株式会社 ｉ．ＪＴＢ

飛鳥交通神奈川株式会社

株式会社エイチ・アイ・エス

〒 140-8602

03-5796-5645

東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル17F

http://www.jtb.co.jp/

〒 232-0053

045-711-0008

横浜市南区井土ヶ谷下町18番地1

http://www.aska-web.co.jp/

〒 105-0001

03-3519-7191

〒 231-0023
公共の宿 エスカル横浜（横浜海員
横浜市中区山下町84
会館）

神奈川フロンティア

近畿日本ツーリスト個人旅行株式
会社

050-3815-5069

0120-993-166

「ＪＴＢホームページ」「るるぶトラベル」
「JAPANiCAN」の運営、旅行販売。

タクシー事業（インバウンドおもてなしタクシー
及び観光タクシー、出産送迎タクシー等）

/ 03-3597-8733
総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

/ 03-6733-4633

東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイ
http://www.ana.co.jp/
ス日本橋4階

〒 106-0032
エクスペディアホールディングス株
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙
式会社
石山 森タワー31Ｆ

株式会社カーニバル・ジャパン

/ 045-713-0365

東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル
https://www.his-j.com/
4階

〒 105-7134
ANAセールス株式会社

/ 03-5796-5986

旅行業

/ 03-3505-3560
オンライン旅行業

http://www.expedia.co.jp
045-681-2141

/ 045-681-2032
宿泊施設、レストラン、貸会議室

http://www.jswa.or.jp/escale/

〒 104-0061

03-3573-3610

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6
階

http://www.princesscruises.jp

〒 241-0825

045-365-2225

/ 03-3573-3607

/ 045-365-2230

横浜市旭区中希望ヶ丘103-7 ステップビル
http://www.kanafro.jp
201

〒 163-0236

03-6894-7233

東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友
ビル35階

http://www.knt.co.jp

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

旅行会社向けに中華街・観光・飲食施設の
PR・手配を行なう旅行サービス手配業

/ 03-6894-7234
募集型企画旅行 パンフレットの造成

〒 221-0052
045-277-0681 / 045-277-0682
近畿日本ツーリスト株式会社 横浜
横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー
旅行業
教育旅行支店
http://www.knt.co.jp
クス横浜イースト 4F
〒 221-0052
045-277-0771 / 045-277-0772
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イ
近畿日本ツーリスト株式会社 横浜
横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー
ベント等の総合旅行業
支店
http://www.knt.co.jp
クス横浜イースト 4F
〒 160-8308
クラブツーリズム株式会社

株式会社KNT-CTグローバルトラ
ベル

京急観光株式会社

国際自動車株式会社

Cycle Travelation

03-5323-6965

/ 03-5323-6678

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド
http://www.club-t.com
ウイング7階

〒 101-0024

03-6891-9600

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

http://www.knt.co.jp/

〒 143-0016

03-5767-7317

東京都大田区大森北6-12-17

http://www.keikyu-travel.com

〒 107-0052

03-6277-7272

東京都港区赤坂2-8-6 km赤坂ビル

http://www.km-group.co.jp

〒 220-0073

045-550-4993

横浜市西区岡野1-11-8 2F

http://cycletravelation.com

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

/ 03-6891-9599
旅行業、国際会議、学術会議

/ 03-3762-7322
旅行業

/ 03-3586-1020

/

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

なし
レンタルサイクルを用いた横浜の観光案内

株式会社JTBコーポレートセー
ルス法人営業横浜支店

〒 221-0835

045-316-0530

/ 045-316-5521

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビ
www.jtb.co.jp/shop/danyoko/
ル6階

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。

〒 220-0004
045-312-5288 / 045-314-3610
株式会社JTB首都圏 トラベルゲー
横浜市西区北幸1-7-6 日土地横浜西口第
旅行業
ト横浜
http://www.jtb.co.jp/shop/tgy/
一ビル
〒 223-0052
Sushi Making Experience Japan

