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H30.1.4 1 - 株式会社ベストエスコート 米井　文芸 270-1364 印西市浦幡新田６２番地３ 本社営業所 270-1364 印西市浦幡新田６２番地３

H30.1.4 2 - 株式会社アクティブ 川口　正樹 286-0842 成田市上福田４９３番地 本社営業所 286-0842 成田市上福田４９３番地

H30.1.4 3 -
スペース株式会社（西日本インフォメーション東
京）

上松　憲治 276-0022 八千代市上高野１２１４番地１６ 本社営業所 276-0022 八千代市上高野１２１４－１６

H30.1.4 4 - 三谷　唯則（平成会予約センター） 270-1471
船橋市小室町９０１番地
Ｃ－７棟３０２号

本社 270-1471
船橋市小室町９０１番地
Ｃ－７棟３０２号

H30.1.4 5 - 佐藤　伸弘（オフィスジパング） 274-0077 船橋市薬円台１丁目６番１－４０３号 本社営業所 274-0077 船橋市薬円台１丁目６番１－４０３号

H30.1.4 6 - 岡　さち子（サンチバリザーブ） 263-0051 千葉市稲毛区園生町889番地11 本社営業所 263-0051 千葉市稲毛区園生町889番地11

H30.1.4 7 - 有限会社千葉フロントサービス 石川　主税 297-0024
茂原市八千代一丁目１７番地４
サンハイツ八千代Ⅱ１０３

本社営業所 297-0024
茂原市八千代一丁目１７番地４
サンハイツ八千代Ⅱ１０３

H30.1.4 8 - 株式会社千葉東海予約センター 石井　比呂志 292-0051 木更津市清川一丁目１１番２０号 本店 292-0051 木更津市清川一丁目１１番２０号

H30.1.4 9 - 伊藤　務（北東京予約センター） 270-0121 流山市西初石１丁目７５５番地の４２ 事業本部 270-0121 流山市西初石１丁目７５５番地の４２

H30.1.4 11 - 越智　小百合（おち総合予約センター） 299-3255
大網白里市みどりが丘
１丁目８番地１８

本社 299-3243 大網白里市大竹２６４－１

H30.1.4 12 - 株式会社カズサエンタープライズ 阿部　稔 292-0052 １８番４号 本社営業所 292-0052 １８番４号

H30.1.4 13 - ＭＲＣ株式会社（ＭＲＣ旅行サービス） 齋藤　春江 289-1334 山武市和田４４４番地１９ 本社営業所 289-1334 山武市和田４４４番地１９

H30.1.4 14 - 株式会社グリーンアース 白藤　三隆 299-2416 南房総市富浦町青木１７７番地
お百姓市場営業
所

299-2416 南房総市富浦町青木１０３－１

H30.1.12 15 - 青木　敏夫（岩井民宿組合） 299-2223 南房総市高崎１１７５番地 本店 299-2226 南房総市市部１４６

H30.1.15 16 - 東北ジャパンネットワーク株式会社 井上　愼一 270-1412 白井市桜台二丁目１６番１棟２０２号 本社営業所 270-1412 白井市桜台２－１６－１－２０２

H30.1.22 17 - 株式会社大日ドリーム観光（大日ドリーム観光） 平野　賢一 284-0001 四街道市大日４５７番地の８ 本社営業所 284-0001 四街道市大日４５７－８

H30.1.30 19 - 株式会社きらり観光 増淵　靖知 270-1505 印旛郡栄町竜角寺台五丁目１２番１号 本社営業所 270-1505 印旛郡栄町竜角寺５丁目１２－１

H30.2.6 20 - 株式会社エイジゲットエイジ 佐藤　鋭治 272-0822 市川市宮久保三丁目３９番５号 本社営業所 272-0822 市川市宮久保三丁目３９番５号

H30.2.7 21 - 株式会社成田アプローチ 金川　孝 283-0835 東金市極楽寺３９５番地４ 本社営業所 283-0835 東金市極楽寺３９５番地４

- 東京営業所 124-0022 東京都葛飾区奥戸４－２０－１７

H30.2.19 22 -
有限会社房総予約センター（房総予約センター
京葉リザーブセンター）

青木　一 292-0038 木更津市ほたる野三丁目２２番地２ 本社 292-0038 木更津市ほたる野市３－２２－２

- Nobil 305-0853 茨城県つくば市榎戸７８３－１２沼尻産業ビル２F

H30.3.13 23 - 有限会社夢観光 松本　恵介 270-1318
印西市小林１７６６－４ドミールコト―B１０１号
室

本社営業所 270-1318 印西市小林１７６６－４ドミールコト―B１０１号室

H30.3.14 24 - 株式会社ORS 針生　さやか 287-0222 成田市前林８２３番地１ 本社営業所 287-0222 成田市前林８２３－１

H30.3.28 25 - 中日ソリューションズ株式会社 孟　勇鋼 261-0011 千葉市美浜区真砂二丁目１５番３棟１００４号 本社営業所 261-8501
千葉市美浜区中瀬１－３
幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ

H30.4.10 26 - 椿　侑也（椿観光） 287-0041 香取市玉造５３９番地 本社営業所 287-0041 香取市玉造５３９番地

H30.4.12 27 - 株式会社ツーリストバス 橋本　文雄 286-0222 富里市中沢２４７番地１ 千葉本社営業所 286-0222 富里市中沢２４７－１

H30.4.20 28 - 木の子交通株式会社 高野　慧翼 286-0115 成田市西三里塚１－６７－２０１ 本社営業所 286-0115 成田市西三里塚１－６７－２０１
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H30.7.12 29 -
出口　幸弘（いすみ市農泊・インバウンド推進協
議会）

298-0005 いすみ市新田２８番地１ 協議会本部 298-0004 いすみ市大原７４００番地８（いすみ市商工会内）

H30.7.27 30 - 松田　大蔵(エキサイトジャパン) 273-0011 船橋市湊町2丁目2番地７ 船橋オフィス 273-0001 船橋市湊町２－２－７

H30.9.7 31 - 辰ノ口　奈稔子（OnlyOneProduction） 273-0024
船橋市海神町南1丁目１４５２番地１コージー
スクエア西船橋６０７号

本店営業所 273-0024 船橋市海神町南１－１４５２－１－６０７

H30.9.25 32 - オリエント交通株式会社 平井　利之 286-0211 富里市御料５８４番地２ 本社営業所 289-1621 山武郡芝山町牧野９９－６

H30.10.2 33 - 駿騏通商株式会社 謝　嘉容 287-0224 成田市新田３００番地１８ 本社営業所 287-0224 成田市新田３００番地１８

H30.12.7 34 - レクレ株式会社 石川　陽子 294-0044 館山市大網３９８番地の１３ 本社営業所 294-0044 館山市大網３９８－１３

H30.12.28 35 - 有限会社東高サービス 小川　素樺 272-0133 市川市行徳駅前四丁目１番２１号 本社営業所 272-0133 市川市行徳駅前四丁目１番２１号

H31.1.29 36 - 株式会社アンカーズアウェイ 金　志訓 274-0825 船橋市前原西八丁目２１番６２号 本社営業所 274-0825 船橋市前原西８－２１－６２

H31.2.8 37 - 佐生　かおり(オーシャンクイーン） 294-0045 館山市北条４６５番地の３ 本社営業所 ２94-0045 館山市北条７００－２　コアビル２F

H31.2.12 38 - 株式会社天宇国際 竹内　荷清 ２60-0824 千葉市中央区浜野町１０２５－４４９ 本社 260-0824 千葉市中央区浜野町１０２５－４４９


