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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９０１Ｃ－７－３０２

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 -
𠮷岡　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８８９－１１

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 本社営業所 297-0024
茂原市八千代１－１７－４
サンハイツ八千代Ⅱ１０３

中央三県営業所 419-0125 静岡県田方郡函南町肥田４７７－１

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
（カズサフロント）

阿部　稔 292-0052 木更津市祇󠄀園一丁目１８番４号 本社営業所 292-0052 木更津市祇󠄀園一丁目１８番４号

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

H30.1.22 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 印旛郡栄町竜角寺台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 264-0032 千葉市若葉区みつわ台一丁目５番地２２ 本社 264-0032 千葉市若葉区みつわ台一丁目５番地２２

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３－２２－２

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番地１

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
（オリエント交通）

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３９８－１３ 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 272-0137 市川市福栄二丁目２番１７号 本社営業所 272-0137 市川市福栄二丁目２番１７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

H31.2.12 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

H31.3.22 39 - 一般社団法人遊雅 和泉澤　千壽 299-2401 南房総市富浦町南無谷２１６ 遊雅 299-2401 南房総市富浦町南無谷２１６

H31.3.27 40 -
河原畑　仁
（なごみツアーズ）

274-0072 船橋市三山７丁目１７番１－１０５号 本社営業所 274-0072
船橋市本町２－１０－１４
船橋サウスビル３Ｆ

R1.5.31 41 - 株式会社ＪＨＴ ニン・リン 270-1337
印西市草深６７番地７
佐藤第一ビル２階２０３号室

本店 274-0072
印西市草深６７番地７
佐藤第一ビル２階２０３号室

R1.6.13 42 - ブルームエクスプレス株式会社 越川　美奈子 289-2325 香取郡多古町南玉造３８２３番地１ 本社営業所 289-2325 香取郡多古町南玉造３８２３番地１

R1.6.14 43 - 有限会社Ｒｅａｌ　ＴＯＵＲＳ　Ｔｏｋｙｏ 坂田　ハビエル 286-0214 富里市立沢１０９８番地６８ 本社営業所 286-0214 富里市立沢１０９８番地６８
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R1.6.28 44 - 株式会社ホリデープラストラベル ブサバコン・クンラナン 261-0023
千葉市美浜区中瀬一丁目３番
幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ

本社営業所 261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番
幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ

R1.7.8 45 -
KANG YUNKYUNG 姜　允郷
（ＪＧ　ＴＯＵＲ）

292-0057
木更津市東中央３丁目３番１３号
ＪＨビル１Ｆ

本社営業所 292-0057
木更津市東中央３丁目３番１３号
ＪＨビル１Ｆ

R1.7.9 46 - Ｒｙｕｋｉ株式会社 陳暁隆 272-0835 市川市中国分五丁目３７番１４号 本社営業所 272-0835 市川市中国分五丁目３７番１４号

R1.7.16 47 - 株式会社華橋商事 范　傑 287-0224 成田市新田２８１番地３４ 本社営業所 287-0242 成田市多良貝２４５－３０９９

R1.9.3 49 -
葉桐　直樹
(ＡＮＮＡ　ＪＡＰＡＮ　 ｔｒａｖｅｌ　ｓｅｒｖｉｃｅ)

276-0004
八千代市島田台９３７番地８
アルバグランデＥ２０１

本店 276-0004
八千代市島田台９３７番地８
アルバグランデＥ２０１

R1.9.5 50 - 日盈インターナショナル株式会社 植松　玲子 286-0036 成田市加良部六丁目６番地１（１２２号） 本店 286-0036 成田市加良部六丁目６番地１（１２２号）

R1.9.11 51 - 株式会社ＷＡＴＯＫＵ 鈴木　清 273-0024
船橋市海神町南一丁目１６２５番地２
ＮＩＣアーバンハイム西船橋２０４号

本社営業所 273-0024
船橋市海神町南一丁目１６２５番地２
ＮＩＣアーバンハイム西船橋２０４号

R1.9.30 52 - 株式会社フィックスドスター 水嶋　純 277-0872 柏市十余二313－202 本社営業所 277-0872 柏市十余二313－202

R1.10.16 53 - 観光企画センター株式会社 小中澤　潤 289-1735 山武郡横芝光町屋形５０２５番地３ 本社営業所 289-1735 山武郡横芝光町屋形５０２５番地３

R1.10.23 54 - KHIN PYAE SONE WIN 299-0102 市原市青柳７３１番地１１ 本社営業所 299-0102 市原市青柳７３１番地１１

