10月14日更新
事業登録順

旅行会社一覧
【横浜地域】 （横浜市）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

営業所名

電話番号

メールアドレス

営業時間

休日

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
ヴィクトリーツアー株式会社
有限会社 旅人
オンタナ旅行株式会社
東急株式会社
東急株式会社
東急株式会社
東急株式会社
株式会社ワールドジャーニー
株式会社横浜ダンボール
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB

トレッサ横浜営業所
ヨドバシ横浜営業所
横浜髙島屋営業所
港南台バーズ営業所
二俣川営業所
上大岡営業所
イトーヨーカドー立場営業所
東急プラザ戸塚営業所
横浜支店
横浜教育旅行支店
本社営業所
本社
本社営業所
日吉駅
たまプラーザ テラス店
東急百貨店 たまプラーザ店
青葉台駅
本店
本社
鶴見イトーヨーカドー店
横浜スタジアム前店
トラベルゲート横浜
上大岡駅前店
戸塚店
ららぽーと横浜店
トレッサ横浜店
上永谷イトーヨーカドー店
能見台イトーヨーカドー店
マークイズみなとみらい店
東戸塚西部S.C.店
そごう横浜店
青葉台店
港北東急ショッピングセンター店
ノースポート・モール店
クルーズラウンジ横浜店

045-533-5201
045-317-4301
045-319-2333
045-834-2702
045-362-5792
045-845-6810
045-806-0671
045-860-6521
045-277-0771
045-277-0681
045-470-0445
045-270-6973
045-985-0773
045-562-4735
045-904-3860
045-903-5099
045-984-2123
045-225-9745
050-3185-1555
045-523-4995
045-345-1379
045-523-4986
045-523-4974
045-523-4983
045-523-4976
045-345-1508
045-523-4990
045-523-4973
045-277-7373
045-828-2451
045-465-2970
045-523-4971
045-523-4980
045-914-6730
045-290-3950

tresayokohama@or.knt.co.jp
yokohamawest@or.knt.co.jp
takashimaya@or.knt.co.jp
kohnan@or.knt.co.jp
futamata@or.knt.co.jp
kamiooka@or.knt.co.jp
tateba@or.knt.co.jp
totsuka@or.knt.co.jp
なし
なし
air@vic-tour.com
info@tabyu-to.com
sakurai@wukiwuki.com
なし
なし
なし
なし
sales@world-journey.jp
info@yokodan.com
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

水・木・臨時あり
水・臨時あり
設定なし
木・臨時あり
水・臨時あり
木
水(臨時)

株式会社ヨコハマトラベル

本店
本社営業所

yokohama-travel@sepia.ocn.ne.jp
t-nishida@nytourist.co.jp

11:00～18:00
10:00～18:00
11:00～18:00
10:00～18:00
11:00～18:30
11:00～17:00(土日祝18:00)
10:00～18:00
10:00～18:30
9:15～18:00
9:00～17:45
10:00～16:00
10:00～18:00
9:00～18:00
10:30～18:30
11:00～19:00
10:00～18:00
11:00～19:00(土日祝10-18時)
10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～20:00
11:00～19:00(土11:00～18:00)
10:30～19:30
11:00～19:00
10:30～18:30
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
10:30～18:30
10:00～19:00
10:00～20:00
10:30～19:30
10:00～16:30
※コロナウイルス対応の為、時短営業
中(通常は9:00～17:30)
9:00～17:30

honta@s-tourjapan.com
info@daiwa-kanko.co.jp
mail@tabiland.com
info@enoshin-travel.co.jp
info@travel1.co.jp
info@travel-st.com
t-s1031-7@msg.biglobe.ne.jp
dive@stworld.co.jp
nta_yokohama@nta.co.jp
keihin_houjin@nta.co.jp
ns_tamapura@nta.co.jp
ns_kohokuhankyu@nta.co.jp
omc_mitsukyo@nta.co.jp
omc_konandai@nta.co.jp
omc_hakkei2@nta.co.jp
yokohama_porta@nta.co.jp
kamiooka_net@nta.co.jp
sakai@route-travel.co.jp
taxi@route-travel.co.jp
info@shin-chuo.co.jp

9:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
9:30～18:00
9:00～18:00
10:30～19:00
9:30～17:30
9:30～17:30
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
11:00～18:00
10:00～17:00
10:00～15:00
9:00～17:00

日・祝
土・日・祝
土・日・祝
土・日・祝
土・日・祝
日・祝
土・日・祝
火曜日・年末年始
土・日・祝
土・日・祝
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日

なし
tohotrvs@oregano.ocn.ne.jp
info@yokohama-travel.com
paltours@s2.dion.ne.jp
aas@peridot.bforth.com
aas@peridot.bforth.com
info@tour-jun.com
なし
yokohama@tobutoptours.co.jp

9:00～17:00
9:00～18:00
9:30～18:00
9:00～18:00
10:00～17:00
10:00～17:00
9:00～18:00
10:30～17:00
9:30～17:30

特定日なし
土・日・祝
土・日・祝
日・祝
土（午後）・日・祝
土（午後）・日・祝
日曜日
土・日・祝・年末年始
土・日・祝

37 株式会社NYTourist
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

スタディツアージャパン株式会社
大和観光興業株式会社
(有)旅らんど
有限会社江ノ新旅行サービス
株式会社とらべるわん
株式会社トラベルステーション
株式会社アルファーツアーズ
株式会社エス・ティー・ワールド
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社ルートトラベル
株式会社ルートトラベル
株式会社新中央ツーリスト

58 遊ゆうトラベル
59 株式会社東邦トラベルサービス
60 横浜トラベルサービス株式会社
61 有限会社パルツアーズ
62 株式会社アジア航空サービス
63 株式会社アジア航空サービス
64 ジュンコーポレーション株式会社
65 株式会社阪急交通社
66 東武トップツアーズ株式会社横浜支店

045-311-1011
045-520-3338
045-827-3066
スタディツアージャパン㈱ 本社
080-5938-3687
本社営業所
045-770-5565
本社営業所
045-787-0577
本社営業所
045-801-9996
本社営業所
045-335-1213
本社
045-302-3715
本社
045-353-9228
横浜西口店
045-328-3344
神奈川法人営業部
045-641-9601
京浜法人営業部
045-277-1420
たまプラーザイトーヨーカドー支店 0570-030-139
港北阪急モザイクモール支店
0570-030-143
三ツ境支店
0570-030-064
港南台支店
0570-030-068
金沢八景支店
0570-030-069
横浜ポルタ支店
045-453-6321
上大岡京急支店
045-848-7131
本社
045-741-0811
観光タクシーセンター
045-641-9877
本社営業所
045-805-1173
045-761-3053
本社営業所
090-1119-1518
本社営業所
045-252-4488
本社
045-510-4535
本社
045-771-8619
本店
090-2560-0419
本店
090-2560-0419
本社営業所
045-353-1562
阪急交通社(受注型・手配型)
045-329-8911
東武トップツアーズ㈱ 横浜支店
045-326-1120

法人専用（団体）支店
教育旅行専門取扱い店舗
土・日・祝
土・日
日・祝日
年中無休
年中無休
年中無休
年中無休
土・日・祝
土・日・祝
イトーヨーカドーの休業日
日・祝・振祝・12/30～1/3(4/30・5/1・5/2は除く)
12/30～1/3 ※ブライダルは水、12/30～1/3
5/3～5/5・12/30～1/3
5/3～5/5・12/30～1/3
ららぽーと横浜の休業日
トレッサ横浜の休業日
イトーヨーカドーの休業日
イトーヨーカドーの休業日
マークイズみなとみらいの休業日
西部東戸塚店の休業日
そごう横浜店の休業日
水・5/3～5/5・12/30～1/3
東急ショッピングセンターの休業日
ノースポート・モールの休業日
12/30～1/3
土・日・祝
土・日・祝

水曜日
土・日・祝
土・日・祝
日・祝・年末年始

備考

67
68
69
70
71
72

株式会社びゅうトラベルサービス
富士バス観光株式会社
名鉄観光サービス㈱
株式会社 A・Y Project A・Yトラベル
ジョイフェスト株式会社
株式会社日本団体旅行センター

