 平成20年05月22日 株式会社慈恵実業 ＡＮＴＡ
6040 第３種 平成20年05月29日 有限会社スカイエクスプレス(ｼﾙｸﾛｰﾄﾞﾄﾗﾍﾞﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(STIC)) ＪＡＴＡ
6046 第３種 平成20年06月12日 株式会社トラベルライブラリー
6049 第３種 平成20年06月17日 株式会社野口産業(創世紀旅行)
6052 第３種 平成20年06月24日 株式会社エーティーエー
6058 第３種 平成20年07月10日 日本国際旅行株式会社(Ｃ．Ｊ．Ｋトラベル)
6060 第３種 平成20年07月15日 株式会社ユニオントラベルサービス ＡＮＴＡ
6062 第３種 平成20年07月22日 株式会社ビーケーエス
6067 第３種 平成20年07月31日 株式会社フォルトゥーナ
6073 第３種 平成20年08月12日 銀河商事株式会社
6078 第３種 平成20年08月21日 清水　睦(タウントラベル) ＡＮＴＡ
6083 第２種 平成20年08月28日 帝産観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
6085 第２種 平成20年09月02日 株式会社全観ツーリスト ＡＮＴＡ
6087 第３種 平成20年09月02日 株式会社オフィスザイ(フロイデ ライゼ)
6093 第３種 平成20年09月18日 日中商務株式会社(日中ツアー) ＡＮＴＡ
6095 第３種 平成20年09月18日 プリマ・マネジメント・サービス株式会社
6097 第３種 平成20年09月25日 株式会社ＮＳＩビジネスサポート(ＮＳＩ旅情報センター) ＡＮＴＡ
6099 第３種 平成20年10月02日 株式会社マンダレー
6100 第３種 平成20年10月07日 バリュートラベルジャパン株式会社
6101 第３種 平成20年10月14日 株式会社たびせん・つなぐ
6104 第３種 平成20年10月21日 株式会社ワンダートラベル
6105 第２種 平成20年10月23日 株式会社ＲＣＣ ＪＡＴＡ
6106 第２種 平成20年10月23日 アムス倶楽部株式会社 ＡＮＴＡ
6109 第２種 平成20年10月30日 Ｍｙ　Ｔｏｋｙｏ　Ｇｕｉｄｅ株式会社 ＡＮＴＡ
6112 第３種 平成20年11月04日 株式会社グローバルツアー・ジャパン
6113 第２種 平成20年11月04日 タビユー株式会社 ＡＮＴＡ
6114 第３種 平成20年11月11日 株式会社セブンスタイル ＡＮＴＡ
6117 第２種 平成20年11月18日 株式会社ドキドキ旅行 ＡＮＴＡ
6122 第３種 平成20年12月02日 株式会社ＷＤＴ ＪＡＴＡ
6125 第３種 平成20年12月16日 株式会社インディッグ ＡＮＴＡ
6126 第３種 平成20年12月16日 株式会社ピージー
6127 第３種 平成20年12月16日 株式会社エフワークス
6129 第２種 平成20年12月25日 株式会社クロスインターナショナル ＡＮＴＡ
6130 第３種 平成21年01月06日 株式会社ＹＭＯ(ワイエムオーツアーズ)
6134 第３種 平成21年01月08日 株式会社毎日エデュケーション ＪＡＴＡ
6137 第３種 平成21年01月27日 株式会社ワールドアベニュー
6138 第３種 平成21年01月27日 株式会社帝国ホテル
6140 第２種 平成21年02月26日 株式会社ジョイフル観光 ＡＮＴＡ
6141 第３種 平成21年02月26日 ティースタイル株式会社
6144 第２種 平成21年03月17日 イーマ株式会社 ＪＡＴＡ
6147 第３種 平成21年03月19日 ｼﾞｪｰ･ｼｰ･ﾃｨｰ日本国際商旅株式会社
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

6149 第３種 平成21年03月26日 有限会社旅行サロン四谷(旅行サロン四谷ジェイプラザ)
6150 第３種 平成21年03月26日 株式会社ファーストウエディング ＪＡＴＡ
6151 第３種 平成21年03月26日 株式会社キャラバンサライ
6152 第３種 平成21年03月30日 株式会社ＥＶＣトラベル ＪＡＴＡ
6153 第３種 平成21年03月30日 株式会社デスティネーションコンサルタンツ
6160 第３種 平成21年04月21日 株式会社アイシーエヌ
6162 第３種 平成21年04月21日 国際情報企画サービス株式会社 ＪＡＴＡ
6168 第３種 平成21年04月28日 株式会社2K INTERNATIONAL TRADERS(ＡＩＲ　１　ＴＲＡＶＥＬ) ＡＮＴＡ
6169 第３種 平成21年04月30日 ＰＵＲＥ　Ｔｒａｖｅｌ株式会社
6170 第３種 平成21年04月30日 株式会社ＳＫＹ　ＰＡＲＴＮＥＲ　ＪＡＰＡＮ(ＳＫＹ　ＷＡＶＥ)
6174 第３種 平成21年05月14日 株式会社ウキウキ
6175 第３種 平成21年05月21日 株式会社日本漫遊(漫遊之旅)
6177 第３種 平成21年06月04日 株式会社天旅
6179 第２種 平成08年11月18日 株式会社エス・ピー・アイ(あ・える倶楽部) ＪＡＴＡ
6180 第２種 平成21年06月09日 パラダイスリゾート株式会社 ＡＮＴＡ
6181 第３種 平成21年06月16日 株式会社シグネット(とらナビ) ＡＮＴＡ
6183 第２種 平成21年06月16日 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 ＡＮＴＡ
6185 第３種 平成21年06月23日 李 雪花(Ｎａｍｉ　Ｔｒａｖｅｌ) ＡＮＴＡ
6189 第２種 平成21年07月02日 株式会社ライズコミュニケーション ＪＡＴＡ
6191 第３種 平成21年07月16日 ＡＵＳＴＹ　ＰＴＹ　ＬＴＤ株式会社 ＡＮＴＡ
6193 第２種 平成21年07月09日 株式会社Ｊクレスト ＡＮＴＡ
6194 第３種 平成21年07月09日 株式会社日本トラスト ＪＡＴＡ
6196 第２種 平成21年07月16日 一般社団法人東京諸島観光連盟 ＡＮＴＡ
6199 第３種 平成21年08月06日 ＢＯＮＤリゾート株式会社
6200 第３種 平成21年03月18日 岡　正雄(清和観光)
6201 第３種 平成21年08月13日 株式会社プレジール
6204 第２種 平成21年08月13日 株式会社三進トラベルサービス ＡＮＴＡ
6205 第２種 平成21年08月20日 オーク株式会社 ＡＮＴＡ
6206 第３種 平成21年08月20日 株式会社ＧＯＬＤＥＮ　ＨＥＡＲＴ
6207 第３種 平成21年08月20日 一般社団法人町田市観光コンベンション協会 ＡＮＴＡ
6209 第２種 平成21年08月20日 株式会社トラベルスタンドジャパン ＡＮＴＡ
6210 第２種 平成21年08月20日 株式会社アミッションエージェント(ミッションツアー) ＡＮＴＡ
6213 第３種 平成21年08月27日 株式会社シナジークラブ ＡＮＴＡ
6217 第３種 平成21年08月27日 有限会社さくら綜合レジャー
6223 第３種 平成21年09月03日 株式会社ボディワークホールディングス
6225 第３種 平成21年09月08日 株式会社天公システム(天公トラベル)
6226 第２種 平成21年09月08日 日本物産株式会社(エヌビートラベル)
6232 第３種 平成21年10月06日 鎌田 孝(エンジョイツアー) ＡＮＴＡ
6233 第３種 平成21年10月08日 株式会社ＫＩＭＳ(ＫＩＭＳ　ＴＲＡＶＥＬ)
6235 第３種 平成21年10月08日 ＰＥＰ株式会社(プライムツアー)
6236 第３種 平成21年10月27日 東勝観光株式会社 ＡＮＴＡ
6237 第２種 平成21年10月22日 東京あおば農業協同組合(ＪＡ東京あおば旅行センター)
6238 第３種 平成21年10月22日 ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社
6240 第３種 平成21年10月29日 日盛国際株式会社 ＡＮＴＡ
6242 第３種 平成21年10月29日 株式会社フィールジャパンｗｉｔｈ　Ｋ
6244 第２種 平成21年10月29日 株式会社トライアングル ＡＮＴＡ
6247 第３種 平成21年11月19日 日本ジェネシス株式会社 ＪＡＴＡ
6249 第２種 平成21年11月26日 株式会社トラベラーズサポート ＡＮＴＡ
6254 第２種 平成21年12月10日 アイオー・トラベラーズ株式会社 ＡＮＴＡ
6256 第２種 平成21年12月10日 株式会社トラベルマルシェ ＡＮＴＡ
6258 第３種 平成21年12月10日 ワールドエアーツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
6264 第３種 平成22年01月07日 株式会社セイムコーポレーション(ミッドパックツアー) ＡＮＴＡ
6265 第３種 平成22年01月07日 アンフィトリオン・ジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
6267 第３種 平成22年01月12日 株式会社恒鑫源(Ｋ・Ｋ・Ｇトラベル)
6268 第３種 平成22年01月19日 星薬科大学生活協同組合
6271 第３種 昭和63年08月30日 株式会社ワールドミーティング ＪＡＴＡ
6272 第３種 平成22年01月28日 株式会社大栄トラベル東京
6274 第２種 平成15年12月17日 株式会社ステージシステム ＡＮＴＡ
6276 第３種 平成22年02月09日 ＢＯＮＳＡＩ株式会社 ＡＮＴＡ
6278 第３種 平成22年02月18日 Ｃｏｇｎｏｓｃｅｎｔｉ　Ｊａｐａｎ合同会社
6279 第３種 平成22年02月25日 株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｲｼｮﾝﾎﾘﾃﾞｲｽﾞﾄﾗﾍﾞﾙｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(ＧＮＨトラベル＆サービス) ＪＡＴＡ
6286 第３種 平成22年03月04日 日本中国経済交流促進会株式会社(ＪＣＥトラベル)
6288 第３種 平成22年03月11日 株式会社パルテンツァ ＡＮＴＡ
6293 第２種 平成22年03月25日 株式会社ティークエスト ＡＮＴＡ
6296 第３種 平成22年04月06日 株式会社イースター(イースターツアー) ＡＮＴＡ
6297 第２種 平成22年04月06日 ＢＸあいわ株式会社 ＡＮＴＡ
6301 第３種 平成22年04月08日 株式会社ビーティー・ジャパン
6302 第３種 平成22年04月08日 株式会社ジェイティーシーアイ
6306 第３種 平成22年04月15日 株式会社グローバルネットさくら ＡＮＴＡ
6309 第３種 平成22年04月15日 ＡＣＥＰＡＣＫ三洋航空株式会社
6311 第３種 平成22年04月27日 アカデミアツアーズ株式会社
6314 第３種 平成22年04月27日 株式会社ヒルトップ・マーケティングサービス
6316 第２種 平成22年05月13日 株式会社エイチアイティ(ヒットツアーズ) ＪＡＴＡ
6317 第２種 平成22年05月13日 有限会社自然と文化の旅
6320 第２種 平成22年05月20日 株式会社モマインターナショナル ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

6321 第３種 平成22年05月27日 亀井　正光(エスケイトラベルプランズ) ＡＮＴＡ
6322 第３種 平成22年05月27日 エヌ・ディー・アール株式会社(ＮＤＲトラベる) ＡＮＴＡ
6323 第２種 平成22年06月03日 横倉 陽介(ディスカバージャパンツアーズ) ＡＮＴＡ
6325 第２種 平成22年06月03日 風土サービス株式会社 ＪＡＴＡ
6328 第３種 平成22年06月17日 株式会社金通商事
6331 第２種 平成22年06月29日 山手観光自動車株式会社(山手トラベルサービス) ＡＮＴＡ
6333 第３種 平成22年07月01日 ヒューマンアカデミー株式会社
6339 第３種 平成22年07月15日 株式会社Ｒ＆Ｇ
6341 第３種 平成22年07月20日 株式会社グロリアツーリスト
6343 第３種 平成22年07月22日 株式会社サロンゴ
6344 第２種 平成22年07月22日 株式会社ナースフレンド ＪＡＴＡ
6348 第２種 平成22年07月29日 株式会社ＪＴＣ(Japan Travel Concierge) ＡＮＴＡ
6354 第３種 平成22年09月09日 萬祥株式会社 ＡＮＴＡ
6356 第３種 平成06年11月08日 ニューヨークトラベルジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
6358 第２種 平成22年09月16日 株式会社ライトスタッフ(ライトツーリスト) ＡＮＴＡ
6359 第３種 平成22年09月16日 株式会社やまおとうみ(Y-O-U)
6364 第２種 平成22年10月21日 株式会社セラヴィリゾート泉郷
6366 第３種 平成22年11月04日 株式会社三進インターナショナル ＪＡＴＡ
6367 第３種 平成22年11月04日 一般社団法人墨田区観光協会 ＡＮＴＡ
6368 第２種 平成22年11月04日 大南トラベル株式会社 ＡＮＴＡ
6370 第３種 平成22年11月11日 株式会社アライブ
6374 第３種 平成22年11月18日 株式会社ジェイドインターナショナル(ＪＤ　Ｔour) ＡＮＴＡ
6376 第３種 平成22年11月25日 株式会社東京トラベル
6382 第２種 平成22年12月02日 株式会社ラグジュアリージャパン ＪＡＴＡ
6383 第２種 平成22年12月09日 尾形　幸子(Ｇｅｍ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒｓ)
6385 第２種 平成22年12月16日 株式会社ドリームタイム ＡＮＴＡ
6387 第３種 平成22年12月16日 株式会社旅のもと ＡＮＴＡ
6393 第２種 平成23年01月06日 株式会社グッドツーリスト
6395 第３種 平成23年01月06日 アパサービス株式会社
6402 第３種 平成23年01月27日 株式会社アイデアツアーズ
6403 第３種 平成23年01月27日 アンドビジョン株式会社
6407 第３種 平成23年02月10日 株式会社ダイワトラベル
6408 第３種 平成23年02月24日 スカイ・シー株式会社 ＪＡＴＡ
6409 第３種 平成23年02月24日 ジャパンシネモービル株式会社
6412 第２種 平成23年03月10日 湯島サービス株式会社(翼紀行) ＡＮＴＡ
6414 第３種 平成23年03月10日 津溶実業有限会社(早稲田桜花旅行社) ＡＮＴＡ
6415 第３種 平成23年03月24日 株式会社ナカヤマ(フォーティ・ナインリゾーツ) ＪＡＴＡ
6416 第３種 平成23年03月24日 クエストジャパン株式会社
6417 第２種 平成23年03月24日 一般財団法人おくたま地域振興財団
6422 第３種 平成15年03月27日 インケアハワイ株式会社
6424 第２種 平成23年04月07日 キャリアフィールド株式会社 ＡＮＴＡ
6427 第３種 平成23年04月21日 株式会社ＪＣＮ(ＪＣＮトラベルサービス)
6429 第３種 平成23年05月12日 ａｕコマース＆ライフ株式会社
6430 第３種 平成08年04月01日 金橋国際交流株式会社(ＪＢＣインターナショナル)
6431 第３種 平成23年05月12日 阿部 秀行(江戸川中央旅行社) ＡＮＴＡ
6434 第３種 平成23年05月26日 ジャパンマリンサービス株式会社
6440 第２種 平成23年06月09日 株式会社宍戸国際ゴルフ倶楽部
6441 第３種 平成23年06月23日 ヒビノメディアテクニカル株式会社 ＡＮＴＡ
6444 第３種 平成23年06月30日 株式会社Ｍｏｂｉｌｉｔｉｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
6446 第３種 平成23年07月14日 株式会社雄保聯合國際旅行社
6447 第３種 平成05年09月27日 古河電工ビジネス＆ライフサポート株式会社 ＡＮＴＡ
6448 第３種 平成23年07月21日 株式会社ＩＣＭ
6449 第３種 平成23年07月21日 有限会社エバートラベルサービス(ＥＴＳ)
6451 第２種 平成13年10月09日 株式会社ＤＮＰファシリティサービス
6453 第２種 平成23年07月28日 株式会社Destination Asia Japan ＪＡＴＡ
6455 第３種 平成23年08月04日 株式会社トップ・スタッフ ＪＡＴＡ
6456 第３種 平成23年08月11日 旅日本株式会社(旅ＮＩＰＰＯＮ) ＡＮＴＡ
6457 第２種 平成23年08月18日 株式会社四季の旅 ＡＮＴＡ
6458 第３種 平成23年08月18日 株式会社ティージーアイ
6459 第２種 平成23年08月18日 株式会社グローバルツアー ＡＮＴＡ
6461 第３種 平成23年08月18日 株式会社イ－プラス ＪＡＴＡ
6462 第２種 平成23年08月18日 株式会社セカンドステージ ＡＮＴＡ
6463 第２種 平成23年08月25日 株式会社星和ビジネスリンク ＡＮＴＡ
6464 第３種 平成23年08月25日 株式会社旅の職人 ＡＮＴＡ
6467 第３種 平成23年08月25日 株式会社アクセス
6468 第３種 平成23年08月25日 トーホー観光株式会社 ＡＮＴＡ
6469 第３種 平成23年08月25日 株式会社エンカレッジ ＡＮＴＡ
6471 第３種 平成23年09月01日 株式会社ターミナル
6472 第３種 平成23年09月08日 石水株式会社(セキスイトラベル)
6473 第３種 平成23年09月08日 ＰＯＬＯ　ＡＩＲ日遊株式会社 ＡＮＴＡ
6475 第３種 平成23年09月15日 安信国際株式会社(安信旅行社) ＪＡＴＡ
6476 第２種 平成23年09月29日 株式会社ライツ・ツアー・サポート ＡＮＴＡ
6477 第３種 平成23年09月29日 株式会社セントラルトラベル
6478 第２種 平成23年09月29日 株式会社ヤマズジャパン ＪＡＴＡ
6487 第２種 平成23年11月01日 株式会社アイビーエス ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