R1.11.7 55 -
石岡　桜子
（桜トラベル）

311-2203 茨城県鹿嶋市大字浜津賀５２２番地４３ 市川営業所 272-0138 市川市南行徳４－９－１０－２０１

R1.11.12 56 - 四谷商事株式会社 森山　正義 265-0066 千葉市若葉区多部田町７５８番地４７ 本社営業所 265-0066 千葉市若葉区多部田町７５８番地４７

R1.11.13 57 -
株式会社源田
（源田旅行サービス）

田　玲玲 277-0862 柏市篠籠田４５３番地２９ 本店 277-0862 柏市篠籠田４５３番地２９

R1.11.14 58 - ＳＫ　Ｒｏｙａｌ　Ｊａｐａｎ株式会社 根来　作男 260-0031 千葉市中央区新千葉三丁目２番地１号６階 本社営業所 260-0031 千葉市中央区新千葉３丁目２番地１号６階

R1.11.26 59 - トランスワールドサービス合同会社 奥村　政義 279-0012 浦安市入船五丁目４５番１－３０６号 本社営業所 279-0012 浦安市入船５－４５－１－３０６

R2.1.23 60 -
株式会社南房コーポレーション
（房総アドベンチャーツアーズ）

瀬戸川　賢二 299-2201 南房総市荒川１０８９番５ 本社営業所 299-2201 南房総市荒川１０８９－５

R2.1.29 61 -
新日中商事株式会社
（友好旅行社）

富吉　康介 101-0025 東京都神田佐久間町一丁目８番４号 千葉営業所 261-0014 千葉市美浜区若葉３丁目１－１　４５０７号室

R2.3.18 62 -
大里　桂
（Ｋ．Ｏ ｉｎｄｕｓｔｒｙ）

287-0105 香取市沢２４４９番地３ 本社 287-0105 香取市沢2449番地３

R2.4.8 64 - 有限会社Ｊ＆Ｃサポート 月見里　凛 270-0004 松戸市殿平賀３１５番地 本社営業所 270-0004 松戸市殿平賀３１５番地

R2.4.8 65 - 株式会社オアシスフィット 東　誠之 277-0831 柏市根戸３８６番地４５ 本社営業所 277-0831 柏市根戸３８６番地４５

R2.6.3 66 - 企業組合アドベンチャーバケーションネットワーク 滝川　望 290-0038 市原市五井西四丁目２４番地６ 事務所 290-0038 市原市五井西四丁目２４番地６

R2.6.8 67 -
株式会社金谷園大飯店
（金谷園）

林　誠訓 133-0057 東京都江戸川区西小岩三丁目１２番１号 本社営業所 279-0043
浦安市富士見３丁目１０－９
梅沢ハイツ１０１

R2.6.29 68 -
安永　マリナ　イワ
（Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｉｎａｒｉ）

289-2100 匝瑳市飯多香３３６番地２ 本店営業所 289-2100 匝瑳市飯多香３３６番地２

R2.8.3 69 - 大爽合同会社 澤村　千凡 270-1102 我孫子市都１２番地の３１ 本社営業所 270-1102 我孫子市都１２番地の３１

R2.10.14 70 - 福賀株式会社 聶子　涵 277-0051 柏市加賀三丁目２０番８号－２０２号 本社営業所 277-0051 柏市加賀三丁目２０番８号－２０２号

R2.10.15 71 - 株式会社大佐和自動車教習所 榎本　守男 293-0036 富津市千種新田８８番地 本社営業所 293-0036 富津市千種新田８８番地

R2.4.2 72 - 康泰インターナショナル株式会社 何　康平 274-0807
船橋市咲が丘一丁目１６番地４号
咲が丘タウンハウス１０２号１Ｆ

本店 274-0807
船橋市咲が丘一丁目１６番地４号
咲が丘タウンハウス１０２号１Ｆ

R2.12.15 73 -
矢野　善久
（Ｔｅｅｔｉｍｅｓ．Ｔｏｋｙｏ）

270-1505 印旛郡栄町竜角寺台５丁目２０番１３号 本店営業所 270-1505 印旛郡栄町竜角寺台５－２０－１３

R2.12.15 74 -
村越　正比呂
（オフィスＳＥＴＳ）

270-0119 流山市おおたかの森北二丁目５２番地の４ 本社 270-0119 流山市おおたかの森北２－５２－４

R2.12.28 75 -
齊藤　まりあ
（Ｅｄｅｎ　Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ）

