
R・Kカントリー株式会社（神奈川フ

ロンティア）

241-0825

横浜市旭区中希望ヶ丘103-7 ステップビル

201

045-365-2225
旅行会社向けに中華街・観光・飲食・宿泊施

設のPR・手配を行なう旅行サービス手配業http://www.kanafro.jp

045-365-2230/〒

インバイトジャパン株式会社

111-0032

東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル6F

03-6231-6621
MICE誘致で鍵となるチームビルディングアク

ティビティをバイリンガルで提供します。https://invitejapan.com

03-6700-1730/〒

株式会社エアサーブ

153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産

青葉台タワー5階

03-6745-8230 空港内の事務所の立地を生かした送迎や、

MICEで好評なトラベルイヤホンのレンタル等

のサービス
https://www.airserve.co.jp

03-6745-8234/〒

株式会社エイチ・アイ・エス

100-0004

東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル4

階

03-3519-7191

総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など
https://www.his-j.com/

03-3597-8733/〒

ANAセールス株式会社

103-0027

東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイ

ス日本橋4階

050-3815-5069

旅行業
https://www.ana.co.jp/

03-6733-4633/〒

公共の宿 エスカル横浜（横浜海員

会館）

231-0023

横浜市中区山下町84

045-681-2141

宿泊施設、レストラン、貸会議室https://www.escale-yokohama.

com

045-681-2032/〒

株式会社カーニバル・ジャパン

104-0061

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6

階

03-3573-3610
プリンセス・クルーズ、キュナード・ライン、シー

ボーン・クルーズの販売とマーケティングhttps://www.princesscruises.jp

03-3573-3607/〒

株式会社CARROZZA

238-0101

神奈川県三浦市南下浦町上宮田3196

050-5532-1926
レンタカー、自動車販売、観光促進事業、イ

ンバウンド、PRhttp://carrozza-japan.com/

045-345-3100/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏　横浜支店

221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー

クス横浜イースト 4F

045-277-0771
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イ

ベント等の総合旅行業https://www.knt.co.jp

045-277-0772/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏

163-0023

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド

ウイング9F

03-6863-0350

募集型企画旅行 パンフレットの造成
https://www.knt.co.jp

03-6863-0415/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏 横浜教育旅行支店

221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー

クス横浜イースト 4F

045-277-0681

旅行業
https://www.knt.co.jp

045-277-0682/〒

クラブツーリズム株式会社

160-8308

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド

ウイング

03-5323-6875
国内・海外・訪日旅行・地域誘客事業、各種

イベント事業の企画運営 他https://www.club-t.com

03-3342-4445/〒

株式会社KNT-CTグローバルトラ

ベル

101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商

事神田和泉町ビル13階

03-6891-9600

旅行業、国際会議、学術会議
https://www.knt.co.jp/

03-6891-9599/〒

株式会社京急アドエンタープライズ

233-0002

横浜市港南区上大岡西1丁目13番8号 三

井生命上大岡ビル2F

045-848-2711

総合広告代理業
https://www.keikyu-ad.co.jp

045-848-2722/〒

株式会社KGカンパニー

231-0002

横浜市中区海岸通4－23 マリンビル609

045-305-6921
インバウンド及びクールジャパン関連ビジネ

ス。飲料・食料品の輸出入及び国内販売http://www.kgcompany.co.jp/

-/〒

国際自動車株式会社

107-0052

東京都港区赤坂2-8-6 km赤坂ビル

03-6277-7272
タクシー・ハイヤー・バスにおける観光、空港

送迎、VIP送迎、イベント・国際会議用車等https://www.km-group.co.jp

03-3586-1020/〒



Cycle Travelation

220-0073

横浜市西区岡野1-11-8 2F

045-550-4993

レンタルサイクルを用いた横浜の観光案内
http://cycletravelation.com

なし/〒

株式会社JTB トラベルゲート横浜

220-0004

横浜市西区北幸1-7-6 日土地横浜西口第

一ビル

045-312-5288

旅行業
https://www.jtb.co.jp/shop/tgy/

045-314-3610/〒

株式会社JTB 横浜支店

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビ

ル6階

045-316-0540
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション等の

総合旅行業務。観光動向等の調査業務www.jtb.co.jp/shop

045-316-5521/〒

シクロポリタン ヨコハマ

231-0026

横浜市中区寿町1-1-11 興和ビル1F

045-228-3380
電動3輪自転車タクシー運営(イベント、車体

広告)、高知県支援、ハワイ、農業、通販http://cyclopolitain.jp

045-228-3381/〒

株式会社千遊（CKC GROUP)

104-0061

東京都中央区銀座1-18-2 太平ビル7F

03-6263-2190 中国富裕層をターゲットとし、オーダーメイド、

インセンティブなど様々なツアーを取扱いま

す
https://www.ckc-syt.com/

03-6263-2380/〒

東武トップツアーズ株式会社 横浜

支店

220-0004

横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル

5Ｆ

045-326-1120
インバウンド事業　旅行業　スポーツ大会 公

務大会運営 MICE事業他http://www.tobutoptours.co.jp/

045-326-1122/〒

True Japan Tour 株式会社

105-0011

東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館本

館B109

03-6432-0196
訪日旅行及びコンベンション等の総合旅行業

務
https://truejapantours.