6488 第３種 平成23年11月17日 株式会社ＪＣインターナショナル ＡＮＴＡ
6491 第２種 平成23年12月01日 一般社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ) ＪＡＴＡ
6494 第３種 平成23年12月22日 武州交通興業株式会社
6495 第３種 平成24年01月05日 株式会社アンゼロ(ＪＡＰＡＮプレミアツアー)
6496 第３種 平成24年01月05日 ＪＰクリード株式会社
6497 第２種 平成24年01月05日 エイ・キュー・トラベル株式会社 ＡＮＴＡ
6501 第２種 平成24年01月12日 株式会社Ａ．Ｉコーポレーション(Ａ．Ｉトラベル) ＪＡＴＡ
6502 第２種 平成24年01月19日 株式会社パワーソリューションズ(ｅ旅チケットドットコム)
6503 第３種 平成24年01月19日 株式会社ビーエフジージャパンリミテッド(セレブ・インディア)
6504 第３種 平成24年01月26日 芝原 弥加(メープル・ツアーズ)
6507 第３種 平成24年02月09日 株式会社ＳＫＹＬＩＮＫ
6508 第２種 平成24年02月09日 株式会社コラボレーション ＪＡＴＡ
6509 第３種 平成24年02月09日 観光文化ツーリズム株式会社(ａｂｃ観光文化ネットワーク)
6512 第３種 平成24年03月01日 アンディーナトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
6513 第２種 平成24年02月23日 公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 ＡＮＴＡ
6514 第３種 平成24年03月08日 ドリーム・ジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
6516 第３種 平成24年03月08日 株式会社ネイチャーオフィス ＡＮＴＡ
6517 第３種 平成24年03月08日 景文舎株式会社
6519 第２種 平成24年03月15日 株式会社マイナビ ＪＡＴＡ
6522 第３種 平成24年03月29日 ＡＢＣ国際医療ツーリズム株式会社
6523 第３種 平成24年03月29日 株式会社たびえもん ＡＮＴＡ
6525 第３種 平成20年12月22日 ジー・エヌ・インターナショナル株式会社
6526 第２種 平成24年04月05日 旅行計画アルファ株式会社 ＪＡＴＡ
6527 第３種 平成24年04月12日 株式会社エムアイジェイ
6529 第２種 平成24年04月19日 ＳＫＹＢＯ株式会社 ＡＮＴＡ
6531 第３種 平成24年04月19日 株式会社ペガサス(天馬旅行)
6536 第３種 平成24年05月24日 ギグワークスアドバリュー株式会社
6538 第３種 平成24年05月31日 株式会社立教オフィスマネジメント(立教トラベルプラザ) ＪＡＴＡ
6539 第２種 平成08年07月23日 株式会社鳳友産業 ＡＮＴＡ
6540 第３種 平成24年06月07日 一般社団法人しながわ観光協会(しなかんトラベルサロン) ＡＮＴＡ
6544 第３種 平成24年06月21日 株式会社グッドツアー ＡＮＴＡ
6546 第３種 平成24年06月21日 株式会社ブロード・ジャパン・カンパニー
6547 第３種 平成24年06月28日 パシフィック・エアジャパン株式会社(ＰＡＪ)
6548 第３種 平成24年07月05日 株式会社東方インターナショナル ＡＮＴＡ
6549 第３種 平成24年07月05日 ＥＴモバイルジャパン株式会社
6550 第３種 平成24年07月12日 株式会社ウィル・シード ＪＡＴＡ
6553 第３種 平成02年09月05日 花王ビジネスアソシエ株式会社(花王ツーリスト) ＪＡＴＡ
6555 第３種 平成24年07月19日 商和株式会社(東京国際トラベル)
6557 第２種 平成22年06月22日 株式会社ユナイテッドスペース ＪＡＴＡ
6559 第２種 平成14年09月10日 株式会社南西楽園ツーリスト ＪＡＴＡ
6560 第３種 平成24年08月09日 ファンタジア・トラベル株式会社
6565 第３種 平成24年08月23日 越洋通商株式会社(ＥＹＴＳトラベル) ＡＮＴＡ
6566 第３種 平成24年08月30日 株式会社ナルド
6572 第３種 平成24年09月20日 株式会社モン・エ・メール(ブルー＆スノートラベル)
6573 第３種 平成24年09月27日 株式会社ビジネスプランニング
6575 第３種 平成24年09月27日 株式会社マンデラ
6576 第３種 平成24年09月27日 東西ツアーズ株式会社
6577 第３種 平成24年10月04日 ヒューマンリンク株式会社
6578 第３種 平成24年10月04日 みのり株式会社
6580 第３種 平成24年10月04日 石田　克彦(文化の旅企画)
6583 第３種 平成24年10月25日 株式会社アポロプランニング ＡＮＴＡ
6585 第３種 平成24年10月25日 横川　裕人(ＡＹＴ) ＡＮＴＡ
6590 第３種 平成24年11月29日 海天商事株式会社(海天旅行) ＪＡＴＡ
6591 第２種 昭和53年06月23日 一般財団法人日本ユースホステル協会 ＪＡＴＡ
6593 第３種 平成24年12月20日 日本グローバルサポート株式会社
6594 第３種 平成24年12月27日 バイン株式会社 ＡＮＴＡ
6595 第３種 平成24年12月27日 株式会社ア・ラ・ゼウス(アラゼウストラベル) ＡＮＴＡ
6597 第２種 平成24年12月27日 ロングランプランニング株式会社(カンフェティの旅) ＡＮＴＡ
6602 第３種 平成25年01月10日 中里　友有子(すみだ川バストラベル)
6603 第３種 平成25年01月24日 深圳市金冠国際旅行社有限公司(ゴールデンクラウン)
6607 第３種 平成25年01月31日 日本ビジネスシステムズ株式会社(ＪＢＳ)
6608 第３種 平成25年02月07日 株式会社アイ・コミューン ＪＡＴＡ
6611 第３種 平成25年02月14日 株式会社インドウェーブ(ＴＲＡＶＥＬ　ＹＯＵＲ　ＤＲＥＡＭＳ) ＡＮＴＡ
6617 第３種 平成25年02月21日 株式会社旅屋 ＡＮＴＡ
6618 第３種 平成25年02月21日 岩渕　健児(アイ・タビーナ)
6619 第２種 平成25年02月21日 株式会社アイ・ビー・アイ(旅のいろえんぴつ) ＡＮＴＡ
6620 第３種 平成25年02月28日 東崎株式会社(東崎旅行)
6621 第３種 平成25年02月28日 株式会社Ａｔｒａｖｅｌ ＡＮＴＡ
6622 第２種 平成25年02月28日 特定非営利活動法人日本エコツーリズム協会(ＪＥＳ)
6623 第３種 平成25年03月07日 株式会社Ｌｏｃｏ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
6626 第２種 平成25年03月07日 株式会社明光ネットワークジャパン
6631 第３種 平成25年03月28日 株式会社ハビタトラベル ＪＡＴＡ
6633 第３種 平成25年04月04日 株式会社Ｊ　Ｇａｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
6634 第２種 平成25年04月11日 株式会社キッズワールド ＪＡＴＡ
6635 第３種 平成25年04月11日 株式会社ＮａＮａトラベル(ナナトラ) ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）
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正会員加入団体
（空欄は非加入）

6636 第３種 平成25年04月18日 株式会社ジェイアンドユー ＡＮＴＡ
6638 第２種 平成21年04月08日 株式会社マルマントラベル ＪＡＴＡ
6639 第３種 平成25年04月25日 株式会社プライムコンセプト(プライムトラベル)
6640 第２種 平成25年04月25日 株式会社バスくるグループ(バスくる) ＡＮＴＡ
6641 第３種 平成25年04月25日 株式会社朋徳旅行 ＡＮＴＡ
6645 第３種 平成25年05月02日 Booking.com Customer Service Center Japan株式会社
6649 第３種 平成25年05月16日 株式会社ロイヤルツーリスト
6650 第３種 平成25年05月23日 荒木　直子(ダイキ観光)
6651 第３種 平成15年06月18日 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｔ．トラベル ＪＡＴＡ
6654 第３種 平成25年06月20日 株式会社ビーエーアール ＪＡＴＡ
6656 第３種 平成07年08月01日 スワンインターナショナル株式会社 ＪＡＴＡ
6659 第３種 平成25年06月20日 株式会社ＮＤＣトラベル
6660 第２種 平成25年06月20日 株式会社ワールドファンツアーズ ＪＡＴＡ
6663 第３種 平成25年06月20日 中銀投資顧問株式会社 ＡＮＴＡ
6664 第３種 平成25年06月27日 株式会社サムライ･コーポレート･ジャパン ＡＮＴＡ
6665 第２種 平成25年06月27日 トラベルオンデマンド株式会社 ＡＮＴＡ
6666 第３種 平成25年06月27日 株式会社旅コンシェル ＪＡＴＡ
6668 第３種 平成25年07月04日 株式会社冠輝商事(冠輝国際)
6669 第３種 平成21年02月06日 株式会社華聯亜太管理集団(華聯旅行)
6672 第３種 平成25年07月11日 株式会社ＴＳＩホールディングス
6674 第３種 平成25年07月25日 テン･グループ･ジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
6675 第３種 平成25年07月18日 株式会社ゼニシス
6680 第３種 平成25年07月25日 株式会社ＪＴＢパブリッシング ＪＡＴＡ
6685 第３種 平成21年11月30日 株式会社日本之窓国際旅行　
6687 第２種 平成25年08月15日 株式会社大成観光バス(大成観光) ＡＮＴＡ
6688 第３種 平成25年08月22日 株式会社アトムプラン ＡＮＴＡ
6689 第３種 平成25年08月22日 小山　淳一(旅釣人　小山) ＡＮＴＡ
6692 第３種 平成25年08月22日 ジーアーチ株式会社(トライデント・ツアーズ) ＡＮＴＡ
6694 第３種 平成25年08月29日 ＳＧジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
6696 第２種 平成25年08月29日 株式会社オリコム ＪＡＴＡ
6698 第２種 平成25年09月05日 株式会社Ｒｉｄｉｌｏｖｅｒ(スタディツアー) ＡＮＴＡ
6699 第３種 平成25年09月05日 ＳＳＴ株式会社(エス　エス　トラベル)
6702 第３種 平成25年09月19日 ＴＳＪ株式会社(日本国際ツーリスト) ＪＡＴＡ
6704 第３種 平成25年09月26日 伊藤　里美(Ｉ・Ｓ・ＶＯＹＡＧＥＳ)
6705 第３種 平成25年09月26日 株式会社Ｌａｄｙ　ＣＯＣＯ
6706 第３種 平成25年09月26日 株式会社ポラリスジャパン(ＡＴＳツアー) ＡＮＴＡ
6708 第２種 平成25年09月26日 Ｕｂｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社
6709 第２種 平成25年09月26日 東日本高速道路株式会社 ＪＡＴＡ
6710 第３種 平成25年10月03日 株式会社ＡＩ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ
6712 第３種 平成25年10月10日 株式会社安達旅行
6713 第３種 平成25年10月10日 株式会社Ｊ･Ｋコーポレーション
6715 第３種 平成25年10月17日 ジャパン・カルチャーコミュニケーション株式会社 ＡＮＴＡ
6718 第３種 平成25年10月17日 株式会社オーダス(ＡＵＤＡＣＥ　Ｖｏｙａｇｅ)
6719 第３種 平成25年10月17日 有限会社ユーリンクプランニング
6722 地域限定 平成25年10月24日 岡部　重久(数馬の湯トラベル)
6723 第３種 平成25年10月31日 株式会社ＴＪＮ　ＴＯＵＲＳ
6725 第３種 平成25年11月14日 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社
6730 第３種 平成25年12月12日 株式会社ＫＥＹＪＡＰＡＮ(ＫＥＹ　トラベル)
6732 第３種 平成25年12月19日 石河　真通(三友観光社) ＡＮＴＡ
6735 第２種 平成26年01月09日 株式会社トラベルロード ＪＡＴＡ
6736 第２種 平成26年01月09日 株式会社ＣＢＳ ＪＡＴＡ
6737 第３種 平成26年01月09日 松井　聡司(ＥＰＪＡＰＡＮ)
6739 第３種 平成26年01月23日 キャプラン株式会社
6740 第３種 平成26年01月16日 有路　重明(国際旅行サービス)
6743 第３種 平成26年01月23日 ジャパンドリームツアー株式会社(ＪＡＰＡＮ　ＤＲＥＡＭ　ＴＯＵＲ) ＡＮＴＡ
6744 第３種 平成26年02月06日 株式会社ハルカゼ旅行社 ＪＡＴＡ
6746 第３種 平成26年02月13日 スカイレイク株式会社
6747 第３種 平成26年02月13日 石澤　トシ子(ウエストンビザセンター)
6748 第３種 平成26年02月13日 株式会社モードツアージャパン
6749 第３種 平成26年02月13日 株式会社クラブツーリズム･スペースツアーズ
6752 第３種 平成26年02月27日 旅和株式会社
6754 第３種 平成26年02月27日 合同会社コンテンツツーリズム振興機構(ミャンにゃんＮＥＴ) ＪＡＴＡ
6755 第３種 平成26年02月27日 株式会社シーアイエム ＡＮＴＡ
6756 第３種 平成26年04月03日 株式会社カノン ＪＡＴＡ
6757 第２種 平成26年03月06日 合同会社開運祥天(フジヤマ　ツーリスト) ＡＮＴＡ
6759 第３種 平成24年03月27日 東和国際株式会社 ＡＮＴＡ
6760 第２種 平成26年03月20日 株式会社大和
6761 第２種 平成26年03月20日 大友　仁(フレンド旅) ＡＮＴＡ
6762 第３種 平成26年03月20日 株式会社ソティア ＪＡＴＡ
6764 第３種 平成26年03月27日 株式会社ＢＳＡＣ ＡＮＴＡ
6765 第３種 平成26年03月27日 株式会社ＱＨホリデー ＪＡＴＡ
6766 第３種 平成26年03月27日 ジェイ・ユー・サービス株式会社
6771 第３種 平成26年04月10日 株式会社ジャパンフライトツアーズ(ジェイエフティー)
6773 地域限定 平成26年04月17日 Ａｋｉｂａ．ＴＶ株式会社(Ａｋｉｂａ　Ｄｅｅｐ　Ｔｒａｖｅｌ) ＡＮＴＡ
6774 第３種 平成26年04月17日 一般社団法人アカデミアサポート

- 15 -



【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

6775 第３種 平成26年04月17日 株式会社誠信インターナショナル(アイビスツアー) ＡＮＴＡ
6776 第３種 平成26年04月24日 株式会社ＡＳトラベル
6778 第３種 平成26年04月24日 株式会社ＪＣＷトラベル
6781 第３種 平成26年05月08日 丹羽　厚子(オーアンドエー)
6782 第２種 平成26年05月08日 Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ株式会社
6783 第３種 平成26年05月15日 株式会社ダックトラベルジャパン ＪＡＴＡ
6784 第３種 平成26年05月22日 トップウェル株式会社(ビッグパンダ旅行)
6787 第３種 平成26年05月29日 日本空港ビルデング株式会社
6790 第３種 平成26年06月05日 株式会社ひとたび
6792 第３種 平成26年06月12日 ツニブラトラベル・ジャパン株式会社 ＪＡＴＡ
6793 第２種 平成26年06月26日 株式会社船井総合研究所
6794 第２種 平成26年06月26日 株式会社プラネットアドベンチャー ＡＮＴＡ
6795 第２種 平成26年06月26日 株式会社東旅 ＡＮＴＡ
6796 第２種 平成26年07月03日 株式会社インテレクト(アイツアー) ＡＮＴＡ
6799 第３種 平成26年07月10日 株式会社アイザヤジャパン ＡＮＴＡ
6800 第３種 平成26年07月10日 株式会社エーライフ ＡＮＴＡ
6802 第２種 平成26年07月24日 アソビュー株式会社
6803 第３種 平成21年11月17日 株式会社Ｊ＆Ｊヒューマンソリューションズ
6804 第２種 平成26年07月17日 株式会社インターナショナル・インターフェイス(ＩＴＩ) ＡＮＴＡ
6806 第３種 平成26年07月24日 有限会社メイショウ(みさきトラベル)
6808 第３種 平成26年07月31日 安全サポート株式会社
6809 第３種 平成26年08月07日 株式会社東洋旅行 ＪＡＴＡ
6812 第２種 平成26年08月14日 株式会社エスティーオー ＡＮＴＡ
6814 第２種 平成26年08月14日 株式会社駅探 ＪＡＴＡ
6815 第２種 平成26年08月21日 有限会社Ｔｏｋｙｏ Ｇａｉｊｉｎｓ ＡＮＴＡ
6816 第３種 平成26年08月21日 ミッシートラベラーズ株式会社
6818 第２種 平成26年08月28日 株式会社大原キャリアスタッフ ＡＮＴＡ
6819 第３種 平成26年08月28日 株式会社ファイブスタークルーズ
6822 第３種 平成26年09月04日 株式会社ＭＴＳ ＡＮＴＡ
6824 第３種 平成26年09月04日 株式会社南街観光バス ＡＮＴＡ
6825 第２種 平成26年09月04日 株式会社ロックガレージ ＪＡＴＡ
6828 第３種 平成26年09月11日 Ｓ＆Ｊインターナショナル株式会社
6829 第３種 平成26年09月18日 株式会社ＳＭＴ
6831 第３種 平成26年09月18日 株式会社ＢＨＢ
6832 第３種 平成26年09月25日 賀矢インターナショナル株式会社(Ｇ．Ｉ．Ｔ．Ａ．) ＡＮＴＡ
6834 第３種 平成26年10月09日 株式会社ＴＯＫＩ
6836 第２種 平成26年10月09日 株式会社エアサーブ ＪＡＴＡ
6838 第３種 平成26年10月16日 株式会社ゴーランド
6839 第３種 平成26年10月23日 北澤　由美子(ＡＬＴＯエアーズ)
6841 第２種 平成26年10月30日 ｔａｂｉｔａｂｉ．ｒｕ株式会社 ＡＮＴＡ
6842 第３種 平成26年10月30日 株式会社日栄国際 ＡＮＴＡ
6843 第３種 平成26年11月06日 浦田　美帆(東京インテックス) ＡＮＴＡ
6844 第３種 平成26年11月06日 ヤポーニヤトラベルセンター株式会社
6845 第２種 平成26年11月06日 一般社団法人全国農協観光協会 ＡＮＴＡ
6846 第３種 平成26年11月06日 株式会社ジャパンビュー
6847 第２種 平成19年10月26日 株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント(ナクアトラベル) ＡＮＴＡ
6848 第３種 平成26年11月13日 株式会社トランシェルジュ・ジャパン ＡＮＴＡ
6849 第３種 平成26年11月13日 株式会社ＭＩＡ　Ｓｅｌｅｃｔ ＡＮＴＡ
6852 第３種 平成26年11月13日 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＮＯＡＨ(旅まる) ＡＮＴＡ
6853 第３種 平成26年11月20日 海日旅行社株式会社
6854 第２種 平成26年11月20日 日本ホテル株式会社 ＡＮＴＡ
6856 第３種 平成26年12月04日 株式会社ＪＶ　Ａｓｉａ
6857 第３種 平成08年05月30日 株式会社オーティーシージャパン ＡＮＴＡ
6858 第３種 平成22年04月01日 日信観光株式会社 ＡＮＴＡ
6859 第３種 平成26年12月11日 株式会社ヒューマンサポートＳＲ(東京さくら旅行)
6863 第３種 平成26年12月25日 佐藤　宏(オフィスサトウインターナショナル)
6864 第２種 平成26年12月25日 株式会社トラン(トランタクシー予約センター) ＡＮＴＡ
6868 第３種 平成27年01月08日 株式会社キックオフツアーサービス ＡＮＴＡ
6871 第３種 平成27年01月08日 株式会社日本サービスセンター(ウェルライフトラベル)
6872 第２種 平成27年01月08日 株式会社伊東園ホテルズ(伊東園ホテルズ旅行センター)
6874 第３種 平成27年01月08日 斉藤　健(雅) ＡＮＴＡ
6875 第２種 平成27年01月08日 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社(イリーゼライフスタイル)
6876 第２種 平成27年01月15日 未来Ｂ計画株式会社(みらいトラベル) ＪＡＴＡ
6877 第３種 平成27年01月15日 株式会社エイチ・アンド・エイ ＡＮＴＡ
6879 第２種 平成27年01月15日 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＳＥＲＶＥ ＪＡＴＡ
6883 第３種 平成27年01月22日 イーストグループ株式会社
6885 第２種 平成27年02月05日 株式会社誠和プランニング(東京交通トラベル) ＡＮＴＡ
6886 第２種 平成27年02月05日 株式会社スターツーリスト ＡＮＴＡ
6888 第３種 平成23年10月25日 アクレ旅行株式会社 ＡＮＴＡ
6889 第２種 平成27年02月12日 株式会社ＨＹＫ ＪＡＴＡ
6890 第２種 平成27年02月19日 株式会社ワップ ＡＮＴＡ
6891 第２種 平成27年02月19日 株式会社くらしの友(くらしの友トラベル)
6892 第２種 平成26年01月23日 株式会社地球旅行社 ＡＮＴＡ
6893 第３種 平成27年02月19日 株式会社オーエムプラス(ＯＭ traveller) ＪＡＴＡ
6894 第２種 平成27年02月19日 株式会社クルーズシステムアルファ ＡＮＴＡ