びゅうプラザ横浜駅
本社営業所
横浜支店
本社
横浜営業所
本社

73 株式会社JTB横浜支店
横浜支店
本社
74 ㈱ハマツーリスト企画
株式会社旅コレクション
横浜本店
75
神奈川支店
76 株式会社農協観光神奈川支店
本店
77 株式会社ティー・アイ・ジェー
本社営業所
78 株式会社 エムツアー
横浜モアーズ
79 株式会社 エイチ・アイ・エス 横浜モアーズ本店
ららぽーと横浜
80 株式会社 エイチ・アイ・エス
横浜ジョイナス
81 株式会社 エイチ・アイ・エス
コレットマーレ
82 株式会社 エイチ・アイ・エス
ノースポートモール
83 株式会社 エイチ・アイ・エス
第一エリア営業部 第一営業所
84 株式会社 エイチ・アイ・エス
神奈川営業所
85 株式会社平成エンタープライズ
本社営業所
86 株式会社ドリーム観光
本店
87 有限会社いいだこ/トラベルカイト
本社営業所
88 株式会社三徳旅行
89 株式会社ネクストツアー
90 株式会社ワールドプラン
91 株式会社マリンツーリスト
92 有限会社 TABILANND JAPAN
93 一般財団法人横浜市交通局協力会
94 東京城南旅行会
95 あさひ国際旅行株式会社
96 株式会社京急アドエンタープライズ
97 株式会社ノマド・グローバル
98 ニュー日本観光株式会社
99 有限会社ミヤジマトラベル
100 西鉄旅行株式会社
101 株式会社東横観光センター

横浜本社
中山本店
本社営業所
本社営業所
旅行センター
本社
横浜（本社）
㈱京急アドエンタープライズ
本社
本社営業所
本社
横浜支店
本店

045-441-1144
045-714-2271
045-641-4166
045-681-1144
090-7172-1333
045-772-2037
045-311-4811
045-715-1024
045-680-5489
045-201-7513
045-624-9221
045-824-3221
045-320-6021
045-930-1371
045-290-1201
045-682-5701
045-912-0121
045-317-3631
048-487-7074
045-392-3030
045-975-0439
050-1496-4376
045-263-8244
045-937-3741
045-778-9253
090-1033-7770
045-315-3888
045-322-5767
045-730-3381
045-307-3855
090-5890-3975
045-784-9595
045-847-0760
045-201-2016
045-947-3821

なし
info@fujibus.co.jp
yokohama@mwt.co.jp
なし
joyfesto@gmail.com
yuko-t@jgttour.com
https://www.jtbwt.com/business/
contact/?_fsi=tpZtWtcE
hamatourist@silver.plala.or.jp
yokohama@tabi-colle.jp
azami@ntour.co.jp
takayanagi@ti-j.co.jp
hirokawa@emtour1122.com
なし
なし
なし
なし
なし
なし
tour@busde.com
dream-kankou@opal.ocn.ne.jp
travel-kite@mbr.nifty.com
ota@santoku-travel.ecnet.jp
yamashita@next-tour.jp
matsmoto@next-tour.jp
worldplan@worldplan.co.jp
kuri@marine-t.com
csjapan.tabiland@gmail.com
ryoko_3888@kyouryokukai.or.jp
tokyo_jounan_ryokou@lily.ocn.ne.jp
matsushima@asatabi.com
travel_w84@keikyu-group.jp
info@nomadglobal.co.jp
info@newnihon.com
travel@miyajimabus.com
ntc_yokohama@travel.nnr.co.jp
info@toyoko-travel.co.jp

10:00～17:00
※当面の間短縮営業[10:00～19:00(平
日) 10:00～18:00(土休日)]
9:00～17:00
9:30～17:30
9:30～18:00
10：00～18：00
10：00～18：00

年末年始 休業
日・祝
土・日・祝日・年末年始
土・日・祝
土・日
土・日・祝

9：30～17：30
10：00～18：00
10：00～18：00
9：00～17：30
11：00～18：00
9：00～18：00
11：00～19：00
10：00～18：00
10：00～20：00
11：00～20：00
11：00～19：00
11：00～17：00
10：00～14：00、15：00～17：00
9：00～18：00
10：00～16：00
9：00～17：30