com/company/

03-6432-0042/〒

日中平和観光株式会社 横浜支店

231-0015

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル6階

045-671-6377

旅行業（海外、国内全般）
http://www.nicchu.co.jp/

なし/〒

公益財団法人日本修学旅行協会

103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 にほん

ばしゼニットビル2階

03-5640-8061 教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、

月刊誌「教育旅行」、データブック「教育旅行

年報」等の発行
http://www.jstb.or.jp

03-5640-8062/〒

株式会社日本旅行 赤い風船東日

本事業部

131-8565

東京都墨田区提通1-19-9 リバーサイド隅

田セントラルタワー6階

03-3614-3209

国内旅行商品事業
https://www.nta.co.jp

03-3614-3108/〒

株式会社日本旅行 横浜支店・神

奈川教育旅行支店

231-0015

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル 4階

045-641-9604

旅行業
https://ep.nta.co.jp/yokohama/

045-651-0072/〒

株式会社はとバス

143-8512

東京都大田区平和島5丁目4番1号

03-3761-1221

定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業
http://www.hatobus.co.jp

03-3761-4035/〒

株式会社HANATOUR JAPAN

105-0003

東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビ

ル2F

03-5403-9083
旅行業法に基づく旅行業、観光ガイド業、一

般貸切旅客自動車運送業http://www.hanatourjapan.jp

03-5403-9088/〒

株式会社阪急交通社

105-0004

東京都港区新橋3-3-9 KHD東京ビル4Ｆ

03-6745-7344

旅行業
http://hankyu-travel.com/

03-6745-7364/〒

株式会社ビーアティック

231-0062

横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F

045-550-4100
ECサイトの運営、キャンドルイベントの企画・

運営、各種コンサルティングhttps://founded-today.com/

045-330-6773/〒

日の丸自動車興業株式会社

112-0004

東京都文京区後楽一丁目1番8号

03-5689-0912
定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期

航路事業http://www.hinomaru.co.jp/

03-3814-1052/〒



フードダイバーシティ株式会社

111-0034

東京都台東区雷門1丁目16-8 小海ビル3F

03-5811-1947 フードダイバーシティ（食の多様性）に関する

情報発信、メディア運営およびコンサルティン

グ
https://fooddiversity.today/

なし/〒

株式会社ポケットカルチャー

103-0016

東京都中央区日本橋小網町16-1 タナベビ

ル2Ｆ

03-5623-9302
エンターテインメント企画運営業務、イベント・

演劇・セミナーの企画、製作、公演、運営http://www.poke.co.jp/

03-3249-3005/〒

株式会社まちづくりプラットフォーム

226-0027

横浜市緑区長津田7-18-5-2

045-983-5172 ITを活用した、地域の観光プロモーション支

援。アプリ・Web・クラウド等 自社サービスの展

開。
http://www.machi-pla.com/

なし/〒

町のお宿 静浜

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12-4

045-311-0855
畳敷きの部屋を中心とした素泊まり専門ビジ

ネス旅館です。http://www.yk-shizuhama.co.jp

045-311-0842/〒

株式会社ミドルウッド

105-0004

東京都港区新橋 3-1-9 301 SHIMBASHI

BUILDING 5階

03-6632-3000
ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンター

テイメント）事業を行っております。http://www.middlewood.jp/

03-3502-2610/〒

名鉄観光サービス株式会社

231-0015

横浜市中区尾上町4-52 横浜野村證券ビ

ル5階

045-641-4166

旅行業
http://www.mwt.co.jp/

045-641-4169/〒

屋形船 はまかぜ

231-0004

横浜市中区元浜町2-13

045-212-5773
和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋

形船yakatabune-hamakaze.com

045-201-9200/〒

横濱ハイカラきもの館(株式会社新

日屋)

231-0023

横浜市中区山下町1番地 シルクセンター

M1F 134号

045-663-8108
日本人および訪日外国人観光客を対象にし

た着物女袴のレンタル着付け
http://yokohama.kimonostation.

com/

045-663-8108/〒

横浜・美島国際貿易株式会社

236-0004

横浜市金沢区福浦1-14-2 (有)三和工業内

045-784-7122
飲料・食品・健康食品の販売及び輸出入、旅

行業サイトなし

045-780-2906/〒

株式会社 ラグジュアリージャパン

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-1-16 青山江崎ビル

2F

03-3499-9101 海外富裕層に「ニッポンの贅と美」を。旅

行、不動産、先端医療健診等のサービ

ス提供
https://luxuryjapan.tv/

03-3499-9105/〒

楽天株式会社 コマースカンパニー

トラベル事業

158-0094

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天

クリムゾンハウス

050-5817-0700

オンライントラベルエージェント
http://travel.rakuten.co.jp/

03-6670-5237/〒

Limousine Taxi Jun/Jun Creative

Tours

241-0833

横浜市旭区南本宿町121

045-353-1562
高級リムジンハイヤー、タクシー、旅行業務全

般、ツアー企画、宿泊手配http://www.tour-jun.com/

045-352-1137/〒

株式会社レクシステム(レクトラベル)

220-0072

横浜市西区浅間町5-378-12 Kビル2階

045-225-8100
団体旅行の企画・横浜港発の工場夜景ク

ルーズの主催　レンタルクライミング事業などhttp://www.rec-system.co.jp

045-323-4477/〒

株式会社ローソントラベル

141-0032

東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大

崎イーストタワー17F

03-6730-2222
国内外のパッケージツアー販売、ローソンの

エンタテイメント事業と連携したツアーの販売https://travel.l-tike.com/

03-6679-6265/〒

ロングランプランニング株式会社

162-0828

東京都新宿区袋町25

03-6228-1240
公演チケット販売「カンフェティ」、「tkts」、媒

体誌発行、旅行業https://longrun.biz

03-6228-1270/〒