- 16 -



【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

6895 第３種 平成27年02月19日 株式会社アルメックス
6898 第３種 平成27年03月05日 三陽自動車株式会社
6901 第２種 平成27年03月12日 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＣＡＢＩＮ ＡＮＴＡ
6902 第２種 平成27年03月12日 ライフイズテック株式会社
6904 第３種 平成27年03月19日 株式会社アイ・ティ・エス(ｉトラベルスクエア)
6905 第３種 平成27年03月19日 株式会社アイエス
6906 第３種 平成27年03月26日 桜旅行株式会社 ＡＮＴＡ
6907 第３種 平成27年03月26日 櫻澤　香(ストリームツアーズ) ＡＮＴＡ
6908 第３種 平成27年03月26日 有限会社海弘商事 ＪＡＴＡ
6910 第３種 平成27年04月02日 東馬国際株式会社(東馬観光サービス) ＡＮＴＡ
6911 第３種 平成27年04月02日 株式会社Ｃ＆Ｒトラベル(ＬＵＸＵＲＹ　ＴＲＡＶＥＬ　ＪＡＰＡＮ) ＡＮＴＡ
6912 第３種 平成27年04月02日 斉藤　里美(白神ジャーニー旅行社) ＡＮＴＡ
6913 第２種 平成15年01月30日 春日　やよい　(リズムトラベル) ＡＮＴＡ
6914 第２種 平成27年04月09日 株式会社バリューＨＲ ＡＮＴＡ
6915 第３種 平成05年06月04日 エールボヤージ株式会社(ＡＩＲ　ＶＯＹＡＧＥＳ)
6916 第３種 平成27年04月09日 ピーストラベルインターナショナル株式会社
6917 第３種 平成27年04月09日 株式会社ＧＥＭＣＯ
6919 第３種 平成27年04月09日 羽田アシスタンス株式会社 ＡＮＴＡ
6920 第３種 平成27年04月09日 有限会社マクシスプランニング ＡＮＴＡ
6921 第２種 平成27年04月16日 株式会社ヒト・コミュニケーションズ
6923 第２種 平成27年04月16日 エアーチョイス株式会社 ＡＮＴＡ
6924 第３種 平成27年04月16日 昭友商事株式会社(昭友トラベル) ＡＮＴＡ
6925 第３種 平成27年04月16日 株式会社ティーエーエス
6927 第３種 平成27年04月23日 ユタカ観光株式会社 ＡＮＴＡ
6928 第３種 平成27年04月23日 ポラリス株式会社 ＡＮＴＡ
6930 第３種 平成27年04月23日 エー・シー・イー株式会社
6933 第３種 平成27年04月30日 合同会社サザンブルーエスケープ ＡＮＴＡ
6934 第３種 平成27年04月30日 株式会社ふくねこ(メイトラベル) ＡＮＴＡ
6936 第２種 平成27年04月30日 株式会社アイセルネットワークス ＪＡＴＡ
6941 第２種 平成27年05月21日 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
6943 第３種 平成27年05月28日 花谷　一郎(スカイヴァイン)
6951 第３種 平成27年06月18日 ＪＡＬＡＮ－ＪＡＬＡＮ　ＴＲＡＶＥＬ株式会社 ＪＡＴＡ
6952 第２種 平成27年06月18日 株式会社多摩情報メディア ＪＡＴＡ
6954 第３種 平成27年06月18日 有限会社ビジョンブリッジ
6956 第３種 平成27年06月18日 ジェイメッセージ株式会社 ＪＡＴＡ
6958 第３種 平成27年07月02日 株式会社メイズ ＡＮＴＡ
6963 第２種 平成27年07月23日 ジャパントラベルイースト株式会社(Ｊ　ＴＲＡＶＥＬ) ＡＮＴＡ
6964 第３種 平成27年07月23日 中商視野株式会社(視野の旅)
6967 第３種 平成27年07月30日 雅縁株式会社
6973 第３種 平成27年08月06日 株式会社ユーラストラベル ＪＡＴＡ
6974 第３種 平成27年08月13日 株式会社たび職人
6975 第２種 平成27年08月13日 株式会社ルックツアー ＡＮＴＡ
6978 第３種 平成27年08月20日 株式会社ビューグラント
6982 第２種 平成27年08月20日 日中国際旅行社株式会社 ＪＡＴＡ
6983 第２種 平成27年08月27日 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｇｕｉｄｅｓ　Ｇｒｏｕｐ ＡＮＴＡ
6985 第３種 平成27年08月27日 株式会社ＤＳＩ
6986 第２種 平成27年08月27日 アルピコ交通東京株式会社 ＡＮＴＡ
6987 第２種 平成27年08月27日 株式会社ビズフォース ＡＮＴＡ
6989 第３種 平成27年09月03日 一般財団法人日本国際協力センター ＡＮＴＡ
6990 第３種 平成27年09月03日 株式会社エイチエムジャパン
6991 第３種 平成27年09月03日 萩生田観光株式会社 ＡＮＴＡ
6992 第３種 平成27年09月03日 株式会社ＹＵＭＥプラン ＡＮＴＡ
6993 第３種 平成27年09月03日 ワンアップ株式会社 ＡＮＴＡ
6995 第３種 平成27年09月10日 株式会社フロンティア(フロンティアトラベル) ＡＮＴＡ
6996 第２種 平成27年09月10日 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 ＪＡＴＡ
7000 第３種 平成27年09月24日 新旅株式会社
7001 第３種 平成27年09月24日 カラーズ商事株式会社(カラーズ商旅) ＡＮＴＡ
7002 第２種 平成27年09月24日 大和リゾート株式会社 ＪＡＴＡ
7005 第３種 平成27年10月01日 ＢＯＪ株式会社
7007 第３種 平成12年06月06日 株式会社ベストリザーブ
7008 第３種 平成27年10月01日 株式会社シーライン東京(シンフォニーツアーズ)
7010 第３種 平成27年10月01日 東京アサヒグローバル株式会社 ＡＮＴＡ
7013 第３種 平成27年10月08日 ＪＰコミュニケーションズ株式会社
7015 第３種 平成27年10月08日 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｊａｐａｎ国際旅行社
7017 第３種 平成27年10月15日 株式会社ハートプランニング(ＡＡＡＴＲＡＶＥＬ)
7019 第２種 平成27年10月15日 株式会社キッズナーサリートラベル ＪＡＴＡ
7020 第３種 平成27年10月22日 株式会社グランツーリスト ＪＡＴＡ
7023 第２種 平成27年11月05日 株式会社ノットワールド ＡＮＴＡ
7025 第２種 平成27年11月05日 Ｔｈｅ Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ Ｇｕｉｄｅｓ株式会社 ＡＮＴＡ
7026 第３種 平成27年11月12日 株式会社ＳＴＲＵＳＴ ＡＮＴＡ
7028 第３種 平成27年11月12日 インフォニア株式会社 ＡＮＴＡ
7029 第３種 平成27年11月12日 株式会社イージーメディア(イージートラベル)
7033 第２種 平成27年11月19日 ジャパン・トラベル株式会社 ＪＡＴＡ
7036 第３種 平成27年11月19日 株式会社ファイン
7038 第２種 平成27年11月19日 東京遊覧観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7040 第３種 平成27年11月26日 株式会社スペースデザイン ＡＮＴＡ
7046 第３種 平成27年12月03日 株式会社ティ・アイ・ティ
7047 第３種 平成27年12月10日 株式会社ＳＯＯＴＡＮＧ　ＨＯＢＢＹ
7048 第３種 平成27年12月10日 偉峰実業日本株式会社(偉峰トラベル) ＪＡＴＡ
7049 第３種 平成27年12月10日 株式会社ロイヤルパークホテル
7051 第２種 平成27年12月10日 株式会社ＤＯＡ　ＪＡＰＡＮ ＪＡＴＡ
7053 第３種 平成27年12月17日 井口　和行(アイ・ケイ・トラベルサービス)
7054 第３種 平成27年12月17日 株式会社ＡＰワールド ＡＮＴＡ
7059 第３種 平成27年12月17日 株式会社共和
7060 第３種 平成27年12月24日 株式会社ＳａｋｕＲｅａｌ ＡＮＴＡ
7061 第３種 平成27年12月24日 ＪＣＩＴ株式会社 ＡＮＴＡ
7062 第３種 平成27年12月24日 株式会社アジアツーリスト ＡＮＴＡ
7067 第３種 平成28年01月07日 株式会社ワールドビジネスプラン(ワールドトラベルプラン)
7069 第３種 平成27年12月24日 株式会社ジェイエヌシー ＡＮＴＡ
7070 第３種 平成28年01月07日 合同会社Ｔｒｅａｓｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ ＪＡＴＡ
7071 第３種 平成28年01月07日 株式会社セラ ＡＮＴＡ
7072 第３種 平成28年01月07日 ｌａ　ｂｅｌｌｅ　ｖｉｅ株式会社
7073 第３種 平成28年01月07日 ディパーチャーズ株式会社 ＡＮＴＡ
7074 第２種 平成28年01月07日 株式会社とびら(トリップゲート) ＡＮＴＡ
7080 第３種 平成28年01月14日 株式会社Ｊｅｔ　Ｔｅａｍ
7081 第３種 平成28年01月14日 豊和国際株式会社(漫歩ＪＡＰＡＮ) ＡＮＴＡ
7082 第３種 平成28年01月14日 株式会社ＳＴＡＹＣＡＴＩＯＮ
7083 第３種 平成28年01月14日 セドナグローバル株式会社 ＡＮＴＡ
7084 第３種 平成28年01月14日 株式会社サンシャイン貿易(サンシャイントラベル) ＪＡＴＡ
7086 第３種 平成28年01月21日 有限会社ＭＥＮＴＯＲ(ＭＥＮＴＯＲ　ＴＲＡＶＥＬ)
7088 第３種 平成28年02月04日 株式会社ペガサストラベルジャパン
7090 第３種 平成28年02月04日 株式会社農林水産広報センター
7091 第３種 平成28年02月04日 株式会社シマネ
7094 第３種 平成28年02月04日 株式会社イーグルアイ ＪＡＴＡ
7097 第３種 平成28年02月04日 博美株式会社(博美トラベル)
7099 第３種 平成28年02月18日 ＭＴＪ株式会社
7100 第３種 平成27年07月01日 株式会社Ｆ．Ｌ．Ｙ ＪＡＴＡ
7101 第３種 平成28年02月18日 株式会社旅リンク
7104 第３種 平成28年03月03日 株式会社ダブル・ダブリュー・ビー・ジャパン
7105 第３種 平成28年03月03日 株式会社海外研修プログラム(ＩＴＰ) ＡＮＴＡ
7109 第３種 平成28年03月17日 株式会社サムライトラベル ＪＡＴＡ
7110 第３種 平成28年03月17日 株式会社ゴールド文化交流企画
7111 第３種 平成28年03月17日 ボーダー株式会社
7112 第３種 平成28年03月24日 ＣＲＥＡ株式会社(ＣＲＥＡ　ｖｏｙａｇｅ)
7114 第３種 平成28年03月24日 株式会社パルディア
7115 第３種 平成27年12月01日 株式会社澳林吉トラベル・ジャパン(オレンジ　トラベル・ジャパン) ＡＮＴＡ
7116 第２種 平成28年03月24日 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン ＪＡＴＡ
7117 第３種 平成28年03月31日 株式会社日本鳥類調査(ホビーズワールド)
7119 第２種 平成27年07月16日 The Japan Travel Company株式会社 ＡＮＴＡ
7121 第３種 平成28年03月31日 株式会社グリーンライズジャパン ＡＮＴＡ
7122 第３種 平成28年03月31日 エー・トップ・カンパニー株式会社
7124 第３種 平成28年04月07日 株式会社エフジェイケイグローバルサービス ＡＮＴＡ
7125 第２種 平成28年04月07日 東京トラベルパートナーズ株式会社 ＡＮＴＡ
7127 第２種 平成28年04月07日 ＬＴＫトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
7128 第３種 平成28年04月07日 ＴＭ企画合同会社(ＴＭツアーズ) ＡＮＴＡ
7130 第３種 平成28年04月07日 株式会社ファンルーツ(ファンルーツトラベル) ＡＮＴＡ
7132 第３種 平成28年04月07日 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｃｒｏｓｓ ＡＮＴＡ
7134 第３種 平成28年04月14日 株式会社ＫＯＮＩ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＡＮＴＡ
7135 第３種 平成28年04月14日 瑞徳商事株式会社 ＪＡＴＡ
7136 第３種 平成28年04月14日 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＡＮＴＡ
7137 第２種 平成28年04月14日 ＬＹ－ＨＩＳトラベル株式会社 ＪＡＴＡ
7139 第３種 平成28年04月14日 ＣＩＴＹ　ＴＲＡＶＥＬ＆ＴＯＵＲ株式会社 ＪＡＴＡ
7140 第３種 平成28年04月14日 株式会社国際総合援助協会(翼之旅)
7142 第３種 平成28年04月21日 小野田　哲(ＢＢツアーズ)
7145 第３種 平成28年04月28日 株式会社エイティエスティ(ＡＴＳトラベル) ＪＡＴＡ
7146 第３種 平成28年04月28日 株式会社Ｔｒｉｐｉｃｋｓ
7147 第３種 平成28年04月28日 ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ観光産業株式会社(中安国際ツアー)
7148 第３種 平成28年05月12日 株式会社ＫＴ
7149 第３種 平成28年05月12日 株式会社ミキ・トラベル ＪＡＴＡ
7150 第２種 平成28年05月12日 住友不動産ベルサール株式会社 ＪＡＴＡ
7153 第３種 平成28年05月12日 株式会社ノース・リバー ＡＮＴＡ
7154 第３種 平成28年05月12日 株式会社グローリー観光 ＡＮＴＡ
7155 第３種 平成28年05月12日 永信商事株式会社
7160 第３種 平成28年05月26日 モバイル・コマース・ソリューション株式会社
7161 第３種 平成28年05月26日 株式会社プランニングジャパン ＡＮＴＡ
7163 第２種 平成28年05月26日 株式会社ナビタイムジャパン(ＮＡＶＩＴＩＭＥトラベル) ＪＡＴＡ
7166 第３種 平成28年05月26日 株式会社ＧＴアソシエイション ＪＡＴＡ
7167 第３種 平成28年06月02日 平和国際交流株式会社
7168 第３種 平成28年06月02日 株式会社ＭＴ　ＰＬＡＮＥＴ(Ｄｏｌｐｈｉｎ Ｓｋｙ Ｔｏｕｒ)
7170 第２種 平成28年06月09日 株式会社ジャパンリムジンサービス
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7171 第３種 平成28年03月23日 株式会社ＦＲＥＥ　ＴＲＡＶＥＬ ＪＡＴＡ
7172 第３種 平成28年06月09日 ＣＶＴジャパン株式会社(ＣＶＴ ＪＡＰＡＮ ＴＲＡＶＥＬ ＳＥＲＶＩＣＥＳ) ＡＮＴＡ
7173 第３種 平成28年06月16日 株式会社ＮＥＸＴＯＵＲ
7175 第３種 平成28年06月16日 株式会社行意 ＡＮＴＡ
7179 第３種 平成28年06月23日 株式会社スペースマーケット
7180 第２種 平成28年06月30日 ケイエム観光バス株式会社 ＡＮＴＡ
7181 第２種 平成28年06月30日 株式会社ＶＩＰコンシェルジュ ＡＮＴＡ
7182 第２種 平成28年06月30日 株式会社みちのりトラベルジャパン ＪＡＴＡ
7183 第３種 平成28年06月30日 合同会社小江戸倶楽部ヘルスツーリズム ＡＮＴＡ
7188 第３種 平成28年02月01日 日本医療観光株式会社
7190 第２種 平成28年06月30日 株式会社ドリームボード ＡＮＴＡ
7191 第３種 平成28年06月30日 株式会社ＰｕｒｅＣｕｌｔｕｒｅ ＡＮＴＡ
7193 第２種 平成28年06月30日 株式会社スポーツ文化 ＡＮＴＡ
7194 第３種 平成28年06月30日 ソレイユ・コンセイエ株式会社 ＡＮＴＡ
7196 第３種 平成28年07月07日 株式会社日本自動車流通機構(Ｊツーリスト) ＪＡＴＡ
7197 第３種 平成28年07月07日 フクワ海外開発株式会社 ＡＮＴＡ
7198 第３種 平成28年07月07日 株式会社ＯｎｅＬｏｎ
7201 第３種 平成28年07月14日 ＯＴＳＵＫＡ株式会社
7202 第３種 平成28年07月14日 株式会社誠信スピリット(誠信旅行社) ＡＮＴＡ
7204 第３種 平成28年07月14日 株式会社らくだ倶楽部
7205 第３種 平成28年07月21日 株式会社ＴＵＮＩＵ　ＪＡＰＡＮ ＪＡＴＡ
7208 第３種 平成28年07月21日 株式会社国際観光東京 ＡＮＴＡ
7212 第３種 平成23年06月13日 株式会社ピース・イン・ツアー ＪＡＴＡ
7213 第３種 平成28年08月18日 ＫＥＮ株式会社(ＫＥＮ　ＴＲＡＶＥＬ)
7214 第３種 平成28年08月18日 株式会社ジャパンエクスプローラ ＡＮＴＡ
7217 第３種 平成28年08月18日 株式会社ＴＪ日本旅行
7218 第３種 平成28年08月25日 卓越株式会社 ＡＮＴＡ
7219 第３種 平成28年08月25日 連心国際株式会社
7220 第３種 平成28年08月25日 公益財団法人東亜総研(東亜マイス) ＡＮＴＡ
7221 第３種 平成28年08月25日 ｕｈｍｉ　ｔｒａｖｅｌ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ株式会社 ＡＮＴＡ
7223 第３種 平成28年08月25日 株式会社インフィールド
7224 第３種 平成28年09月01日 株式会社マラソンネットワーク・ツアー＆トラベル
7225 第３種 平成28年09月01日 株式会社三和トラベル ＡＮＴＡ
7226 第３種 平成28年09月01日 株式会社ＥＫＩ ＯＮＥ ＴＲＡＶＥＬ ＡＧＥＮＣＹ
7227 第３種 平成28年09月01日 株式会社楽達ＪＡＰＡＮ ＪＡＴＡ
7228 第２種 平成28年09月08日 株式会社Ｒｏｓｅａｕ　Ｐｅｎｓａｎｔ ＪＡＴＡ
7230 第３種 平成28年09月08日 株式会社方舟トラベル
7231 第３種 平成28年09月15日 四季日中国際株式会社
7235 第３種 平成28年09月29日 ネクサスリゾートジャパン株式会社
7237 第３種 平成28年09月29日 総合観光バス株式会社(ひまわり旅行サービス)
7238 第３種 平成28年01月05日 株式会社エム・ジェー・ティー ＪＡＴＡ
7240 第２種 平成28年09月29日 ｔｒｉｐｌａ株式会社 ＪＡＴＡ
7241 第３種 平成28年09月29日 国際ファッションセンター株式会社(ＫＦＣ　Ｈａｌｌ＆Ｒｏｏｍｓ)
7242 第３種 平成28年09月29日 福山　紫乃(Ｇ．Ｌ．Ａ．)
7243 第３種 平成28年10月06日 カラフジ国際株式会社
7244 第３種 平成28年10月13日 安鑫国際株式会社 ＡＮＴＡ
7245 第３種 平成28年10月13日 株式会社盛栄国際トラベル
7246 第２種 平成28年10月13日 ＳＢＩウェルネスバンク株式会社
7247 第３種 平成28年10月13日 株式会社ＡＩトラベル ＪＡＴＡ
7248 第３種 平成28年11月10日 おとなの遠足株式会社 ＡＮＴＡ
7249 第３種 平成28年11月10日 株式会社自由インターナショナル ＡＮＴＡ
7250 第２種 平成28年11月10日 Ｙｏｕ　Ｊａｐａｎ株式会社 ＪＡＴＡ
7251 第２種 平成28年11月10日 株式会社エイト・ドア ＡＮＴＡ
7252 第３種 平成28年11月10日 岡村　久美子(Ｋ’ｓトラベル) ＡＮＴＡ
7253 第２種 平成28年11月10日 株式会社ＡＬＥＸＡＮＤＥＲ＆ＳＵＮ ＡＮＴＡ
7254 第３種 平成28年11月10日 株式会社トライズム(ダッシュツアー) ＡＮＴＡ
7255 第３種 平成28年11月10日 ＳＩＭＯＮ株式会社(７７旅行社) ＡＮＴＡ
7256 第２種 平成28年11月10日 株式会社ジャクパ・エデュケアサポート(ジャクパ旅行センター) ＡＮＴＡ
7257 第３種 平成20年08月29日 株式会社クラウディアコスチュームサービス(銀座クチュールナオコ) ＪＡＴＡ
7259 第３種 平成28年11月17日 ＴＯＫＹＯ　ＷＡＹ株式会社 ＡＮＴＡ
7263 第３種 平成28年11月24日 日の丸交通株式会社 ＡＮＴＡ
7264 第２種 平成28年11月24日 ＭＯＴＯ　ＴＯＵＲＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7265 第２種 平成28年11月24日 株式会社アタックス
7266 第３種 平成28年12月01日 ＪＡＰＡＮ　ＴＲＡＶＥＬ合同会社
7267 第３種 平成28年12月01日 旅の萬処株式会社 ＡＮＴＡ
7268 第３種 平成28年12月01日 株式会社日本陽光国際
7269 第２種 平成28年12月08日 株式会社ブラザートラベル
7270 第２種 平成28年12月08日 株式会社スペースキー ＪＡＴＡ
7271 第３種 平成28年12月08日 スミリンビジネスサービス株式会社
7274 第２種 平成28年12月22日 ＷＡｍａｚｉｎｇ株式会社 ＪＡＴＡ
7275 第３種 平成24年03月15日 株式会社ＪＨＴ(Ｊａｐａｎ　Ｈａｐｐｙ　Ｔｏｕｒ) ＡＮＴＡ
7276 第３種 平成28年12月22日 株式会社ジョブライブ ＡＮＴＡ
7278 第３種 平成29年01月05日 日本トラベルプランニング株式会社 ＪＡＴＡ
7279 第２種 平成29年01月05日 リソルライフサポート株式会社 ＪＡＴＡ
7280 第３種 平成29年01月05日 株式会社悠遊インターナショナル ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7281 第３種 平成29年01月05日 株式会社ＷＨＥＲＥ ＡＮＴＡ
7283 第３種 平成29年01月05日 東悟アセット・マネジメント株式会社(東悟観光)
7285 第３種 平成29年01月12日 株式会社東京マリンサービス ＡＮＴＡ
7286 第３種 平成29年01月12日 株式会社アイナ
7287 第２種 平成29年01月12日 大和物産株式会社 ＪＡＴＡ
7288 第３種 平成29年01月19日 森谷ワールド株式会社(ＭＴワールド)
7290 第３種 平成29年01月19日 株式会社ウェルネスツーリズムあいあい(ＡｉＡｉトラベル)
7292 第３種 平成29年01月26日 株式会社ＥＥ２１
7293 第２種 平成29年01月26日 株式会社コンベンションリンケージ ＪＡＴＡ
7294 第３種 平成29年03月09日 株式会社アカツキ
7295 第３種 平成29年02月09日 新日国際旅行社株式会社(ＮＪＩトラベル)
7296 第３種 平成29年02月09日 アビアレップス株式会社
7297 第２種 平成29年02月09日 株式会社ティー・アイ・エス ＡＮＴＡ
7301 第２種 平成29年02月16日 株式会社ＰＣ-ＴＡＫＵ ＡＮＴＡ
7302 第３種 平成29年02月16日 京王自動車バスサービス株式会社
7303 第３種 平成29年02月16日 ウエストウッド株式会社 ＡＮＴＡ
7304 第３種 平成29年02月16日 Ｃ－Ｐｒｏユース・プラス合同会社 ＡＮＴＡ
7305 第３種 平成29年02月16日 株式会社スポットオン(スポットオンメディカルトラベル) ＡＮＴＡ
7306 第３種 平成29年02月23日 株式会社クールスターインターナショナル(Ｊａｐａｎ　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｔｏｕｒ)
7307 第３種 平成29年02月23日 株式会社ＭＨグループ(ＭＨグループ・トラベル) ＡＮＴＡ
7308 第２種 平成29年02月23日 株式会社Ｆｌｏｗｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ＡＮＴＡ
7310 第２種 平成29年02月23日 株式会社イールー ＡＮＴＡ