土日祝日
土・日・祝日
日曜・祝日
土日・祝日・12/29～1/3
土日・祝日
日曜・祭日
なし
火～金
なし
なし
月・木・金・土・日
土日祝日
土・日・祝
土日
土日祝日
土・日・祝

10：00～17：00
10：00～19：00
9：00～18：00
10：00～18：00
10：00～18：00
10：00～18：00
9：00～17：30
9：30～18：00
10：00～19：00
10：00～18：00
10：00～18：00
9：10～17：30
9：00～18：00

土・日・祝
日曜・祝日
土・日・祭日
土・日・祝
土日祝
土・日・祭
土・日・祝
土日祝
土日
なし
土・日・祝
土・日・祝
日曜日

【川崎地域】 （川崎市）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社スペース・プラン
株式会社スペース・プラン
東急株式会社
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
㈱マリアンナワールドサービス
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
みやこ観光
株式会社 小田急トラベル
横浜トラベルサービス株式会社

営業所名

電話番号

メールアドレス

ラゾーナ川崎営業所
ノクティプラザ溝の口営業所
トラベルプラザ登戸店
団体営業センター
武蔵小杉 東急スクエア店
アトレ川崎店
ラゾーナ川崎店
グランツリー武蔵小杉店
マルイファミリー溝口店
新百合ヶ丘イトーヨーカドー店
本社
武蔵小杉支店
新百合ヶ丘OPA支店
川崎アゼリア支店
みやこ観光本店
団体旅行センター

044-522-8600
044-820-0151
044-933-0080
044-911-4715
044-711-3635
044-233-4714
044-330-3176
044-431-1775
044-813-1290
044-330-3181
044-978-0510
0570-030-047
0570-030-135
044-245-1832
044-777-2410
044-952-1211
044-589-6075

kawasaki@or.knt.co.jp
mizonoguchi@or.knt.co.jp
tp_noborito@spaceplan.co.jp
t-sales@spaceplan.co.jp
なし
なし
なし
なし
なし
なし
info-mws@marianna-ws.co.jp
omc_kosugi3@nta.co.jp
ns_shinyuri@nta.co.jp
kawasaki_az@nta.co.jp
k-miyako@cy.catv.ne.jp
shin_yurigaoka@odakyu-travel.co.jp
info@yokohama-travel.com

びゅうプラザ川崎駅
川崎支店
ラゾーナ川崎
ららテラス武蔵小杉
新百合ヶ丘オーパ
神奈川支店
本社

044-211-1700
044-211-1153
044-520-8191
044-430-2781
044-959-6181
044-220-6151
050-5274-8141

小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 新百合ヶ丘店

18
19
20
21
22
23
24

株式会社びゅうトラベルサービス
株式会社JTB
株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社 エイチ・アイ・エス
東日観光株式会社
株式会社アイ・ムーブ・ワールド

営業時間

10:00～17:00
10:30～18:30
10:00～19:00
9:30～18:30
11:00～19:00
10:00～21:00
10:00～20:00
10:00～21:00
10:00～19:30
10:00～19:30
9:00～17:00
10:00～18:00
10:00～18:00
11:00～18:00
9:30～17:30
10：00～18：00
9:30～18:00
10:00～17:00
※当面の間短縮営業[10:00～18:00(平
なし
日) 10:00～17:30(土休日)]
https://www.jtbwt.com/business/contact/?_fsi=tpZtWtcE
9：30～17：30
なし
10：00～18：00
なし
11：00～19：00
なし
10：00～18：00
kanagawa@tonichi.co.jp
10：30～16：30
info@tyojapan.com
10：00～18：00

休日

備考

木・臨時あり
木・臨時あり
年末年始(年中無休)
土・日・祝
年中無休
アトレ川崎の休業日
ラゾーナ川崎プラザの休業日
グランツリー武蔵小杉の休業日
マルイの休業日
イトーヨーカドーの休業日
土・日・祝
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日
土・日
無休
土・日・祝