285-0923 印旛郡酒々井町東酒々井三丁目３番１９２ 本社営業所 285-0921 印旛郡酒々井町中川５８－５

R3.5.17 76 - 合同会社ＬＯＴＵＳ 松田　清志 270-1101 我孫子市布佐２７８７番地１２ 本社営業所 270-1101 我孫子市布佐２７８７番地１２
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R3.9.14 77 - 株式会社ワールドエンタプライズ 諸岡　勲 286-0025 成田市東町１２１番地１１ 本社営業所 286-0025 成田市東町１２１番地１１

R4.2.24 78 - W&N株式会社 田中　大和 169-0072 東京都新宿区大久保二丁目３２番１９－１０６号 千葉営業所 289-2257 香取郡多古町南中９１９－２

R4.3.2 79 - 合同会社EDGE HAUS 油原　祐貴 277-0011 柏市東上町2－28第一水戸屋ビル3階 本社営業所 277-0011 柏市東上町2－28第一水戸屋ビル3階

R4.4.11 80 - アルターバリュー株式会社 王　靖宇 289-1104 八街市文違字文違野３０１番１０４６号 本社営業所 289-1104 八街市文違字文違野３０１番１０４６号

R4.5.12 81 - ジップトリップジャパン株式会社（ジップトリップ） 細川　彩 260-0015 千葉市中央区富士見二丁目７番９号　富士見ビル６０９号 本社営業所 260-0015 千葉市中央区富士見二丁目７番９号　富士見ビル６０９号

R4.6.3 82 - 日本協和株式会社 塩見　順子 286-0135 成田市山之作５０３番地６ 本社営業所 286-0135 成田市山之作５０３－６

R4.8.1 83 - 信用国際株式会社 蘇　麗珠 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘五丁目７番２号 本社営業所 285-0850 佐倉市西ユーカリが丘五丁目７番２号

R4.8.5 84 - 有限会社つくばホテルズ（Arrange　works＋s） 山南　英喜 305-0047 茨城県つくば市千現一丁目１２番地５ 成田営業所 286-0116 千葉県成田市三里塚御料1-776サンハイツ御料106号室

R4.8.5 85 - ＭＡＴＶＥＥＶＡ　ＭＡＲＩＩＡ 261-0004 千葉市美浜区高洲３丁目２番６棟２０８号 本店 261-0004 千葉市美浜区高洲３丁目２番６棟２０８号

R4.8.19 86 - 黒木インターナショナル株式会社 黒木　海 286-0032 成田市上町５２０番地２ 本社営業所 286-0032 成田市上町５２０番地２

R4.9.14 87 - 株式会社オールジャパントラベルサービス 林　郁凱 286-0221 富里市七栄６５０番地８３１ 本社営業所 286-0221 富里市七栄６５０番地８３１

R4.9.21 88 - Ｊ．Ｒ．Ｌ．ＴＲＡＶＥＬ株式会社 スリサワット　アヌワット 286-0221 富里市七栄６５０番地５００ 本社営業所 286-0221 富里市七栄６５０番地５００

R4.10.21 89 -
ＷＩＮＡＮＴＩ　ＡＤＥ　ＲＡＨＭＡ　ＡＢＢＩＧＥＲＩ（Ｄｅｗｉｎａ　
Ｔｏｕｒｓ＆Ｔｒａｖｅｌ）

270-0114 流山市東初石３丁目９９番地の１７ 本店 270-0114 流山市東初石３丁目９９番地の１７

R4.11.1 90 - 一般社団法人浦安観光コンベンション協会 及川　力 279-8501 浦安市猫実一丁目１番１号１０Ｆ 浦安観光コンベンション協会 279-8501 浦安市猫実一丁目１番１号１０Ｆ

R4.11.11 91 - 国際総合株式会社 弓長　ナナ 286-0111 成田市三里塚２６０番地５ 国際総合株式会社 286-0111 成田市三里塚２６０番地５

R4.11.15 92 - 株式会社久発商事 林　為茂 273-0005 船橋市本町五丁目１８番地２号 本社営業所 273-0005 船橋市本町五丁目１８番地２号

R4.11.21 93 - 荒垣　由以子 294-0056 館山市船形３８番地の７ 本店営業所 294-0056 館山市船形３８番地の７

R4.12.8 94 - ＡＣ国際合同会社 楊　軼 274-0825 船橋市前原西一丁目２６番１９号マインツインメル津田沼５０１号 津田沼営業所 274-0825 船橋市前原西一丁目２６番１９号マインツインメル津田沼５０１号

R5.1.6 95 - 株式会社ＫＫＴ 張　慶慶 272-0802 市川市柏井町一丁目１７７０番２３号 本社営業所 272-0802 市川市柏井町一丁目１７７０番２３号