7311 第３種 平成29年02月23日 株式会社金丸商事(日中国際旅行社)
7312 第３種 平成29年02月23日 株式会社ＮｉｎＮｉｎ ＡＮＴＡ
7316 第３種 平成27年04月01日 株式会社佳日旅行(Ｎｉｃｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌｓ) ＡＮＴＡ
7318 第３種 平成29年03月09日 株式会社ソル・パラディ
7319 第３種 平成29年03月09日 株式会社ロジクエスト ＪＡＴＡ
7320 第３種 平成29年03月09日 株式会社クリル・プリヴェ ＪＡＴＡ
7321 第３種 平成29年03月16日 ネスグローバル株式会社
7322 第２種 平成29年03月23日 日本アイライフ株式会社 ＡＮＴＡ
7323 第２種 平成29年03月16日 株式会社東京エース免許センター
7326 第２種 平成29年03月23日 株式会社トータルマーケティングＤ・Ｓ ＪＡＴＡ
7327 第３種 平成29年03月23日 株式会社メメントリップ ＡＮＴＡ
7328 第３種 平成29年03月23日 株式会社暁
7329 第３種 平成29年03月23日 株式会社ＰＬＡＹ　ＴＨＥ　ＥＡＲＴＨ
7331 第３種 平成29年03月30日 トヨマ株式会社 ＡＮＴＡ
7332 第３種 平成29年03月30日 澤商事株式会社
7333 第３種 平成29年03月30日 有限会社ジェーシーエムコーポレーション(ＪＡＰＡＮ　ＴＡＢＩ　ＥＸＰＥＲＴ)
7335 第２種 平成29年04月06日 松本　裕之(トラベラーズ・サポート・ジャパン)
7336 第３種 平成29年04月13日 パンダ旅行株式会社
7337 第２種 平成29年04月13日 株式会社クールジャパントラベル
7338 第３種 平成29年04月13日 株式会社Ｆｒｏｍ　Ｔｏｋｙｏ ＡＮＴＡ
7339 第３種 平成29年04月13日 Ａｓｉａ　Ｔｒａｖｅｌ＆Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ株式会社 ＡＮＴＡ
7340 第３種 平成29年04月13日 北村　敏明(くるんトラベル) ＡＮＴＡ
7341 第３種 平成29年04月13日 株式会社ゆうゆうツーリスト ＡＮＴＡ
7342 第３種 平成29年04月13日 株式会社キングオクトパス(Xstream　Ｔours) ＡＮＴＡ
7343 第２種 平成29年04月13日 株式会社スターズアンドハーツ(合宿免許) ＡＮＴＡ
7346 第３種 平成29年04月20日 株式会社フェニックスツアー ＡＮＴＡ
7347 第３種 平成29年04月20日 シンフロンテラ株式会社 ＡＮＴＡ
7348 第３種 平成29年04月20日 日本国際医療交流センター株式会社
7349 第２種 平成29年04月20日 株式会社全日本交通安全教育センター ＡＮＴＡ
7350 第３種 平成29年04月20日 有限会社Ｇｏｏｄ　Ｇｒａｃｅ(Ｍｅｌｅ　Ｗｅｄｄｉｎｇ)
7351 第３種 平成29年04月20日 株式会社トリップデザイナー ＡＮＴＡ
7352 第２種 平成29年04月20日 サイエスト株式会社 ＪＡＴＡ
7354 第３種 平成29年04月20日 株式会社フリー ＡＮＴＡ
7355 第３種 平成29年04月27日 島風株式会社(島風旅屋) ＡＮＴＡ
7356 第２種 平成29年04月27日 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＴＯＵＲ ＡＮＴＡ
7357 第３種 平成29年04月27日 世嘉立方株式会社 ＡＮＴＡ
7358 第２種 平成29年04月27日 有限会社根木事務所(アドベンチャービタミン) ＡＮＴＡ
7359 第２種 平成29年05月11日 株式会社ダイブ(ＯＦＦＳＩＴＥ) ＡＮＴＡ
7360 第３種 平成29年05月11日 ニューつくば観光有限会社
7363 第３種 平成29年05月11日 ジョイトラベル株式会社
7365 第３種 平成29年05月11日 泓悦国際株式会社
7366 第３種 平成29年05月11日 株式会社ＧＫＳ．ｃｏｍ
7367 第３種 平成29年05月11日 ＪＨＴＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7368 第３種 平成29年05月11日 ＰＭＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社
7369 第３種 平成29年05月18日 株式会社ＦＳインターナショナル(華トラベルサービス)
7370 第３種 平成29年05月18日 Ｗ．Ｉ．Ｎ．株式会社 ＡＮＴＡ
7372 第３種 平成29年05月18日 スタートラベル株式会社
7374 第３種 平成29年05月25日 しろくまトラベル株式会社
7377 第３種 平成27年07月29日 株式会社ブルーマン ＪＡＴＡ
7379 第３種 平成29年06月08日 株式会社グレス
7380 第２種 平成29年06月08日 シダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社(スタンダード・トラベル・サービス) ＪＡＴＡ
7382 第２種 平成29年06月15日 株式会社エリスタ ＪＡＴＡ
7383 第３種 平成29年06月22日 新通株式会社(四季観光)
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7384 第３種 平成29年06月22日 商隊国際株式会社
7385 第３種 平成29年06月22日 レッドホースコーポレーション株式会社
7386 第３種 平成29年06月22日 日本ＭＴＩサービス株式会社
7387 第３種 平成29年06月22日 信川医療観光株式会社(信川トラベル)
7388 第３種 平成29年06月22日 株式会社ＩＳＧアウトドアトラベル ＪＡＴＡ
7389 第２種 平成29年06月29日 創世紀株式会社(Ｊｏｉｔｅｒ) ＡＮＴＡ
7390 第３種 平成29年06月29日 株式会社ＴＲＡＣＥ　ＨＯＴＥＬＳ＆ＴＲＡＶＥＬ．
7392 第３種 平成29年06月29日 株式会社ＪＯＩＮＴ　ＯＮＥ ＡＮＴＡ
7393 第２種 平成29年06月29日 ＫＳトラベル株式会社(ＮＯＵＲ　ＴＲＡＶＥＬ) ＡＮＴＡ
7394 第２種 平成29年06月29日 ケイジェイ・アソシエイツ株式会社 ＡＮＴＡ
7395 第２種 平成29年06月29日 株式会社ボックスツアー ＡＮＴＡ
7396 第３種 平成29年07月06日 輕部　ユリ(やまびこ観光)
7397 第３種 平成29年07月06日 株式会社ウィン ＡＮＴＡ
7398 第３種 平成29年07月06日 チャイナ・ストラテジー・パートナーズ株式会社 ＡＮＴＡ
7399 第３種 平成29年07月06日 Ｍ．Ｅ．Ｇ．トラベル株式会社 ＡＮＴＡ
7400 第３種 平成29年07月06日 合同会社トレイルファインダーズ
7406 第３種 平成29年07月20日 株式会社ＪＡＰＡＮＩＳＳＩＭＯ
7407 第３種 平成29年07月20日 青和観光株式会社 ＡＮＴＡ
7408 第２種 平成29年07月20日 株式会社ジューワー ＡＮＴＡ
7409 第３種 平成29年07月20日 株式会社ＡＮＰ ＡＮＴＡ
7410 第３種 平成29年07月27日 株式会社ＪＡＮＥ　ＬＩＮＫ(ＪＡＮＥ　ＬＩＮＫ　ＴＲＡＶＥＬ)
7412 第３種 平成27年12月04日 株式会社ジャパンスタート ＡＮＴＡ
7413 第３種 平成23年05月19日 株式会社オリオン通商 ＡＮＴＡ
7415 第２種 平成29年08月10日 株式会社マジオネット ＡＮＴＡ
7417 第３種 平成29年08月17日 株式会社ノーブル(ノーブルツアー) ＡＮＴＡ
7418 第３種 平成29年08月17日 グランスポーツ株式会社 ＡＮＴＡ
7419 第２種 平成29年08月17日 株式会社エンタープライズ(介護旅行) ＡＮＴＡ
7420 第３種 平成29年08月17日 藏ビジネスソリューション株式会社(洋禧文化ツーリスト) ＡＮＴＡ
7421 第３種 平成20年12月09日 株式会社ニューウェーブ(とらべるハート) ＪＡＴＡ
7422 第３種 平成29年08月24日 ヘキシンジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
7424 第３種 平成29年08月24日 株式会社Ｘプラス ＡＮＴＡ
7425 第３種 平成29年08月24日 ＫＤＤＩ株式会社
7426 第３種 平成29年08月24日 株式会社クレスティア
7427 第２種 平成29年08月31日 アクトインディ株式会社(いこーよトラベル)
7428 第３種 平成29年08月31日 株式会社ＡｉｒＸ ＪＡＴＡ
7429 第３種 平成29年08月31日 株式会社ルサンワールド
7431 第３種 平成29年09月14日 日本ビジネスライン株式会社 ＡＮＴＡ
7433 第３種 平成29年09月14日 株式会社日東観光
7434 第３種 平成29年09月14日 株式会社ポジティブドリームパーソンズ
7435 第３種 平成19年10月01日 株式会社健福教育研究所
7436 第２種 平成29年09月14日 株式会社アイ・エス・エス ＪＡＴＡ
7437 第３種 平成29年09月21日 株式会社清源
7438 第３種 平成29年09月21日 株式会社ラプレ ＪＡＴＡ
7440 第３種 平成29年09月28日 株式会社リンクス ＡＮＴＡ
7441 第３種 平成29年09月28日 株式会社ＡｎｄＢｅｙｏｎｄＴｏｋｙｏ
7442 第３種 平成29年09月28日 青垣観光バス株式会社
7443 第２種 平成29年10月12日 株式会社東京工学院テクノラボ(テクノスツーリスト) ＡＮＴＡ
7444 第３種 平成29年10月12日 株式会社ネクストラッド
7446 第３種 平成29年10月19日 ＦＲＩＧＡＴＥ　ＡＥＲＯ　ＴＯＵＲＳ株式会社
7447 第３種 平成29年10月19日 株式会社レミナン(ベトトリップ) ＡＮＴＡ
7448 第３種 平成29年10月26日 株式会社トリプル ＪＡＴＡ
7450 第３種 平成29年10月26日 株式会社ＺＹＸＴＲＡＶＥＬ　ＪＡＰＡＮ
7451 第３種 平成29年10月26日 株式会社ニシマチ旅行事業部 ＡＮＴＡ
7452 地域限定 平成29年10月26日 株式会社ボニネンシストラベル・オガサワラ(小笠原ボニネンシストラベル)
7454 第３種 平成29年10月26日 Ｔ＆Ｐ　ＴＯＵＲＩＳＭ株式会社 ＡＮＴＡ
7455 地域限定 平成29年11月02日 一般社団法人江東区観光協会 ＡＮＴＡ
7456 第３種 平成29年11月02日 株式会社Ｇ．ＡＴｏｕｒｉｓｔ ＡＮＴＡ
7457 第２種 平成29年11月02日 合同会社オ・フィル・デュ・ジャポン ＡＮＴＡ
7458 第２種 平成29年11月02日 株式会社Ｌｕｃｋｙｓ　Ｈｏｌｉｄａｙ ＪＡＴＡ
7460 第３種 平成29年11月02日 佳桜国際商旅株式会社
7462 第３種 平成29年11月09日 株式会社ケアサービスひかり(ひかりツーリスト) ＡＮＴＡ
7463 第３種 平成29年11月09日 株式会社ＡＣＡ ＡＮＴＡ
7464 第２種 平成29年11月09日 株式会社オーエンス ＪＡＴＡ
7466 第３種 平成29年11月16日 株式会社シーエルエー・テクノロジー
7467 第３種 平成29年11月16日 株式会社ことは(ｃｏｔｏｈａ) ＪＡＴＡ
7468 第２種 平成29年11月30日 株式会社タクシーサイト ＡＮＴＡ
7469 第３種 平成29年11月30日 株式会社ユーアイトラベル ＡＮＴＡ
7471 第２種 平成29年11月30日 株式会社バッファローツアーズジャパン(Ｄｉｓｃｏｖａ) ＡＮＴＡ
7472 第２種 平成29年12月07日 あうたび合同会社 ＡＮＴＡ
7473 第２種 昭和58年01月26日 株式会社テマサトラベル ＪＡＴＡ
7474 第３種 平成29年12月07日 未来商事株式会社(ＦＣＴ旅行) ＡＮＴＡ
7475 第３種 平成29年12月07日 株式会社トラベルワークス ＪＡＴＡ
7476 第３種 平成29年12月07日 株式会社みずほ観光
7479 第３種 平成29年12月14日 株式会社ＴＲＡＨＯＬＩ ＡＮＴＡ
7480 第３種 平成29年12月14日 株式会社ＳｍａｒｔＲｙｄｅ ＪＡＴＡ
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7481 第３種 平成29年12月14日 株式会社ツーフィールド ＪＡＴＡ
7482 第３種 平成29年12月14日 ＨＥＲＲＹ　ＳＵＳＡＮＴＯ(ＷｏｒｌｄＬｉｎｋｓ　Ｊａｐａｎ)
7483 第３種 平成29年12月21日 株式会社アド・インターフエース ＡＮＴＡ
7484 第２種 平成29年12月21日 株式会社ディー・エヌ・エー
7487 第３種 平成30年01月04日 株式会社コノミティ
7488 第２種 平成30年01月04日 株式会社四季の自然舎 ＡＮＴＡ
7490 第２種 平成29年12月28日 ｅｎａｋａｍｕｒａ株式会社(Ｓａｋｅ　Ｔｏｕｒｓ)
7491 第３種 平成29年12月28日 ティーピーエス国際株式会社
7492 第３種 平成30年01月04日 ＲＩＧＨＴ株式会社(ＲＩＧＨＴトラベル)
7493 第３種 平成30年01月04日 上游株式会社
7498 第３種 平成30年01月18日 株式会社百戦錬磨(ＳＴＡＹ　ＪＡＰＡＮ) ＪＡＴＡ
7499 第３種 平成30年01月18日 日本ヘェルストラベル株式会社
7500 地域限定 平成30年01月18日 株式会社下町ップロ
7501 第３種 平成30年01月18日 株式会社ワールドコンサルタント
7502 第３種 平成30年01月18日 株式会社ＥＴＳ
7503 第３種 平成30年01月18日 株式会社ベストアニバーサーリー ＪＡＴＡ
7506 第３種 平成30年01月18日 株式会社全日商
7507 第３種 平成30年01月18日 株式会社Ｃｉｎｑ　Ｌｉｂｅｒｔｅ
7509 第３種 平成30年01月25日 ＫＩＴＡトラベル株式会社
7511 第３種 平成30年01月25日 五洋亜細亜株式会社(ＭＮＣ毎日旅行) ＪＡＴＡ
7513 第３種 平成30年02月01日 株式会社ＢＥＮＳＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ ＪＡＴＡ
7514 第３種 平成30年02月01日 株式会社ティクシス
7515 第２種 平成30年02月08日 公益財団法人ハーモニィセンター ＡＮＴＡ
7519 第２種 平成30年02月15日 株式会社ビックライセンス ＡＮＴＡ
7520 第３種 平成30年02月22日 株式会社ＫＩＺＵＮＡ(ＫＩＺＵＮＡトラベル) ＡＮＴＡ
7521 第２種 平成30年02月15日 株式会社ＷＡＫＵＷＡＫＵ ＡＮＴＡ
7522 第３種 平成30年02月15日 ブリュクシートラベル株式会社 ＪＡＴＡ
7523 第３種 平成30年02月22日 Ｐ・Ｋ・Ｆ株式会社
7524 第２種 平成30年02月15日 株式会社安全運転教育協議会 ＡＮＴＡ
7525 第３種 平成30年02月22日 株式会社ＱＱ国際(ＱＱツアー)
7529 第３種 平成30年03月08日 株式会社オーエイチ
7530 第３種 平成30年03月08日 株式会社ジェイ・ケイ・アイ
7531 第３種 平成30年03月08日 株式会社Ｊｏｕｒｎｅｙ
7532 第３種 平成30年03月08日 ＥＸＯ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｊａｐａｎ株式会社(ＥＸＯ　Ｔｒａｖｅｌ) ＪＡＴＡ
7534 第３種 平成30年03月15日 株式会社ジャパン・スターウェイ・トラベル ＪＡＴＡ
7535 第３種 平成30年03月15日 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
7536 第２種 平成30年03月22日 株式会社クリエイト ＪＡＴＡ
7537 第３種 平成30年03月29日 株式会社ＣＣ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
7538 第３種 平成30年03月29日 株式会社リクルート
7539 第３種 平成30年03月29日 株式会社ＪＴＢビジネスネットワーク
7540 第２種 平成30年03月29日 Ｅｉｇｈｔｙ　Ｄａｙｓ株式会社 ＡＮＴＡ
7545 第３種 平成30年04月05日 株式会社レアジョブ ＪＡＴＡ
7546 第２種 平成30年04月12日 ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社 ＪＡＴＡ
7547 第２種 平成30年04月12日 株式会社地域ブランディング研究所(Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ　ＪＡＰＡＮ) ＡＮＴＡ
7548 第３種 平成30年04月12日 株式会社ＩＫＩＤＡＮＥ ＡＮＴＡ
7549 第３種 平成30年04月12日 エヌ・エイチ・アイ商事株式会社(ＮＨＩツァー) ＡＮＴＡ
7550 第３種 平成30年04月12日 合同会社海宝
7551 第３種 平成30年04月12日 株式会社城北交通(城北トラベル) ＡＮＴＡ
7552 第３種 平成30年04月12日 長谷川　なみこ(Ｄｏｍｏ　Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ)
7553 第２種 平成30年04月12日 株式会社デーベロップ．ヤリタ(スカイクイーンズ) ＡＮＴＡ
7554 第２種 平成30年04月19日 株式会社日本エクスプローラーズトラベル ＡＮＴＡ
7555 第３種 平成30年04月19日 一時合同会社 ＪＡＴＡ
7556 第３種 平成30年04月19日 不二観光株式会社 ＡＮＴＡ
7557 第３種 平成30年04月26日 花岡　二郎(Ｊツアーズ)
7558 第２種 平成30年04月26日 株式会社ベンチャーリパブリック
7561 第３種 平成30年04月26日 株式会社Ｄブリリアントパートナーズ ＪＡＴＡ
7562 第３種 平成30年04月26日 株式会社テレビ東京ダイレクト
7563 第３種 平成30年05月10日 ＤＥＬＶＥＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7564 第２種 平成30年05月10日 株式会社日本大学事業部 ＪＡＴＡ
7565 第３種 平成30年05月10日 株式会社ワールドツアーズ
7566 第３種 平成30年05月10日 天月株式会社(ＡＭＴトラベル)
7567 第３種 平成30年05月10日 鴻宇国際文化交流センター株式会社(原点旅行Ｊａｐａｎ)
7569 第２種 平成30年05月10日 楽天ＬＩＦＵＬＬ　ＳＴＡＹ株式会社 ＪＡＴＡ
7570 第３種 平成30年05月10日 ｏｔｏｍｏ株式会社
7571 第２種 平成30年05月10日 ロハスリゾート株式会社 ＡＮＴＡ
7573 第３種 平成30年05月17日 株式会社アジアビジネスコーポレーション ＡＮＴＡ
7574 第２種 平成30年05月17日 株式会社Ｈｏｔｓｐｒｉｎｇ(こころから) ＪＡＴＡ
7575 第３種 平成30年05月17日 株式会社アイアイアイ
7576 第２種 平成30年05月17日 ディアンドデパートメント株式会社 ＡＮＴＡ
7577 第３種 平成30年05月24日 株式会社スタートライン ＡＮＴＡ
7578 第３種 平成30年05月24日 株式会社日日遊
7579 第３種 平成30年05月24日 株式会社ケイ・イースト ＪＡＴＡ
7580 第２種 平成30年05月24日 エクスペリサス株式会社 ＪＡＴＡ
7581 第２種 平成30年05月24日 株式会社アクティビティジャパン
7583 第３種 平成30年05月24日 ハイアーブリッジ合同会社
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7586 第３種 平成30年05月24日 株式会社インパックツアーズ
7589 第３種 平成30年05月31日 株式会社ＹＡＹＡＹＯ(ＹＡＹＡＹＯツーリスト)
7590 第２種 平成30年06月07日 株式会社龍橋伊 ＡＮＴＡ
7591 第３種 平成30年06月07日 Ｃａｎｓｅｌｌ株式会社
7593 第２種 平成30年06月21日 ＤｉＤｉモビリティジャパン株式会社
7594 第３種 平成25年09月12日 関　理江(グローバルＩＢＡＲＡＫＩ)
7595 第３種 平成30年06月28日 株式会社唯愛国際
7596 第３種 平成30年06月28日 株式会社Ｆｕｎ　Ｇｒｏｕｐ ＪＡＴＡ
7597 第３種 平成30年06月28日 ココロトラベル合同会社 ＡＮＴＡ
7599 第３種 平成30年07月05日 株式会社ツアープラス・ワン ＡＮＴＡ
7600 第２種 平成30年07月05日 合同会社旅研究所 ＡＮＴＡ
7604 第３種 平成30年07月05日 鈺誠株式会社
7605 第３種 平成30年07月05日 株式会社マイフェイバリットパート ＡＮＴＡ
7608 第３種 平成30年07月12日 関根　宏明(ＷＡＨＵＵＵＵＵ　Ｔｒａｖｅｌ) ＡＮＴＡ
7609 第３種 平成30年07月12日 スマイニ―観光株式会社 ＡＮＴＡ
7611 第３種 平成30年07月12日 株式会社優待マーケット(ポッポオンライン)
7612 第３種 平成30年07月19日 ＰＲＯＴＥＳ株式会社(ＰＲＯ－ＴＯＵＲ)
7614 第２種 平成30年07月19日 株式会社ＲＥＡ ＡＮＴＡ
7616 第２種 平成30年07月26日 株式会社ＭＰａｎｄＣ
7618 第２種 平成30年08月02日 株式会社アイビーアイ ＡＮＴＡ
7619 第３種 平成30年08月02日 ＡＮＡビジネスジェット株式会社 ＪＡＴＡ
7620 第２種 平成30年08月02日 公益財団法人東京ＹＭＣＡ ＡＮＴＡ
7621 第３種 平成30年08月02日 日本山嶼海株式会社(山嶼海旅行)
7623 地域限定 平成30年08月09日 一般社団法人青梅市観光協会
7624 地域限定 平成30年08月09日 一般社団法人檜原村観光協会(ひのはら観光トラベル)
7625 第３種 平成30年08月23日 株式会社アクアツアーズ ＡＮＴＡ
7626 第３種 平成30年08月23日 金川旅行株式会社
7627 第３種 平成30年08月23日 Ｃｌｉｃｋ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 ＡＮＴＡ
7628 第３種 平成30年08月23日 株式会社Trip.com Air Ticketing Japan ＪＡＴＡ
7629 第３種 平成30年08月23日 株式会社ワールディング ＡＮＴＡ
7630 第３種 平成30年08月30日 株式会社キャッセルコープ ＡＮＴＡ
7633 第３種 平成30年08月30日 有限会社タガミ(Ｈａｗａｉｉａｎ　ＳＫＹ) ＡＮＴＡ
7634 第３種 平成30年08月30日 ツーリンクスジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
7636 第３種 平成30年08月30日 株式会社マックスサファリ
7637 第２種 平成30年09月06日 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 ＡＮＴＡ
7638 第２種 平成30年09月06日 株式会社フェアトラベルジャパン ＡＮＴＡ
7639 第２種 平成30年09月06日 株式会社縁トラベル ＡＮＴＡ
7640 第３種 平成30年09月06日 株式会社大和通信社 ＡＮＴＡ
7641 第２種 平成30年09月06日 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(World　Joint　Travel) ＪＡＴＡ
7642 第３種 平成30年09月13日 株式会社東木旅行 ＡＮＴＡ
7643 第３種 平成30年09月13日 和氣　康志(ヤナギツーリスト)
7644 第２種 平成30年09月20日 株式会社ジャパン・リリーフ ＡＮＴＡ
7645 第３種 平成30年09月20日 株式会社エムティーシージャパン ＪＡＴＡ
7646 第３種 平成30年09月20日 中美創世物聯科技日本株式会社