年末年始 休業
土日祝日
なし
月・水・金
月～金
土・日・祝日・年末年始
日曜日

【横須賀・三浦地域】 （鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7
8

株式会社JTB
株式会社JTB
メルコトラベル株式会社
有限会社 ヨコスカ旅行
GST株式会社
株式会社JTB
旅日本株式会社
インペリアル株式会社

営業所名

電話番号

メールアドレス

営業時間

大船イトーヨーカドー店
鎌倉駅前店
湘南営業所
本社営業所
GST株式会社
横須賀モアーズシティ店
横須賀営業所
ヨコビル旅行センター

0467-30-1020
0467-24-6531
0467-41-6820
046-842-6660
046-836-5550
046-812-1986
090-3230-7555
046-826-0001

なし
なし
Takeda.shinji@zx.MitsubishiElectric.co.jp
yokosukaryoko@yahoo.co.jp
kato@life-sagami.co.jp
なし
info@tabi-nippon.com
info@mates-club.net

10:00～19:00
10:00～18:00
9：00～17：45
9:00～18:00
9:00～17:00
10:00～20:00
9:00～17:00
10:00～18:00

休日
イトーヨーカドーの休業日
祝・振祝・12/30～1/3(4/30・5/1・5/2は除く)
土・日・祝日

日曜日
土・日・祝
横須賀モアーズシティの休業日
土曜・日曜・祭日
土・日・祝

備考
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市

9
10
11
12
13
14
15
16

株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
東洋観光株式会社
株式会社JTB
株式会社あおき旅行舎
株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社 日吉商事
株式会社三浦観光バス

ウイング久里浜
コースカベイサイド横須賀支店
本社営業所
横須賀支店
本社営業所
横須賀モアーズ

046-834-0360
0570-030-096
046-837-3900
046-824-4216
046-853-2405
046-821-5141

kurihama_net@nta.co.jp
10:00～18:00
ntar_yokosuka@nta.co.jp
10:00～18:00
なし
9:00～17:45
https://www.jtbwt.com/business/contact/?_fsi=tpZtWtcE
9：30～17：30
aoki_ryokousha@yahoo.co.jp
10：00～18：00
なし
10：00～18：00

本社
本社営業所

046-825-0001
046-888-3821

hiyoshic@galaxy.ocn.ne.jp
info@miurakankobus.co.jp

10：00～17：00
9:00～17:00

火曜日
火曜日・木曜日
土・日・祝
土日祝日
日曜・祝日
火・水・木
土・日・祝
日・祝

横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
三浦市

【県央地区】 （相模原市、愛川町、清川村、厚木市、座間市、大和市、海老名市、綾瀬市）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7

株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社 小田急トラベル
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社JTB
株式会社ジャパントラベルライン

営業所名

電話番号

メールアドレス

営業時間

休日

ミウィ橋本

042-700-7871

なし
sagamiono@odakyu-travel.co.jp
sagamihara_2@jtb.com
なし
なし
なし
jtl@dream.jp

10：00～18：00
10：00～18：00
9：30～17：30
10:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00
9:30～17:30

火・木・金
不定期
土日祝日
イトーヨーカドーの休業日
ボーノの休業日
アリオの休業日
土日祝日

sp669279@feel.ocn.ne.jp
mail@basumado.com
sagamiono@or.knt.co.jp
shinchuo.takumi@pony.ocn.ne.jp
travel-qpitto@jcom.home.ne.jp
ns_sagamihara@nta.co.jp
kanakita01@keio-kanko.co.jp
なし
m-suzuki@fujikyu-travel.co.jp
ym-kotsu@sunny.ocn.ne.jp
info@hokusotravel.com
なし
daihyoshinyo@outlook.jp
hon_atsugi_ofc@odakyu-travel.co.jp
なし
atsugi@atlantictour.jp
info@north-f.co.jp
shikisainotabi@email.plala.or.jp
info@pam-bus.co.jp
aeonatsugi@or.knt.co.jp
maikan6655@maikan.co.jp
k-hasegawa@frontierkanko.co.jp
なし
なし
michi.g.njt@mbr.nifty.com
ayase@or.knt.co.jp
chuorinkan@or.knt.co.jp
なし
yamato@odakyu-travel.co.jp
info@izumino-kotsu.com
kanko@motoyukanko.co.jp