7648 第３種 平成30年09月27日 株式会社サニー・ラボ ＡＮＴＡ
7649 第３種 平成30年09月27日 株式会社ビュンビュンツアーズ ＡＮＴＡ
7650 第３種 平成27年10月20日 グーリィー株式会社(スパークジョイツアー) ＡＮＴＡ
7651 第３種 平成30年09月27日 東工コーセン株式会社 ＪＡＴＡ
7654 地域限定 平成30年10月04日 一般社団法人武蔵野市観光機構
7655 第３種 平成29年07月21日 株式会社山和旅行
7656 第３種 平成30年10月11日 酒井　秀昭(酒井建設観光部) ＡＮＴＡ
7657 第２種 平成30年10月11日 ＴａｋｅＭｅ株式会社
7658 第２種 平成30年10月18日 株式会社グローバルトラストネットワークス ＪＡＴＡ
7659 第３種 平成30年10月18日 株式会社日佳国際旅行
7661 第３種 平成27年12月02日 ＪＴＳ株式会社
7662 第３種 平成30年10月25日 コーヨーホールディングス株式会社(旅行事業部) ＪＡＴＡ
7663 第３種 平成30年10月25日 株式会社大米トラベル ＡＮＴＡ
7664 第３種 平成30年10月25日 ブリジアン株式会社(ブリジアントラベル)
7666 第３種 平成30年11月01日 株式会社メセナフィールドアークス ＡＮＴＡ
7668 第３種 平成30年11月01日 おはようトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
7669 第３種 平成30年11月01日 シングルサポート株式会社 ＡＮＴＡ
7672 第３種 平成30年11月01日 株式会社ジャパン・ランド・サービス ＡＮＴＡ
7673 第２種 平成30年11月01日 Tour&Charter International株式会社 ＡＮＴＡ
7675 第３種 平成30年11月01日 ＦＴ株式会社
7677 第３種 平成30年11月01日 ｉｎＳｋｙ株式会社
7678 第３種 平成30年11月08日 ＴＯＰ　ＡＧＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社
7679 第３種 平成30年11月08日 ＮＴＫ観光バス株式会社(ＮＴＫ観光) ＡＮＴＡ
7680 第３種 平成30年11月08日 株式会社ベストサービス(ＢＴＳトラベル)
7681 第３種 平成30年11月08日 株式会社ＪＡＮＹ ＡＮＴＡ
7682 第２種 平成30年11月15日 株式会社ＪＨＡＴ ＪＡＴＡ
7683 第３種 平成30年11月15日 株式会社コモンインタラクティブジャパン
7684 第３種 平成30年11月15日 株式会社千遊 ＪＡＴＡ
7685 第３種 平成15年07月03日 株式会社アジアトラベル ＡＮＴＡ
7686 第３種 平成30年11月22日 インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社(ＩＣＭ)
7687 第３種 平成30年11月22日 株式会社ぐんぐん
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7688 第３種 平成30年11月22日 美辰環球国際株式会社
7689 第２種 平成30年11月22日 特定非営利活動法人国際自然大学校 ＡＮＴＡ
7690 第３種 平成30年11月22日 キャンドゥー株式会社
7691 第３種 平成30年11月22日 株式会社ＷＩＮ　ＡＧＥＮＴ(スタートリップ) ＡＮＴＡ
7692 第２種 平成30年11月29日 東双不動産管理株式会社(東双旅行センター) ＪＡＴＡ
7694 第３種 平成30年12月06日 吉村　健治(ＹＫ企画) ＡＮＴＡ
7695 第３種 平成30年12月13日 東恒国際株式会社
7696 第２種 平成30年12月13日 株式会社ポケットカルチャー ＪＡＴＡ
7697 第３種 平成30年12月20日 株式会社ＭＩＬＵ
7698 地域限定 平成30年12月20日 株式会社ＪＳＴ ＡＮＴＡ
7699 第２種 平成30年12月20日 リベルタ株式会社(ハートランド・ジャパン) ＪＡＴＡ
7700 第３種 平成30年12月20日 株式会社ジェイシーブリッジ ＡＮＴＡ
7702 第３種 平成30年12月27日 ｈｉ　Ｊａｐａｎ株式会社
7703 第３種 平成30年12月27日 株式会社風遊
7705 第２種 平成30年12月27日 リソル不動産株式会社 ＪＡＴＡ
7707 第３種 平成30年12月27日 イセップ株式会社
7709 第３種 平成30年12月27日 株式会社ＪＣトラベルサービス
7710 第３種 平成30年12月27日 タビィコム株式会社 ＡＮＴＡ
7711 第３種 平成31年01月10日 株式会社旅のデザインラボ
7712 第３種 平成31年01月10日 和澤国際交流株式会社 ＡＮＴＡ
7714 第３種 平成31年01月10日 株式会社ＯＫ・ワールド
7716 第２種 平成31年01月17日 株式会社ＮｅａｒＭｅ ＡＮＴＡ
7717 第３種 平成31年01月17日 株式会社東洋トラベル ＪＡＴＡ
7719 第３種 平成08年06月07日 株式会社タイリクトラベルサービス ＪＡＴＡ
7721 第３種 平成31年01月24日 株式会社バッキーノ
7722 第３種 平成31年01月24日 須藤　哲志(車いすサポート・東京ハイヤー旅行社)
7723 第２種 平成31年02月14日 ＪＭＴＳ株式会社 ＡＮＴＡ
7724 第２種 平成31年02月07日 株式会社東京トラベルセンター ＡＮＴＡ
7725 第３種 平成31年02月07日 日月商事株式会社
7726 第３種 平成31年02月07日 株式会社エニグモ(ＢＵＹＭＡ　ＴＲＡＶＥＬ) ＪＡＴＡ
7729 第３種 平成31年02月14日 株式会社ＪＢＥ
7730 第２種 平成31年02月21日 株式会社誠和内装(ピカトラベル) ＡＮＴＡ
7732 第２種 平成31年02月21日 株式会社メディトラ ＪＡＴＡ
7734 第３種 平成31年02月21日 株式会社ＣＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
7735 第３種 平成31年02月21日 株式会社ミューコーポレーション(ミンピトラベル) ＡＮＴＡ
7737 第３種 平成31年02月28日 竹園株式会社
7738 第３種 平成31年02月28日 ルートブリッジ合同会社(ルートブリッジトラベル) ＡＮＴＡ
7739 第３種 平成31年02月28日 株式会社ＮＫワールドウェイズ
7740 第３種 平成31年03月07日 株式会社アフロシー(スピードアートラベル)
7743 第２種 平成31年03月14日 株式会社電通ライブ ＪＡＴＡ
7744 第３種 平成28年12月06日 株式会社ＢＰＳ(Ｄｒｅａｍ　Ｊｏｕｒｎｅｙ　Ｊａｐａｎ　) ＡＮＴＡ
7745 第２種 平成31年03月28日 国際医橋株式会社(ドリームツアー) ＡＮＴＡ
7747 第３種 平成31年03月28日 株式会社ＢｅａｒＴａｉｌ
7748 第２種 平成31年03月28日 株式会社東横イン
7752 第３種 平成31年03月28日 Ｓ．ＲＩＤＥ株式会社
7753 第３種 平成31年04月04日 ランタウ東京株式会社(ランタウ東京ツアーズ) ＡＮＴＡ
7754 第３種 平成31年04月04日 株式会社ＪＢＳ(ＪＢＳトラベル)
7755 地域限定 平成31年04月11日 株式会社農天気
7757 第２種 平成31年04月11日 株式会社平山
7760 地域限定 平成31年04月18日 株式会社共栄會 ＡＮＴＡ
7761 第２種 平成31年04月25日 株式会社ＨＡＴＡＧＯ(ＨＡＴＡＧＯ　ＴＲＡＶＥＬ) ＡＮＴＡ
7762 第３種 平成31年04月25日 株式会社エクスペクト
7763 第３種 平成08年06月18日 株式会社パノラマインターナショナル ＪＡＴＡ
7764 第２種 平成31年04月25日 株式会社Ouka　International　Travel ＪＡＴＡ
7765 第２種 平成31年04月25日 株式会社リンクバル ＡＮＴＡ
7766 第３種 令和01年05月09日 Ｔ２ワールドエンタープライズ株式会社 ＪＡＴＡ
7767 第２種 令和01年05月09日 株式会社ｗｏｎｄｅｒｔｒｕｎｋ＆ｃｏ． ＡＮＴＡ
7768 第３種 令和01年05月09日 ＯＹＯ　Ｊａｐａｎ合同会社
7769 第２種 令和01年05月09日 株式会社Ｃ・Ｉ・Ｔ ＡＮＴＡ
7770 第２種 令和01年05月09日 ＭＯＮＥＴ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社
7771 第２種 令和01年05月09日 株式会社フォーイット ＡＮＴＡ
7772 第３種 令和01年05月16日 株式会社協和アソシエイツ
7775 第３種 令和01年05月23日 ＪＣＴ株式会社 ＡＮＴＡ
7776 第３種 令和01年05月23日 株式会社東発(ｉＴｏｋｙｏトラベル)
7777 第３種 令和01年05月23日 株式会社楽の旅 ＡＮＴＡ
7780 第２種 令和01年06月06日 ＣＡＩＳＳＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7781 第３種 令和01年06月13日 株式会社ＵＰＥＸ
7782 第２種 平成30年04月05日 Ｒｅ－Ｊａｐａｎ株式会社 ＡＮＴＡ
7783 第３種 令和01年06月13日 アチェント・アクート株式会社 ＪＡＴＡ
7785 第３種 平成25年12月02日 株式会社ＤＭＣ ＡＮＴＡ
7787 第３種 令和01年06月20日 株式会社エイチ
7788 第２種 令和01年06月27日 リーフラストラベル株式会社 ＡＮＴＡ
7790 第３種 令和01年06月27日 三起旅行株式会社 ＡＮＴＡ
7791 第３種 令和01年06月27日 株式会社ワールドウォーカー
7792 第２種 令和01年07月04日 ＢｅｅＣｒｕｉｓｅ株式会社 ＪＡＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7793 第３種 令和01年07月04日 株式会社ＥＴＵ
7794 第３種 令和01年07月04日 株式会社国際不動産エージェント ＡＮＴＡ
7796 第３種 令和01年07月04日 ＳＰＩＣＥ株式会社
7797 地域限定 令和01年07月04日 株式会社セリバ
7799 第２種 令和01年07月04日 株式会社ジャスタビ ＪＡＴＡ
7800 第３種 令和01年07月04日 開誠株式会社 ＡＮＴＡ
7801 第３種 令和01年07月11日 翔雲国際株式会社
7803 第３種 令和01年07月11日 株式会社ＣｏｎｃｉｅｒｇｅＢＡＮＫ ＡＮＴＡ
7805 第２種 令和01年07月11日 商閎株式会社(富盟トラベル) ＡＮＴＡ
7806 第３種 令和01年07月18日 コロンブス・メディア株式会社 ＡＮＴＡ
7807 第３種 平成28年05月31日 株式会社ＡＣＴ　ＪＡＰＡＮ　Ｔ’Ｓ ＡＮＴＡ
7808 第２種 令和01年07月18日 株式会社ジャパンインターナショナルサービス ＡＮＴＡ
7809 第２種 令和01年07月18日 株式会社スポーツユニティ ＪＡＴＡ
7810 第２種 令和01年07月25日 株式会社ミラックストラベル ＡＮＴＡ
7811 第３種 令和01年07月25日 株式会社ペインタフューチャー ＡＮＴＡ
7812 第２種 令和01年07月25日 株式会社ＲＯＯＴｓ(さといこ) ＪＡＴＡ
7813 第３種 平成30年03月27日 合同会社アイリット(ハマトラベル)
7814 第２種 令和01年05月20日 株式会社ビジネスコンサルタント ＪＡＴＡ
7815 第３種 平成27年03月06日 合同会社ＡＬＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ(ＡＬＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ)
7816 第３種 令和01年08月01日 株式会社Ｍ．Ｙ．Ｋ．インターナショナル ＡＮＴＡ
7818 第２種 令和01年08月08日 ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ株式会社
7819 第３種 令和01年08月08日 株式会社ヘプタゴンズ ＡＮＴＡ
7820 第３種 令和01年08月08日 合同会社Ｔｒａｖｅｌ＆Ｃａｆｅ ＡＮＴＡ
7821 第３種 令和01年08月15日 株式会社友林 ＡＮＴＡ
7822 第３種 令和01年08月15日 ＥＬ東京株式会社 ＪＡＴＡ
7823 第２種 令和01年08月15日 株式会社ＫａｂｕＫ　Ｓｔｙｌｅ ＪＡＴＡ
7824 第３種 令和01年08月15日 有限会社ケイ・エス観光 ＡＮＴＡ
7825 第３種 令和01年08月15日 株式会社ミライズ(未来旅行) ＡＮＴＡ
7826 第３種 令和01年08月15日 株式会社協和企画
7827 第３種 令和01年08月22日 橋本総業株式会社 ＪＡＴＡ
7829 第３種 令和01年08月22日 株式会社エデューズ ＡＮＴＡ
7830 第２種 令和01年08月22日 株式会社結利(晴旅（はるたび）) ＡＮＴＡ
7831 第２種 令和01年08月22日 ジールツアー株式会社 ＡＮＴＡ
7833 第２種 令和01年08月22日 ソウ・エクスペリエンス株式会社 ＡＮＴＡ
7834 第２種 令和01年08月29日 合同会社ＡＣＴ(あばれんぼキャンプツアーズ) ＡＮＴＡ
7835 第３種 平成30年10月15日 国赫ホールディングス・卓洋株式会社(卓洋旅行)
7836 第２種 令和01年09月05日 結いジャパン株式会社 ＡＮＴＡ
7837 地域限定 令和01年09月05日 小川　豪(おがツー)
7838 第３種 令和01年09月05日 株式会社ラピッヅワイド(Ｌｉｂツアー・ひろせ)
7840 第３種 令和01年09月05日 大和自動車交通株式会社
7841 第２種 令和01年09月05日 株式会社産業経済新聞社 ＪＡＴＡ
7842 第３種 令和01年09月05日 ＪＡＬビジネスアビエーション株式会社 ＪＡＴＡ
7843 第３種 令和01年09月05日 丸紅エアロスペース株式会社
7845 第２種 令和01年09月12日 トラベラー株式会社 ＡＮＴＡ
7846 第３種 令和01年09月26日 ビスタ航空サービス株式会社
7848 第２種 令和01年10月03日 インタセクト・コミュニケーションズ株式会社
7849 第３種 令和01年09月26日 株式会社ＭＡＮＧＯＳＴＥＥＮ(万珍旅行) ＡＮＴＡ
7850 第２種 令和01年09月26日 株式会社イメルションジャポン ＡＮＴＡ
7851 第３種 令和01年10月03日 アクティブツアーズ株式会社 ＪＡＴＡ
7852 第３種 平成28年03月02日 日本八爪魚国際旅行株式会社
7853 第３種 令和01年10月03日 株式会社ＰＡＯ　ＰＬＡＴＥＡＵ(パオツアー)
7854 第３種 令和01年10月03日 ＪＡＬデジタルエクスペリエンス株式会社 ＪＡＴＡ
7855 第３種 令和01年10月03日 桜こみち株式会社(桜こみちハートフルトラベル) ＡＮＴＡ
7856 第３種 令和01年10月03日 ＧＮＵ株式会社
7858 第３種 令和01年10月10日 熱田　和子(全国ネットツーリスト)
7859 第３種 令和01年10月10日 株式会社マーキュリー
7860 第３種 令和01年10月10日 ヒコシンラボ合同会社
7862 第３種 令和01年10月24日 株式会社ＳｈｕｍＭａＫｅ ＡＮＴＡ
7863 第３種 令和01年10月24日 株式会社ＣＨＳ(易游日本) ＡＮＴＡ
7864 地域限定 令和01年10月31日 一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会 ＡＮＴＡ
7865 第３種 令和01年10月31日 ＳＣＡＬＥＳ株式会社 ＡＮＴＡ
7866 第３種 令和01年10月31日 陽生グループ株式会社 ＡＮＴＡ
7867 第２種 平成31年03月11日 グレース観光株式会社 ＪＡＴＡ
7868 第３種 令和01年11月07日 合同会社かぐやライゼビューロー ＡＮＴＡ
7869 第３種 令和01年11月07日 ＥＳＴＯＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7870 第３種 令和01年11月14日 長天株式会社 ＡＮＴＡ
7872 第２種 令和01年11月14日 ジップラス株式会社 ＡＮＴＡ
7873 第３種 令和01年11月14日 Ａｓｐｉｒｅ　Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 ＪＡＴＡ
7874 第２種 令和01年11月14日 株式会社ステージ ＡＮＴＡ
7875 地域限定 令和01年11月14日 株式会社ＣｏＣｏＲｏ
7876 第２種 令和01年11月14日 ＲＹＤＥ株式会社
7877 第３種 令和01年11月21日 株式会社フィッツ ＡＮＴＡ
7878 第２種 令和01年11月21日 株式会社ＣＲＡＺＹ ＪＡＴＡ
7879 第３種 令和01年11月21日 株式会社ＡＲＫＡＤＥＡＲ(ＡＲＫＡＤＥＡＲ　Ｔｒａｖｅｌ)
7880 第３種 令和01年11月28日 点新株式会社
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7881 第２種 令和01年11月28日 株式会社ＬＥＴＵＳ　ＪＰ ＪＡＴＡ
7882 第２種 令和01年11月28日 株式会社Ｊａｐａｎｉｓｍ ＪＡＴＡ
7883 地域限定 令和01年12月05日 田中　精一(大江戸トラベル)
7885 第３種 令和01年12月05日 株式会社ＳＥＮＮＡ　ＧＲＯＵＰ
7886 第３種 令和01年12月05日 株式会社ＭＯＭＯＤＡ
7887 第３種 令和01年12月05日 株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ ＪＡＴＡ
7888 第３種 令和01年12月05日 Ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ株式会社 ＪＡＴＡ
7889 第３種 令和01年12月12日 株式会社Ｃｒｏｗｎ ＡＮＴＡ
7890 第３種 令和01年12月12日 Ｈｅａｌｔｈ＆Ｓｍｉｌｅ株式会社(Ｔｒａｖｅｌ　ｐｌａｎｎｅｒ)
7891 第３種 平成18年11月08日 株式会社ボン・ジーノ
7892 第３種 令和01年12月19日 康乾商務トラベル株式会社
7893 第３種 令和01年12月19日 株式会社Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ＆Ｃｏ．(ｉＣｏｎｃｉｅｒｇｅ) ＡＮＴＡ
7895 第３種 令和01年12月19日 信遊株式会社
7896 第３種 令和01年12月19日 株式会社ハワードトラベルビューロー
7898 第２種 令和01年12月26日 株式会社ウエイクアップ ＡＮＴＡ
7899 第３種 令和01年12月26日 ｋｎｏｗｔｅ株式会社
7900 第３種 令和01年12月26日 株式会社久盛(ＮＥＷ　ＴＲＩＰ　ＪＡＰＡＮ) ＡＮＴＡ
7901 第３種 令和01年12月26日 株式会社ＭＥＩＹＡ
7902 第２種 令和01年12月26日 株式会社たかだ旅行社 ＡＮＴＡ
7903 第３種 令和02年01月09日 株式会社チャレンジワールドトラベル ＪＡＴＡ
7904 第３種 令和02年01月09日 株式会社旅行綜研東日本
7907 第２種 令和02年01月09日 株式会社ＬＩＮＯＲＥ ＪＡＴＡ
7908 第３種 令和02年01月09日 橋本アセットマネジメント合同会社(ＨＡＭ　ＴＲＡＶＥＬ)
7910 第３種 令和02年01月16日 ＶＪＣｏｎｎｅｃｔｓ株式会社(Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ)
7911 地域限定 令和02年01月16日 樋口　智幸(ローカルメディア) ＡＮＴＡ
7912 第３種 令和02年01月16日 株式会社ブロードリンク ＡＮＴＡ
7914 第３種 令和02年01月16日 株式会社コンタクトジャパン(コンタクトジャパントラベルエージェンシー)
7915 第３種 令和02年01月16日 株式会社グローバル・トラベル・サポート・サービス
7916 第３種 令和02年01月16日 株式会社知明システムサービス
7917 第３種 令和02年01月16日 株式会社アイ・エス・アイ ＡＮＴＡ
7918 第３種 令和02年01月23日 新川商事合同会社
7919 第２種 令和02年01月23日 株式会社エグゼクティブゴルフ ＪＡＴＡ
7920 第３種 令和02年02月06日 楊　漢威(鶴亀トラベル)
7921 第３種 令和02年02月06日 Ｒｅｉｗａトラベルユー株式会社
7922 第３種 令和02年02月06日 大振国際旅行株式会社
7923 第３種 令和02年02月13日 センチュリオンアルファ株式会社 ＡＮＴＡ
7924 第３種 令和02年02月20日 唐旅株式会社
7925 第３種 令和02年02月20日 天域株式会社 ＡＮＴＡ
7926 第３種 平成09年03月03日 株式会社二十一国際旅行社 ＪＡＴＡ
7928 第２種 令和02年02月20日 千栄交通株式会社 ＪＡＴＡ
7929 第３種 令和02年02月20日 逍遥文化株式会社 ＡＮＴＡ
7931 第３種 令和02年02月20日 紅櫻株式会社
7932 第３種 令和02年02月27日 株式会社トラベリエンス
7933 第３種 平成27年05月29日 大洋国際株式会社
7934 第３種 平成29年09月29日 ＬＤＴ株式会社
7935 第３種 令和02年02月27日 アンカー・インフィニット株式会社 ＪＡＴＡ
7936 第３種 令和02年02月27日 ウエスタン株式会社 ＡＮＴＡ
7937 第３種 令和02年02月27日 株式会社コーディアルツアーズ
7938 第２種 令和02年02月27日 株式会社ワールドスポーツ(釣具のキャスティングトラベル) ＪＡＴＡ
7939 第３種 令和02年02月27日 アポロ株式会社 ＪＡＴＡ
7940 第３種 令和02年02月27日 コンビネゾン合同会社
7941 第３種 令和02年03月05日 ＭａｇｉｃａｌＴｒｉｐ株式会社
7942 第３種 令和02年03月05日 エンプラス株式会社
7943 第２種 令和02年03月05日 公益財団法人日本宇宙少年団
7945 第３種 令和02年03月12日 株式会社順達旅行社
7947 第２種 平成29年02月03日 株式会社Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ ＡＮＴＡ
7948 第３種 令和02年03月12日 健康説株式会社
7949 地域限定 令和02年03月12日 株式会社万和
7950 第３種 令和02年03月19日 ＪＨＳサービス株式会社 ＡＮＴＡ
7951 第２種 令和02年03月19日 株式会社旬旅 ＡＮＴＡ
7952 第２種 令和02年03月19日 株式会社ピースインターナショナル
7953 第３種 令和02年03月19日 株式会社イー・ビジネス ＪＡＴＡ
7954 第２種 令和02年03月19日 株式会社Ｔｏｒｉｐｐｏ ＪＡＴＡ
7955 地域限定 令和02年03月26日 川﨑　雅実(Ｅａｓｙ　Ｔｒｉｐ　Ｔｏｋｙｏ)
7957 地域限定 令和02年04月02日 特定非営利活動法人ｉｔｓｗｅｌｌｎｅｓｓ
7958 第３種 令和02年04月02日 日本錦富株式会社
7959 第３種 令和02年04月02日 ＴＷＯ　ＧＯ株式会社 ＡＮＴＡ
7960 第３種 令和02年04月02日 日本国際ホリデー旅行株式会社 ＪＡＴＡ
7961 第２種 令和02年04月09日 合同会社犬寅ベル２３
7962 地域限定 令和02年04月09日 株式会社はなほしガーデンズ(花星旅行) ＡＮＴＡ
7963 第３種 令和02年04月09日 新美商事株式会社 ＡＮＴＡ
7964 地域限定 令和02年04月09日 公益社団法人八王子観光コンベンション協会
7966 第３種 令和02年04月09日 株式会社ファン・ナウ・ジャパン ＪＡＴＡ
7968 第３種 令和02年04月09日 アジア・トリップ株式会社 ＡＮＴＡ
7969 第３種 令和02年04月09日 株式会社アティックツアーズ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

7970 第２種 令和02年04月09日 アルモツーリズム株式会社 ＡＮＴＡ
7971 第３種 令和02年04月09日 株式会社カレハス ＡＮＴＡ
7972 第３種 令和02年04月09日 株式会社アイシークルーズ ＡＮＴＡ
7973 第３種 令和02年04月16日 ＴＴＳ株式会社
7974 第２種 令和02年05月07日 ＢＥＥＮＯＳ　Ｔｒａｖｅｌ株式会社 ＪＡＴＡ
7975 地域限定 令和02年04月16日 株式会社グッドライフ多摩 ＡＮＴＡ
7976 第３種 令和02年04月23日 株式会社トラベルＲｏｃｋ．ｓ ＡＮＴＡ
7980 第３種 令和02年04月23日 日本ベトナムツアリズム株式会社 ＪＡＴＡ
7981 第３種 令和02年04月23日 株式会社イーコネクト ＡＮＴＡ
7982 第３種 令和02年04月23日 株式会社高文 ＡＮＴＡ
7983 第３種 令和02年04月23日 株式会社ＡＣＥエンタープライズ ＡＮＴＡ
7984 第２種 令和02年04月30日 Ｊ　ＭａａＳ株式会社 ＪＡＴＡ
7985 第３種 令和02年04月30日 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｊａｐａｎ
7987 第３種 令和02年05月07日 ＯｗｌＴｉｎｇＪａｐａｎ株式会社 ＪＡＴＡ
7988 第３種 令和02年05月07日 株式会社和の旅 ＡＮＴＡ
7989 第３種 令和02年05月14日 株式会社インバウンドプラットフォーム
7991 第３種 令和02年05月21日 株式会社やまとごころ ＪＡＴＡ
7993 第３種 令和02年05月21日 株式会社ＮＯＷ　ＲＯＯＭ ＪＡＴＡ
7994 第２種 令和02年05月28日 ＨＯＡＮＧ　ＫＩＭ　ＪＡＰＡＮ株式会社 ＡＮＴＡ
7995 第３種 平成30年01月30日 株式会社じゃあね(じゃあねトラベル)
7996 第３種 令和02年05月28日 ＳＯＭＰＯコーポレートサービス株式会社(ＳＯＭＰＯトラベル)
7997 第２種 令和02年06月11日 株式会社アスモ介護サービス
7998 第３種 令和02年06月11日 株式会社アトリエトラベル ＪＡＴＡ
7999 第３種 令和02年06月11日 株式会社九合 ＡＮＴＡ
8000 第３種 令和02年06月25日 卓越アーク株式会社
8001 第３種 令和02年06月25日 有限会社キュルチュール・フランセーズ ＡＮＴＡ
8002 第２種 令和02年07月02日 株式会社東京・森と市庭 ＡＮＴＡ
8003 第３種 令和02年07月09日 株式会社クリエートトラベル
8004 第３種 令和02年07月16日 Ｊａｐａｎ　Ｈｏｔｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ株式会社 ＪＡＴＡ
8005 第３種 令和02年07月16日 ＭＩＲＡＩＲＩＳ株式会社 ＡＮＴＡ
8006 第３種 平成17年09月20日 日本ハムビジネスアソシエ株式会社
8007 第３種 令和02年07月30日 株式会社電通パブリックリレーションズ ＪＡＴＡ
8008 第３種 令和02年07月30日 株式会社ヴィジュアルノーツ(グランドツアー事業部)
8009 第２種 令和02年07月30日 株式会社高尾輸送サービス
8010 第３種 令和02年07月30日 株式会社日進アシスト
8012 第３種 平成05年06月25日 ホンダトラベルサービス株式会社
8013 第３種 令和02年08月06日 リンクティビティ株式会社
8014 第３種 令和02年08月06日 株式会社ＭＥＧＵＲＵ ＪＡＴＡ
8015 第３種 令和02年08月06日 株式会社アイデアログ
8016 第３種 令和02年08月06日 株式会社サワトラベル
8017 第３種 平成11年04月21日 エムアールトラベル株式会社 ＡＮＴＡ
8018 第３種 令和02年08月13日 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ
8019 第２種 令和02年08月13日 株式会社アーム(Ａｒｍ　Ｔｒａｖｅｌ) ＡＮＴＡ
8020 地域限定 令和02年08月13日 ＴＡＢＩＮＡ株式会社
8021 第２種 令和02年08月13日 株式会社ピアトゥー ＪＡＴＡ
8022 第３種 令和02年08月20日 伊藤　紀雪(エルフ観光社) ＡＮＴＡ
8023 第２種 令和02年08月20日 有限会社エンゼルプロダクション(エンゼルツーリズム) ＡＮＴＡ
8024 第３種 令和02年08月27日 株式会社Ｐｉｏｎｅｅｒｗｏｒｋ ＡＮＴＡ
8025 第３種 令和02年09月03日 グッドルーム株式会社
8026 第３種 令和02年10月08日 中村　典子(パウラプランニング)
8027 第３種 令和02年10月08日 株式会社ブランジスタメディア
8028 第３種 令和02年10月08日 株式会社ボーダレスシティ(団タメ！)
8029 第３種 令和02年10月15日 株式会社イマクリエ
8030 第３種 令和02年10月22日 小畑　和子(こす旅タカラ観光社)
8031 第３種 令和02年10月22日 株式会社ＴＬＣ ＪＡＴＡ
8032 第２種 令和02年10月22日 スカイサルーンサービス株式会社 ＪＡＴＡ
8033 第２種 令和02年10月29日 Ｋｌｏｏｋ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ合同会社(ＫＬＯＯＫ) ＪＡＴＡ
8034 地域限定 令和02年10月29日 サニーシーズ株式会社(サニーシーズ　トラベル) ＡＮＴＡ
8035 第３種 令和02年10月29日 Ｒｅｌｙ　Ｔｏｕｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社
8036 第３種 令和02年10月29日 天域国際株式会社
8037 第３種 令和02年10月29日 株式会社ＳＥＮＫＹＵ ＡＮＴＡ
8038 第２種 令和02年11月05日 株式会社山日和(やまびより) ＡＮＴＡ
8039 第２種 令和02年11月05日 株式会社日本教育機器販売関東
8040 第３種 令和02年11月05日 株式会社ＫＩＣ
8041 第３種 平成18年06月23日 ニュージパングトラベル株式会社(ＴＮＺ)
8042 第２種 令和02年11月12日 株式会社グッドフェローズＪＴＢ ＪＡＴＡ
8043 第３種 令和02年11月12日 ＳＯＫＯ　ＬＩＦＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社 ＪＡＴＡ
8044 第３種 令和02年11月19日 鑫成株式会社
8045 第２種 令和02年11月19日 株式会社ソーシャルキャピタル・プロダクション
8046 第３種 平成08年07月01日 ホリディ株式会社
8047 第２種 令和02年12月03日 株式会社Ｗｅ’ｌｌ－Ｂｅｉｎｇ　ＪＡＰＡＮ ＪＡＴＡ
8048 第３種 令和02年12月03日 チャータージャパン株式会社 ＡＮＴＡ
8049 第３種 平成30年02月01日 サミサエ株式会社(サミサエトラベル) ＡＮＴＡ
8050 第３種 令和02年12月24日 有限会社櫂 ＡＮＴＡ
8051 第３種 令和02年12月24日 株式会社サンケイ会館 ＡＮＴＡ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