10:00～18:00
9:00～17:45
10:00～16:00
9:30～17:30
10:00～19:00
9:30～18:15
9:00～18:00
9:15～18:00
10:00～18:00
9：00～17：00
9:30～17:00
10:00～18:00
10:00～17:00
10：00～18：00
10:00～19:00
10:00～18:00
10:00～17:00
9：00～18：00
9:00～18:00
10:00～18:00
9:00～18:00
9:30～18:00
11：00～19：00
10:00～20:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～20:00
10：00～18：00
9：00～18：00
9：00～17：00

毎週 土・日曜日
なし
日(臨時)
第2,第4土日、祝
土・日・祝日
土・日・祝日
土、日、祝祭日
日曜・祝日
土・日・祝
なし
土日祝
土、日
土日祝祭日
不定期
12/31～1/2
土日・祝日
土・日・祝
無休
土日祝日
水
日曜日・祭日
土・日

小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 相模大野店 042-748-5201

相模原支店
古淵イトーヨーカドー店
ボーノ相模大野店
橋本アリオ店
本社営業所

042-701-2153
042-716-8867
042-716-8883
042-770-8311
042-705-2981
042-682-6339
090-2902-6639
042-703-3451
042-767-2260
042-750-2510
042-852-5123
0570-030-138
042-786-6155
042-753-1116
042-743-8105
042-770-8112
042-755-9590
042-768-0018
046-226-6100
046-228-3122
046-203-5091
046-222-7400
046-222-2025

8 株式会社トラベルサーティーナイン
本社営業所
神奈川本社
9 株式会社バス窓.com
相模大野モアーズ営業所
10 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
新中央ツーリスト相模原
11 株式会社新中央ツーリスト相模原
本社営業所
12 旅キューピット
相模原市役所支店
13 株式会社日本旅行
神奈川北支店
14 京王観光株式会社
本社営業所
15 相模原観光株式会社
神奈川支店
16 富士急トラベル㈱神奈川支店
YM交通本社営業所
17 山口自動車株式会社
本社営業所
18 北相トラベル株式会社
本社
19 有限会社平成観光サービス
厚木本社
20 ウイングトラベル厚木
小田急トラベル旅行プラザ本厚木ミロード店
21 株式会社 小田急トラベル
イオン厚木店
22 株式会社JTB
厚木営業所
23 株式会社アトランティックツアー
本社
24 株式会社ノースフィールド
本社
25 四季彩の旅
神奈川
046-402-5800
26 株式会社ﾌﾟﾘﾝｼﾌﾟﾙ自動車ﾌｧｲﾝﾂｰﾘｽﾄ 神奈川営業所
イオン厚木営業所
046-222-1400
27 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
本社
046-228-6655
28 株式会社毎日観光
本社営業所
046-206-4118
29 レインボートラベル株式会社
ららぽーと海老名
046-292-3011
30 株式会社 エイチ・アイ・エス
ららぽーと海老名店
046-292-1310
31 株式会社JTB
本社
0467-79-6790
32 株式会社エヌジェイツーリスト
綾瀬タウンヒルズ営業所
0467-79-5191
33 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
中央林間東急スクエア営業所
046-278-2251
34 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
046-203-5069
35 株式会社JTB
大和鶴間イトーヨーカドー店
小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 大和ﾌﾟﾛｽ店046-262-0305
36 株式会社 小田急トラベル
本社営業所
046-262-7777
37 泉の交通株式会社
本社営業所
046-286-7881
38 厚木元湯観光株式会社

火・水・木
ららぽーとの休業日
土・日・祝
火
水(臨時)
イトーヨーカドーの休業日
不定期
日曜日
土・日・祝

備考
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
厚木市
海老名市
海老名市
海老名市
綾瀬市
綾瀬市
大和市
大和市
大和市
大和市
愛甲郡愛川町

【湘南地域】 （秦野市、伊勢原市、寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

株式会社JTB
株式会社農協観光
東海教育産業株式会社
ウィングトラベル
エム・ケー観光株式会社
株式会社 小田急トラベル
株式会社農協観光
東海教育産業株式会社
株式会社三昭ツーリスト
株式会社 のあたび
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社JTB
株式会社JTB