8052 第２種 令和02年12月24日 株式会社ローカルダイバー ＡＮＴＡ
8053 第３種 令和02年12月24日 株式会社ミキコム
8054 第３種 令和03年01月07日 ユニカルツーリスト株式会社 ＡＮＴＡ
8055 第２種 令和03年01月07日 株式会社サクラス ＡＮＴＡ
8056 第３種 令和03年01月07日 株式会社ＴｏｋｕｄＡｗ ＡＮＴＡ
8057 地域限定 令和03年01月07日 株式会社自然教育研究センター
8058 地域限定 令和03年01月07日 ヤフー株式会社(Ｙａｈｏｏ！トラベル)
8059 第３種 令和03年01月14日 ＯＫＵＮＩ合同会社
8060 第３種 令和03年01月14日 エイベックス・ビジネス・ディベロップメント株式会社
8061 地域限定 令和03年01月21日 小原　寛信(ちょこ旅たま)

10082 代理業 昭和56年11月17日 株式会社ワールドツーリスト
10099 代理業 昭和58年06月02日 三井物産ビジネスパートナーズ株式会社
10128 代理業 昭和59年06月25日 朝日航空サービス株式会社
10218 代理業 昭和62年09月22日 株式会社鈴乃屋(鈴乃屋トラベル)
10383 代理業 平成03年02月26日 株式会社サイトラベルサービス
10386 代理業 平成03年03月13日 株式会社海外航空
10438 代理業 平成04年03月16日 株式会社クリスタル商事(クリスタルツアー)
10651 代理業 平成06年06月20日 有限会社エクスプレッションズ
10974 代理業 平成12年08月02日 株式会社イベントアンドコンベンションハウス
10985 代理業 平成13年06月19日 有限会社トラベルワールドビジネス
11012 代理業 平成14年10月17日 株式会社フォーエバー．トラベル(ＪＯＹ　ＴＯＵＲＳ)
11014 代理業 平成14年12月03日 ニューゴルフメンバーズ株式会社
11015 代理業 平成15年03月11日 有限会社光洋トラベルプラン
11017 代理業 平成15年04月22日 株式会社三輝エージェンシー
11029 代理業 平成15年08月21日 株式会社バーチャルネットサポート
11044 代理業 平成16年03月09日 工学院大学学園生活協同組合
11061 代理業 平成17年04月07日 株式会社東京アウトソーシング
11069 代理業 平成17年08月11日 ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
11078 代理業 平成18年03月16日 株式会社カイラス
11083 代理業 平成18年06月20日 有限会社鴻伸自動車
11085 代理業 平成18年07月28日 有限会社グローワン(ジーワントラベル)
11100 代理業 平成19年11月22日 フェニックス観光株式会社
11108 代理業 平成20年07月17日 株式会社ジョワブレーン
11122 代理業 平成21年03月03日 株式会社ティエムインターナショナル
11125 代理業 平成21年08月13日 株式会社ドリームス
11134 代理業 平成22年01月28日 ユナイテッドウィングス株式会社
11138 代理業 平成22年03月04日 インペックスビジネスサービス株式会社
11167 代理業 平成23年03月24日 株式会社メッツリゾーツ
11172 代理業 平成23年07月14日 株式会社デスティナションジャポン
11175 代理業 平成23年11月01日 株式会社アースウェイ
11178 代理業 平成24年01月05日 株式会社ツアーサポート
11180 代理業 平成24年05月08日 株式会社アイズクルー
11185 代理業 平成24年06月28日 旅テラス株式会社
11188 代理業 平成24年10月25日 株式会社ｔｒｉｐｐｉｅａｃｅ
11192 代理業 平成24年11月15日 株式会社エヌ・ティー・エス
11198 代理業 平成25年03月28日 株式会社ジャンピングツアー
11203 代理業 平成25年05月16日 株式会社ＡＭＢＩＴＩＯＮ
11204 代理業 平成25年05月16日 株式会社ハミングトラベル
11206 代理業 平成25年07月25日 株式会社エムズインターナショナル
11209 代理業 平成25年10月03日 株式会社ワールドエアープラン
11211 代理業 平成25年11月28日 株式会社Ｊ－リザーブ
11212 代理業 平成26年01月09日 亀坂　興紀(シニア旅行オフィス亀坂)
11224 代理業 平成26年03月27日 西脇　久次(トラベルエヌ)
11229 代理業 平成26年12月18日 株式会社ＡＭＳ
11231 代理業 平成27年02月12日 株式会社プライムインターナショナル
11232 代理業 平成27年02月26日 ステラジャパン株式会社
11234 代理業 平成27年03月19日 株式会社明治スポーツプラザ
11235 代理業 平成27年03月26日 株式会社ＬＢＬ　ＳＴＡＦＦ
11240 代理業 平成27年07月16日 株式会社ＨＧＳトラベル
11241 代理業 平成27年07月16日 株式会社エンポーター
11243 代理業 平成27年08月27日 株式会社ジェイエス・エンタープライズ(ＪＳツアーズ)
11247 代理業 平成28年02月18日 株式会社Ｆ－ＳＵＮツーリストジャパン
11248 代理業 平成28年04月28日 株式会社アドベンチャーインターナショナル
11249 代理業 平成28年05月12日 株式会社たびたく
11250 代理業 平成28年06月30日 株式会社ネクストリップ
11256 代理業 平成28年09月29日 立花　誠(パームツアーセンター)
11258 代理業 平成28年11月10日 株式会社アサヒトラベルサービス
11260 代理業 平成28年12月01日 株式会社ジャムジャムエクスプレス
11266 代理業 平成29年08月03日 特定非営利活動法人たのしいまなびとあそびの研究所
11269 代理業 平成29年10月26日 株式会社ラストリゾート
11270 代理業 平成29年12月21日 株式会社ジェイ・エム・エー
11271 代理業 平成30年01月04日 株式会社パルプランニング
11272 代理業 平成30年02月22日 株式会社アクアラグーン
11273 代理業 平成30年03月01日 株式会社パッションフロンティア
11275 代理業 平成30年03月15日 合同会社Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）
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11276 代理業 平成30年03月15日 クリエイト・エム株式会社
11277 代理業 平成30年03月22日 サムライスポーツマーケティング合同会社(サムライスポーツ)
11278 代理業 平成30年03月29日 Ｗｉｓｅプランニング株式会社
11279 代理業 平成30年04月05日 株式会社Ｚ－Ｑｕｅｓｔ
11280 代理業 平成30年04月19日 株式会社エルク(エルクトラベル)
11282 代理業 平成30年06月07日 日信商事株式会社(ＢＲＡＶＯ　ＴＯＵＲＳ)
11283 代理業 平成30年06月28日 藤田　博史(ウィズトラベル)
11284 代理業 平成30年07月05日 島田　晶子(旅行社糀屋紋左衛門)
11285 代理業 平成30年07月19日 加藤　尚志(日本散歩達人)
11287 代理業 平成30年09月13日 株式会社Ｚ＆Ｈ(ズ　アンド　ヘイン　ツアー)
11288 代理業 平成30年10月11日 株式会社ＩＢＪ
11289 代理業 平成30年11月01日 株式会社やまとよ
11290 代理業 平成30年11月29日 合同会社グロリア
11291 代理業 平成31年01月10日 株式会社エムズマリンアドベンチャー
11292 代理業 平成31年02月07日 株式会社エス・ワイ・エス
11293 代理業 平成31年02月28日 株式会社ビジネスバディ(ネイチャーバディ)
11294 代理業 平成31年03月14日 アトラス株式会社(アトラスツアー)
11296 代理業 平成31年04月11日 有限会社ドゥオ
11297 代理業 平成31年04月11日 株式会社ＩＢＪウエディング
11298 代理業 平成31年04月18日 株式会社ＵＮＩＴＥ
11299 代理業 平成31年04月18日 藤戸　良憲(旅トラベル)
11300 代理業 平成28年12月19日 株式会社Ａ．Ｔ．Ｓ
11301 代理業 令和01年05月09日 赤松　由紀子(ＰＡＰＡＴＯＮＧ　ＴＯＵＲ＆ＴＲＡＶＥＬ)
11303 代理業 令和01年07月18日 華盛国際株式会社
11304 代理業 令和01年10月03日 株式会社浅間企画
11305 代理業 令和01年10月10日 株式会社東京プライズエージェンシー(天狼院トラベル)
11307 代理業 令和02年02月06日 株式会社風カルチャークラブ
11308 代理業 令和02年03月19日 株式会社エアトリＢＴＭ
11309 代理業 令和02年04月16日 株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス
11310 代理業 令和02年12月03日 株式会社ウィード
11312 代理業 令和02年12月24日 椙山　太郎(アルパインツアー日本の山)
11313 代理業 令和02年12月24日 金原　誠一郎(アルパインツアー鳥の観察会)
20001 手配業 平成29年11月30日 アミュージングプロジェクト株式会社(むさしの手配センター)
20002 手配業 平成29年11月30日 株式会社ＫＥＮＴ
20003 手配業 平成29年11月30日 桐生　隆久(Ｔｏｋｙｏ　Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｇｕｉｄｅ)
20004 手配業 平成29年11月30日 株式会社山友会
20005 手配業 平成29年12月05日 大木　里美(四国淡路島旅館センター)
20006 手配業 平成29年12月05日 有限会社エフアールシー(ふくいリザーブセンター)
20008 手配業 平成29年12月12日 有限会社ワールドツアーズジャパン(双葉会)
20009 手配業 平成29年12月07日 株式会社アメリカンホリデーズ
20010 手配業 平成29年12月07日 窪田　裕一(東北信予約センター)
20011 手配業 平成29年12月07日 リーブバスセンター株式会社
20012 手配業 平成29年12月12日 有限会社タナベ・カンパニー
20015 手配業 平成29年12月14日 有限会社東海予約センター東京
20016 手配業 平成29年12月14日 株式会社ＫＡＩＥＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
20017 手配業 平成29年12月19日 城取　勝巳(スパネット)
20019 手配業 平成29年12月19日 株式会社ニッポン・リザーブ
20021 手配業 平成29年12月19日 比留間　政秀(ウエスト　フロント)
20023 手配業 平成29年12月19日 株式会社紫陽花トラベル
20024 手配業 平成29年12月19日 アースデスク・インターナショナル株式会社
20026 手配業 平成29年12月21日 和田　正仁(掬泉会)
20027 手配業 平成29年12月19日 株式会社ＫＯＮＩ　ＴＲＡＶＥＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ
20028 手配業 平成29年12月19日 株式会社ＴＯＭＯ
20029 手配業 平成29年12月28日 株式会社ＫＪ　ＴＯＵＲ
20030 手配業 平成29年12月21日 株式会社道端商店
20031 手配業 平成29年12月21日 Ｗｉｎｄｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ合同会社
20032 手配業 平成29年12月26日 神原　一実(Ｎの案内所)
20034 手配業 平成29年12月21日 有限会社中国四国フロント
20035 手配業 平成29年12月21日 株式会社ワイズブロック(スカイグループ手配センター)
20036 手配業 平成29年12月21日 有限会社ツアーアシスト
20037 手配業 平成29年12月21日 渡邊　光男(ハイエンドコンシェルジュ)
20038 手配業 平成29年12月26日 有限会社もみじ会
20039 手配業 平成29年12月26日 有限会社ジヤパン・クロス・メディア(本州会)
20040 手配業 平成29年12月26日 株式会社ＪＫＬ３３１(Ｂｒｅａｔｈｅ　ＴＯＫＹＯ)
20041 手配業 平成29年12月26日 森谷　朗(森谷案内所)
20044 手配業 平成29年12月26日 亀井　美津江(ガイドセンター亀井)
20045 手配業 平成29年12月26日 株式会社Ｇ．Ｍ．Ｐ
20046 手配業 平成29年12月28日 有限会社セグロ(観光情報センター)
20047 手配業 平成29年12月28日 株式会社ネクステージ
20048 手配業 平成29年12月28日 ユナイテッドウィングス株式会社
20049 手配業 平成29年12月28日 株式会社ＺＥＮＺＥＮ　ＪＡＰＡＮ
20050 手配業 平成29年12月28日 株式会社イーアールエフ
20051 手配業 平成29年12月28日 株式会社ＴＥＩ
20052 手配業 平成29年12月28日 株式会社エイコーＭ＆Ｔジャパン
20054 手配業 平成29年12月28日 株式会社ＩＮＴＥＲＰＡＲＫ　ＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
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正会員加入団体
（空欄は非加入）

20055 手配業 平成29年12月28日 ＴＨＥ　Ｊ　ＴＥＡＭ株式会社
20056 手配業 平成29年12月28日 ＧＴＡジャパン株式会社
20057 手配業 平成29年12月28日 株式会社山陰観光センター(四国観光センター)
20058 手配業 平成30年01月18日 株式会社ケーオートラベル
20059 手配業 平成30年01月18日 株式会社サットン
20061 手配業 平成30年01月18日 翔怡旅行株式会社(ＳＫＹ　ＬＩＧＨＴ　ＴＲＡＶＥＬ　ＣＯ．，ＬＴＤ．)
20063 手配業 平成30年01月18日 イースタン交通株式会社
20064 手配業 平成30年01月18日 株式会社Ｊ　ＬＩＮＥ
20065 手配業 平成30年01月18日 丸岡　啓之(コア・ソリューションズ)
20066 手配業 平成30年01月25日 株式会社ＡＣＥ(Ａｃｅ　Ｔｒａｖｅｌ)
20067 手配業 平成30年01月25日 株式会社ＨＩＫＡＲＩ　ＪＡＰＡＮ(ＨＩＫＡＲＩ　ＧＬＯＢＡＬ)
20068 手配業 平成30年01月25日 有限会社デルークス
20069 手配業 平成30年01月25日 ペルシアツーリズムグループ有限会社
20072 手配業 平成30年01月25日 ＨＳＳ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社
20073 手配業 平成30年02月01日 ＣＯＨＥＮ　ＯＫＵＢＯ　ＳＵＺＹ(Ｆｉｒｓｔ　Ｔｉｍｅ　Ｊａｐａｎ)
20074 手配業 平成30年02月01日 株式会社水明(オフィス・ミズノ)
20075 手配業 平成30年02月01日 株式会社アリエス・リブラ
20076 手配業 平成30年02月01日 慧盈合同会社
20077 手配業 平成30年02月08日 梅川　素一(予約センター　東京企画)
20078 手配業 平成30年02月08日 株式会社スペースパンダ２２
20079 手配業 平成30年02月08日 株式会社アイディツアーズサウスパシフィック
20080 手配業 平成30年02月08日 有限会社東京リザベーションセンター(直営予約センター)
20081 手配業 平成30年02月08日 有限会社ツアー・デザイナーズ・オフィス・アクティブ(アクティブツアーズ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｔｏｕｒｓ)
20082 手配業 平成30年02月15日 株式会社クライムワン
20083 手配業 平成30年02月22日 株式会社ＪＣＩ
20084 手配業 平成30年03月08日 有限会社エスネット・プロモーション
20085 手配業 平成30年03月08日 株式会社プラネットツアーサービス
20087 手配業 平成30年03月08日 株式会社ＴＴＮ　ＪＡＰＡＮ
20088 手配業 平成30年03月15日 株式会社ｇｏｏｄｔａｓｔｅ
20089 手配業 平成30年03月15日 株式会社セロ(セロトラベル)
20090 手配業 平成30年03月15日 サムライスポーツマーケティング合同会社(サムライスポーツ)
20091 手配業 平成30年03月15日 株式会社ティーアールシー(東海予約センター)
20093 手配業 平成30年03月22日 上原　進(さわやか予約センター)
20094 手配業 平成30年03月22日 ＭＥＮＧＨＷＡＮＩ　ＶＡＮＤＮＡ　ＳＵＮＤＥＲ(Ｓａｋｕｒａ　Ｔｏｕｒｓ　Ｊａｐａｎ)
20095 手配業 平成30年03月22日 株式会社サザンクロスインターナショナル
20096 手配業 平成30年03月22日 Ｔｈｅ　Ｇｏｌｆ　Ｊａｐａｎ株式会社
20097 手配業 平成30年03月22日 エース・グローバル・サービス株式会社
20098 手配業 平成30年03月29日 尾﨑　則夫(オーエムプラン東京事務所)
20099 手配業 平成30年04月05日 有限会社ティール
20100 手配業 平成30年04月05日 株式会社サンシャイン
20101 手配業 平成30年04月05日 株式会社ハイドラ
20105 手配業 平成30年05月24日 エンタテインメントマーケティング株式会社(ｐｏｐ－ｃｕｌ．ｊｐ)
20106 手配業 平成30年05月24日 ブラザーズジャパントラベル株式会社
20107 手配業 平成30年06月07日 株式会社Ｋｈａｙａ　Ｊａｐａｎ
20108 手配業 平成30年06月14日 株式会社ＧＥＳ
20110 手配業 平成30年06月21日 株式会社Ｙ＆Ｊ
20111 手配業 平成30年06月21日 合同会社ＫＪＮ
20112 手配業 平成30年06月28日 Japanaana Travel and Business Solutions合同会社(Japanaana Travel)
20113 手配業 平成30年06月28日 株式会社谷清観光サービス(ＹＵＲＡＲＩ　ＴＯＵＲ)
20114 手配業 平成30年07月12日 佐藤　春樹(京福リザーブセンター)
20115 手配業 平成30年07月19日 合同会社東京ねこ旅行
20117 手配業 平成30年07月26日 韻晨株式会社
20118 手配業 平成30年08月02日 ベアラックス株式会社
20121 手配業 平成30年08月09日 株式会社ＳＧツアー
20122 手配業 平成30年08月09日 ＥＶＥＲＥＳＴ合同会社
20123 手配業 平成30年08月09日 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＬＵＸＥＹ
20125 手配業 平成30年08月16日 エイブリッジ株式会社
20126 手配業 平成30年08月16日 株式会社ミ・ク・ライズ
20127 手配業 平成30年08月23日 株式会社インマヌエル
20128 手配業 平成30年08月30日 株式会社ウノツアージャパン
20129 手配業 平成30年09月06日 HS　Travel　Japan　Company　Limited株式会社
20130 手配業 平成30年09月13日 朝月インターナショナル株式会社
20131 手配業 平成30年09月20日 友業株式会社
20132 手配業 平成30年09月27日 株式会社ＪＡＳＴ
20133 手配業 平成30年09月27日 有限会社エリコ通信社
20134 手配業 平成30年09月27日 有限会社さくらインターナショナルインディア
20135 手配業 平成30年10月04日 石川　みゆき(ＣＬＵＢ　ＪＰ)
20136 手配業 平成30年10月11日 株式会社Ｃ－ＯＮＥ
20137 手配業 平成30年10月18日 株式会社ＴＮＴ
20138 手配業 平成30年10月25日 Ｗｉｓｅプランニング株式会社
20139 手配業 平成30年10月25日 株式会社ＩＣＯＮ
20140 手配業 平成30年11月01日 株式会社シーアンドエス
20141 手配業 平成30年11月01日 株式会社観光情報開発(レストチェーン)
20142 手配業 平成30年11月01日 宇喜多商事株式会社
20143 手配業 平成30年11月08日 シージェ交通株式会社
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）
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正会員加入団体
（空欄は非加入）

20144 手配業 平成30年11月15日 サザントラベルネットリミテッド
20145 手配業 平成30年11月15日 株式会社ＴＡＧＧＥＲ　ＪＡＰＡＮ
20149 手配業 平成30年11月29日 ＫＧＪトラベル合同会社
20150 手配業 平成30年11月29日 株式会社シリーズ
20151 手配業 平成30年12月06日 ＳＷ国際株式会社
20153 手配業 平成30年12月13日 ＯＦＦ－ＲＯＡＤＳ株式会社
20157 手配業 平成30年12月20日 ロイヤルホテルうお八合同会社
20158 手配業 平成31年01月10日 株式会社千本桜
20159 手配業 平成31年01月10日 快適ホールディングス株式会社
20161 手配業 平成31年01月10日 ＳＴＥＭＣＥＬＬ株式会社
20162 手配業 平成31年01月10日 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＮＥ
20163 手配業 平成31年01月10日 有限会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＳＰＯＲＴＳ
20164 手配業 平成31年01月10日 株式会社ＲＩＣＨ　ＴＲＡＶＥＬ
20165 手配業 平成31年01月17日 株式会社ランデルズ
20166 手配業 平成31年01月17日 新新和光株式会社
20168 手配業 平成31年01月24日 株式会社澄美
20169 手配業 平成31年01月31日 ラ.トウキョウ株式会社
20170 手配業 平成31年02月21日 株式会社ファーストキャメル
20171 手配業 平成31年02月28日 向　知尋(ＴｒｕｓＴｒａｄｅ)
20172 手配業 平成31年03月28日 ＳＩＭ株式会社(ＫＢＫ　ＴＲＡＶＥＬ)
20178 手配業 平成31年03月28日 ユナイテッドトラベルサービス有限会社
20179 手配業 平成31年03月28日 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｊａｐａｎ
20180 手配業 平成31年03月28日 Ｂｅａｕｔｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒｓ株式会社
20181 手配業 平成31年03月28日 株式会社ＤＥＬＩＧＨＴ　ＪＡＰＡＮ
20183 手配業 平成31年03月28日 株式会社レミューズ(Ｌｅｓ　Ｍｕｓｅｓ　Ｔｏｋｙｏ)
20184 手配業 平成31年03月28日 株式会社Ｒ　ｆｏｒ　Ｈ
20185 手配業 平成31年04月04日 金子　基(東京サイクルウェイズ)
20186 手配業 平成31年04月04日 長沼　啓司(ＲＢＢ)
20188 手配業 平成31年04月18日 世京和光株式会社
20189 手配業 平成31年04月25日 株式会社三景
20190 手配業 令和01年05月09日 ゼントラベルサービス合同会社
20191 手配業 令和01年05月09日 三壘株式会社(康宇国際医美サービス)
20192 手配業 令和01年05月09日 株式会社ヴィジョンワールド
20193 手配業 令和01年05月09日 横尾　美智子(光トラベル)
20197 手配業 令和01年05月16日 株式会社ユニークテーブル
20198 手配業 令和01年05月23日 株式会社キュリオ・アジア・ジャパン
20200 手配業 令和01年05月23日 選旅行株式会社(ｔｈｅ　ｃｈｏｉｃｅ　ｔｒａｖｅｌ)
20201 手配業 令和01年06月13日 Boost Japan Internationally株式会社
20202 手配業 令和01年06月20日 嵯峨　優理(ＭＹコンサルサポート)
20203 手配業 令和01年06月20日 有限会社ジャパン・グリーン(ジャパン・グリーン)
20204 手配業 令和01年06月20日 ケイキン株式会社
20205 手配業 令和01年06月20日 恩田　重直(遊学予約センター)
20206 手配業 令和01年06月20日 オイシックス・ラ・大地株式会社
20207 手配業 平成30年08月13日 Ｍｙ　Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌｓ合同会社
20208 手配業 令和01年06月27日 株式会社ＣＯＭＥ
20210 手配業 令和01年07月11日 株式会社インテージア(Ｏｉｃｅｅ！！ｊａｐａｎ)
20211 手配業 令和01年07月11日 株式会社東寅
20212 手配業 令和01年07月11日 株式会社カナエクサス
20213 手配業 令和01年07月18日 栂野　衆平(ＧＴＯ東京)
20214 手配業 令和01年07月18日 日中産業開発株式会社(日中ツーリスト)
20216 手配業 令和01年07月25日 リーフラス株式会社
20217 手配業 令和01年08月08日 リベラ株式会社
20218 手配業 令和01年08月01日 株式会社ＪＡ　ＴＯＵＲ
20219 手配業 令和01年08月01日 ＺＴＱ株式会社
20220 手配業 令和01年08月08日 合同会社ペガサス
20221 手配業 令和01年08月08日 ＮＧＵＹＥＮ　ＭＩＮＨ　ＨＯＩ(清水トラベル)
20222 手配業 令和01年08月22日 株式会社ヴィエック・インターナショナル(ＶＩＥＣ)
20223 手配業 令和01年08月22日 ワンダフル・トラベル株式会社
20225 手配業 令和01年08月22日 有限会社東京リザーブセンター
20226 手配業 令和01年08月29日 株式会社キングコーポレーション(キングトラベル)
20227 手配業 令和01年08月29日 ＹＯＫ株式会社
20228 手配業 令和01年08月29日 コアグローバルマネジメント株式会社
20229 手配業 令和01年09月12日 ＥＮｔｒａｎｃｅ株式会社
20230 手配業 令和01年09月12日 振遠株式会社
20231 手配業 令和01年09月19日 株式会社ＫＪ　ＴＲＡＶＥＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ
20232 手配業 令和01年09月19日 チアーズ株式会社
20233 手配業 令和01年09月19日 株式会社オーバーシーズトラベル東京
20234 手配業 令和01年09月19日 Ｍｉｒａｃｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社
20235 手配業 令和01年09月19日 村中　ユキムラ(私の旅)
20236 手配業 令和01年09月26日 ベスト株式会社(和楽観光)
20237 手配業 令和01年10月03日 SPIRIT　BARU　INTERNATIONAL株式会社
20239 手配業 令和01年10月03日 株式会社トキオ観光
20240 手配業 令和01年10月03日 株式会社Ｎ＆Ｉ
20241 手配業 令和01年10月10日 Arakan Business Corporation株式会社
20242 手配業 令和01年10月10日 Ｈｉｌａｌ　Ｊａｐａｎ合同会社
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20243 手配業 令和01年10月10日 Ｚｅｎ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒｓ株式会社
20245 手配業 令和01年10月17日 株式会社ＴＡＩＳＡＮ(ＴＡＩＳＡＮトラベル)
20247 手配業 令和01年10月17日 株式会社ＩＮＴＥＲＰＲＯＭＯ
20249 手配業 令和01年10月17日 谷口　いよう(Ｂｏｎｈｅｕｒ　Ｔｒａｖｅｌ)
20251 手配業 令和01年10月24日 澤川商事株式会社
20252 手配業 令和01年10月24日 上官燕合同会社
20253 手配業 令和01年10月24日 株式会社ディーエムエス
20254 手配業 令和01年10月31日 株式会社Ａ－Ｏｎｅ　Ｔｒａｖｅｌ
20255 手配業 令和01年10月31日 ジェイシー株式会社
20257 手配業 令和01年11月07日 株式会社ＴＥＪ
20259 手配業 令和01年11月07日 株式会社ＡＳＷ
20260 手配業 令和01年11月07日 品川国際商事株式会社
20261 手配業 令和01年11月14日 株式会社ブレインワークス
20262 手配業 令和01年11月14日 ＵＪＴ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ合同会社
20263 手配業 令和01年11月14日 株式会社嘉景
20264 手配業 令和01年11月14日 高林　宝来(潤和旅行)
20265 手配業 令和01年11月21日 大野　金幸(ＤＯ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ)
20266 手配業 令和01年11月28日 株式会社エリー
20267 手配業 令和01年11月21日 株式会社ＪＡＳＰＥＸ
20268 手配業 令和01年11月21日 株式会社せかいをつなぐ
20269 手配業 令和01年11月21日 株式会社ＹＡＭＡＺＥＮ
20271 手配業 令和01年12月05日 株式会社トレンドエージェント
20272 手配業 令和01年12月05日 株式会社東洋
20273 手配業 令和01年12月12日 東京アソビ株式会社
20274 手配業 令和01年12月12日 ＮＡＩＳコンサルティング株式会社
20275 手配業 令和01年12月12日 祥碩旅行株式会社
20276 手配業 令和01年12月26日 株式会社日虹
20278 手配業 令和02年01月16日 株式会社Ｆｏｒｗｉｔｈ
20279 手配業 令和02年01月16日 脇山　優美子(Ｓｅｎｔｉｏ)
20281 手配業 令和02年01月09日 Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓｕｐｐｌｉｅｓ　ＶＮＡ株式会社
20282 手配業 令和02年01月09日 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＬＩＮＫ
20283 手配業 令和02年01月09日 株式会社アール・プロジェクト・インコーポレイテッド
20284 手配業 令和02年01月09日 観瑞株式会社
20285 手配業 令和02年01月09日 株式会社エクストリームウェーブ
20286 手配業 令和02年01月16日 晨興株式会社
20288 手配業 令和02年01月16日 株式会社アリナシ
20289 手配業 令和02年01月23日 株式会社ＨＴＩ
20290 手配業 令和02年01月23日 株式会社ＳＨＥＲＰＡ
20291 手配業 令和02年01月23日 株式会社ＲＳＣ
20292 手配業 令和02年01月23日 浪久　智江(セシリア商店)
20293 手配業 令和02年01月23日 株式会社運通世界旅行社
20294 手配業 令和02年02月06日 株式会社Ａ－ｂｉｚ(ＳＵＩＹＯＵ／随游)
20295 手配業 令和02年02月06日 株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン
20296 手配業 令和02年02月13日 株式会社Ｋｏｒｅａ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｊａｐａｎ(ＫＭＪ)
20297 手配業 令和02年02月13日 株式会社イーブランドラボ(イーブランドトラベル)
20298 手配業 令和02年03月05日 株式会社浦浜開発
20299 手配業 令和02年03月05日 トラベジーツーリズムジャパン株式会社
20300 手配業 令和02年03月05日 恒昌グローバル株式会社
20301 手配業 令和02年03月05日 株式会社ジャパンツアーガイドサービス(ＪＴＧＳ)
20302 手配業 令和02年03月12日 鎌田　守洸(Ｆｏｒｍｏｓａ)
20303 手配業 令和02年03月19日 テンカイ株式会社
20304 手配業 令和02年03月19日 黄河株式会社
20305 手配業 令和02年04月02日 天海国際株式会社
20307 手配業 令和02年04月02日 晴空商事株式会社(晴空トラベルサービス)
20308 手配業 令和02年04月02日 株式会社シーヒロジャパン
20309 手配業 令和02年04月09日 総合ユニバーサルトラベル株式会社
20310 手配業 令和02年04月16日 株式会社ソロ(エッセンシャルジャパントラベル)
20311 手配業 令和02年04月23日 Ｋｅｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ合同会社
20312 手配業 令和02年04月23日 株式会社ビーエイチシーワールド
20313 手配業 令和02年04月30日 株式会社ビジョントラベル
20314 手配業 令和02年05月07日 ハッピー観光バス合同会社
20315 手配業 令和02年04月30日 株式会社東王交通
20316 手配業 令和02年04月30日 株式会社リバティバランス(旅の案内人　東京)
20317 手配業 令和02年05月07日 株式会社シンクロ
20318 手配業 令和02年06月04日 三木　隆弦(フォルモサツアー)
20319 手配業 令和02年05月14日 株式会社トラベルインハウス研究所
20320 手配業 令和02年05月14日 株式会社ビコＴ．Ｓ．ジャパン
20322 手配業 令和02年05月21日 株式会社ＢＣＳ
20323 手配業 令和02年05月21日 株式会社エイチアールトラベル
20324 手配業 令和01年07月26日 オネスト株式会社
20325 手配業 令和02年05月28日 株式会社翔盛
20326 手配業 令和02年06月04日 ５３ＧＲＯＵＰ株式会社
20330 手配業 令和02年07月02日 康乾商事株式会社(ＫＯＫＥＮトラベル)
20331 手配業 令和02年07月09日 合同会社Ｔｈｅ　Ｓｅｍｐｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
20332 手配業 令和02年07月16日 合同会社プレヌスツアージャパン
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【東京都】登録業者（第２種・第３種・地域限定・代理業・サービス手配業）
（登録番号順）

登録番号 業種 登録年月日 旅行業者名
正会員加入団体
（空欄は非加入）

20333 手配業 令和02年07月16日 株式会社ＴＫＷ
20334 手配業 令和02年07月30日 田中商事株式会社(田中トラベルサービス)
20335 手配業 令和02年07月30日 株式会社ＮＡＭＵ
20336 手配業 令和02年07月30日 株式会社ＪＴＨ
20337 手配業 令和02年08月06日 合同会社ＴＲＵＳＴ
20338 手配業 令和02年08月06日 株式会社エヌアイエス
20339 手配業 令和02年08月13日 瓜生　健太(Ｃａｎｔａｌｏｕｐｅ　Ｊｏｕｒｎｅｙ)
20340 手配業 令和02年09月03日 株式会社ジュエリーサニー
20341 手配業 令和02年09月03日 華陽株式会社
20342 手配業 令和02年10月08日 Ｓｔａｙ　ＪＡＰＡＮ株式会社
20343 手配業 令和02年10月15日 花田株式会社
20344 手配業 令和02年10月15日 株式会社Ｚ＆Ｈ(ズアンドヘインツアー)
20345 手配業 令和02年10月22日 合同会社Ｅａｓｙ　Ｓｈｏｐ
20346 手配業 令和02年10月29日 フリギー・トラベル・ジャパン株式会社
20348 手配業 令和02年11月05日 株式会社ソラリス・スペース
20349 手配業 令和02年11月12日 株式会社Ａｌｃｈｅｍｉｓｔ
20350 手配業 令和02年11月19日 テックプラス株式会社(ＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ)
20351 手配業 令和02年11月26日 株式会社ＥＮＪＯＹ　ＪＡＰＡＮ
20352 手配業 令和02年11月26日 株式会社ＪＴＯＰ
20353 手配業 令和02年12月03日 株式会社星丸産業
20354 手配業 令和02年12月10日 株式会社ユナイテッドマインドジャパン
20355 手配業 令和02年12月17日 ＴＡＴＡＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社
20356 手配業 令和02年12月17日 ミユー株式会社
20358 手配業 令和02年12月24日 ツーリズムラボ株式会社
20359 手配業 令和03年01月07日 株式会社崇旅
20360 手配業 令和03年01月07日 金澤　裕紀(ポジティブトラベル)
20361 手配業 令和03年01月07日 ＳＫトラベルコンサルティング株式会社(アウトアジアトラベル)
20362 手配業 令和03年01月07日 株式会社ＥＪ観光
20363 手配業 令和03年01月14日 株式会社環宇国際
20364 手配業 令和03年01月14日 伊藤　忠昭(加賀路)
20365 手配業 令和03年01月14日 株式会社Ｙｏｕ　Ｌｉｎｋ(Ｙｏｕ　Ｌｉｎｋ　Ｔｒａｖｅｌ)
20366 手配業 令和03年01月21日 サザンブリーズインターナショナル株式会社
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