14 株式会社おしん
15 株式会社日本旅行
16 株式会社日本旅行
17 株式会社日本旅行
18 株式会社 小田急トラベル
19 株式会社 小田急トラベル
20 株式会社湘南ﾄﾗﾍﾞﾙプラザ
21 スバル観光バス株式会社
22 株式会社エイトバード
23 株式会社農協観光
24 株式会社 エイチ・アイ・エス

営業所名

電話番号

メールアドレス

営業時間

イオン秦野ショッピングセンター店
JAはだの旅行センター
湘南旅行センター
本社
本社
小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 伊勢原店

046-366-3975
046-381-7710
046-377-3522
0463-96-5159
0463-26-5433
0463-93-6605
0463-93-3151
0463-93-3980
0467-74-9900
0466-52-7775
0466-23-2555
0466-54-6702

なし
なし
tts@tokai-eic.com
iida0410@mub.biglobe.ne.jp
m.mori@mk-kanko.co.jp
isehara@odakyu-travel.co.jp
s.imai@ntour.co.jp
tti@tokai-eic.com
y-fukutomi@samukawa-sansho.co.jp
info@noatabi.co.jp
fujisawa@or.knt.co.jp
なし
なし
g-fatemeh@oshintours.jp
k-takesue@oshintours.jp
fujisawa_net@nta.co.jp
ns_shonan@nta.co.jp
omc_shonandai@nta.co.jp
shonandai@odakyu-travel.co.jp
fujisawa@odakyu-travel.co.jp
jtbshonantravel@clock.ocn.ne.jp
k-nagasawa@subaru-kankobus.com
info@8bird.com
n.iriuchishima@ntour.co.jp
なし

10:00～19:00
9：00～17：30
9：00～17：30
9:30～17:30
9:00～18:00
10：00～18：00
9：00～17：30
9：00～17：00
9:30～18:00
10:00～18:00
10:00～17:00
10:00～18:30
10:00～20:00

神奈川西部支店
伊勢原旅行センター
本社営業所
本社営業所

藤沢営業所
湘南藤沢店
テラスモール湘南店

株式会社おしん
藤沢支店

0466-32-7994
070-3526-3288
0466-54-8010

0466-22-7411

湘南モールFILL支店
0570-030-145
湘南台支店
0570-030-079
小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 湘南台駅店0466-46-3226

小田急ﾄﾗﾍﾞﾙ旅行ﾌﾟﾗｻﾞ 藤沢店 0466-25-7137
0466-43-8700
0466-48-9123

本社営業所
本社
本店営業所
さがみ営業支店
テラスモール湘南

0466-55-5787
0466-45-4129
0466-38-3141

9:00～18:00
9:30～17:30
10:00～18:00
10:00～18:00
10：30～18：30
10：00～18：00
10:00～18:00
9:00～17:30
10：00～18：00
9：00～17：30
11：00～19：00

休日
イオンの休業日
土日・祝日・12/29～1/3
日・祝祭日・第1.3.5土曜
土・日・祝
土・日・祝
無休
土日・祝日・12/29～1/3
日・祝祭日・第2.4土曜

土・日・祝
日・祝
祝日・水・日(臨時)
5/3～5/5・12/30～1/3
テラスモール湘南の休業日
土・日・祝
土・日・祝
火曜日・木曜日
火曜日・木曜日
日・祝
木曜
水曜日(コロナ対策で臨時休業あり)
土・日
土・日・祝祭日
土日・祝日・12/29～1/3
月・水・金

備考
秦野市
秦野市
秦野市
伊勢原市
伊勢原市
伊勢原市
伊勢原市
伊勢原市
高座郡寒川町
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市

25
26
27
28
29
30
31
32
33

有限会社 寺子屋
合同会社 湘南旅行舎
株式会社JTB
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
湘南ﾄﾗﾍﾞﾙ株式会社
株式会社JTB
株式会社日本旅行
株式会社JTB

34 神奈中観光株式会社

本社湘南営業所
本店
ラスカ茅ヶ崎店
ラスカ平塚営業所
湘南支店
本店
ららぽーと湘南平塚店

ららぽーと湘南平塚支店
神奈川西支店
神奈川営業所

0467-26-2111
070-6468-8462
0467-87-3933
0463-23-4151
0463-23-2811
0463-68-4030

0463-20-5215
0570-030-142
0463-23-5166
0463-51-6901
042-788-2675

terakoya@g.nishikori.com
9:00～17：30
shonants@outlook.jp
10:00～18:00
なし
10:00～20:00
hiratsuka@or.knt.co.jp
11:00～18:00
shonan@or.knt.co.jp
9:00～17:45
info@shonan-travel.co.jp
9:00～18:00
なし
10:00～20:00
ns_hiratsuka@nta.co.jp
10:00～19:00
https://www.jtbwt.com/business/contact/?_fsi=tpZtWtcE
9：30～17：30

土・日・祝
月・火
ラスカの休業日

なし

土・日・祝

9：00～17：00

土・日・祝
ららぽーとの休業日
火曜日・木曜日
土日祝日

茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市
平塚市

【西湘地域】 （山北町、松田町、開成町、大井町、中井町、小田原市、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町）
No 旅行会社名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

株式会社ツーリア
有限会社丹沢交通
㈱ビッグトラベル
エニコートラベル株式会社
株式会社JTB
株式会社 小田急トラベル
株式会社 小田急トラベル
SUGIZAKI・トラベルサポート㈱
有限会社島旅ツーリスト
伊豆箱根バス株式会社
名鉄観光サービス㈱
株式会社 エイチ・アイ・エス
箱根登山バス株式会社
富士フイルム生活協同組合
株式会社 箱根観光旅館協会
株式会社 小田急トラベル

伊豆箱根バス株式会社
一般財団法人箱根町観光協会
株式会社ヤブタ建設不動産

営業所名

電話番号

メールアドレス

営業時間

休日

(株)ツーリア
本社営業所
本社
本社営業所
小田原ダイナシティウエスト店
小田急旅行センター 小田原
小田原営業センター
本社営業所
小田原駅前

0465-27-0887
0465-85-1234
0465-83-7273
0465-46-8477
046-540-5862

torea-kimi@kuh.biglobe.ne.jp
Tanzawa-matsda@tanzawa-bus.jp
info@bigtravel.jp
any-co@ace.ocn.ne.jp
なし
odawara@odakyu-travel.co.jp
odawara-hq@odakyu-travel.co.jp
tour@sugizaki-highwaybus.com
info@shimatabi.net
r.oshima@izuhakone.co.jp
odawara@mwt.co.jp
なし

土・日・祝
土・日・祝
日曜日

coop-5900@fujifilm.com
sakurai@hakonetours.com
yumoto@odakyu-travel.co.jp

9:00～18:00
9:00～18:00
9:30～18:00
9:30～17:30
10:00～20:00
8:30～18:00
9:15～18:15
9:00～18:00
10:00～19:00
9:00～18:00
9:30～17:30
10：00～18：00
10：00～18：00
10:00～17:30
9:30～18:00
平日09:00-20:00、土休日08:00-20:00

bus.hakone1@izuhakone.co.jp
koryu_c@hakone.or.jp
yabuta34@smile.ocn.ne.jp

9:00～17:45
10:00～17:00

0465-20-2266
0465-58-0801
0465-39-3900
0465-24-7150
神奈川旅行センター
0465-23-0266
小田原支店
0465-23-3238
小田原ダイナシティ
0465-45-0721
運輸部(貸切センター)
0465-30-2111
南足柄
0465-72-1128
本社営業所
0460-85-6777
小田急旅行センター 箱根湯本
0460-85-5527
箱根営業所
0460-86-2048
箱根町観光交流センター
0460-85-5794
株式会社ヤブタ設不動産（本店）0465-68-3400

なし

8:15～16:45

日・祝
ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｳｴｽﾄﾓｰﾙの休業日
無休
日・祝・指定日
土・日・祝
日・祝
土・日・祝
土・日・祝・年末年始
火・水・木
土・日・祝
土・日・祝・年末年始
年中無休
無休
無休
無休
土・日・祝

備考
足柄上郡山北町
足柄上郡松田町
足柄上郡大井町
足柄上郡大井町
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
小田原市
南足柄市
足柄下郡箱根町
足柄下郡箱根町
足柄下郡箱根町
足柄下郡箱根町
足柄下郡真鶴町