株式会社ティー・ゲート

090-6118-2632

/

なし

横浜市港北区綱島東3-9-34 パークナード
http://sushi-making.com/
綱島東公園203号

〒 101-0031

03-6772-4710

東京都千代田区東神田1-7-8 ユニゾ東神
田一丁目ビル2階

http://tabihatsu.jp

/ 03-6772-4712

外国人観光客向けの寿司作り体験教室（英
語進行、個人・団体も対応可能）

着地型商品流通サイト「旅の発見」の運営と、
地域における着地型商品の造成や流通の支
援

〒 220-0004
045-326-1120 / 045-326-1122
インバウンド事業 旅行業 スポーツ大会 公
東武トップツアーズ株式会社 横浜
横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル
務大会運営 MICE事業他
支店
http://www.tobutoptours.co.jp/
5Ｆ

株式会社日旅ビジネスクリエイト

〒 105-0022

03-6683-9086

東京都港区海岸2丁目1番24号 NAC港ビ
ル5F

http://www.nbcw.co.jp

〒 231-0015

045-671-6377

/ 03-3455-3421

/

なし

日中平和観光株式会社 横浜支店 横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上
http://www.nicchu.co.jp/
町ビル6階
〒 103-0002
公益財団法人日本修学旅行協会

株式会社はとバス

株式会社HANATOUR JAPAN

株式会社阪急交通社

株式会社ビーアティック

日の丸自動車興業株式会社

株式会社ベネフィット・ワン

/ 03-5640-8062

東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 にほん
http://www.jstb.or.jp
ばしゼニットビル2階

〒 131-8565
株式会社日本旅行 赤い風船東日
東京都墨田区提通1-19-9 リバーサイド隅
本事業部
田セントラルタワー6階
株式会社日本旅行 横浜支店・神
奈川教育旅行支店

03-5640-8061

〒 231-0015

03-3614-3209

観光アプリ制作、多言語翻訳、デジタルパン
フレット制作

旅行業（海外、国内全般）

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

/ 03-3614-3108
国内旅行商品事業

http://www.nta.co.jp
045-641-9604

/ 045-651-0072

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上
http://ep.nta.co.jp/yokohama/
町ビル 4階

〒 143-8512

03-3761-1221

東京都大田区平和島5丁目4番1号

http://www.hatobus.co.jp

〒 105-0003

03-5403-9083

東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビ
ル2F

http://www.hanatourjapan.jp

〒 105-0004

03-6745-7344

東京都港区新橋3-3-9 KHD東京ビル4Ｆ

http://hankyu-travel.com/

〒 231-0062

045-550-4100

旅行業

/ 03-3761-4035
定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業

/ 03-5403-9088

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

/ 03-6745-7364
旅行業

/ 045-330-6773

横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F https://founded-today.com/

〒 112-0004

03-5689-0912

東京都文京区後楽一丁目1番8号

http://www.hinomaru.co.jp/

〒 163-1035

03-6870-3800

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿
パークタワー35階

https://www.benefit-one.co.jp

/ 03-3814-1052

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

定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期
航路事業

/ 03-6870-3801
福利厚生事業、インセンティブ事業

〒 103-0015
株式会社ポケカル

〒 226-0027
株式会社まちづくりプラットフォーム 横浜市緑区長津田7-18-5-2

町のお宿 静浜

株式会社ミドルウッド

名鉄観光サービス株式会社

屋形船 はまかぜ

横濱きものステーション(株式会社
新日屋)

横浜・美島国際貿易株式会社

楽天株式会社 ライフ＆レジャーカ
ンパニートラベル事業

Limousine Taxi Jun/Jun Creative
Tours

/ 03-3249-3005

045-983-5172

/

なし

http://www.machi-pla.com/

〒 221-0835

045-311-0855

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12-4

http://www.yk-shizuhama.co.jp

〒 105-0004

03-6632-3000

東京都港区新橋 3-1-9 301 SHIMBASHI
BUILDING 5階

http://www.middlewood.jp/

〒 231-0015

045-641-4166

横浜市中区尾上町4-52 横浜野村證券ビ
ル5階

http://www.mwt.co.jp/

〒 231-0004

045-212-5773

横浜市中区元浜町2-13

http://www.yakatabune.tv

〒 231-0023

045-668-8108

横浜市中区山下町1番地 シルクセンター
M1F 134号

http://yokohama.kimonostation.
com/

〒 236-0004

045-784-7122

/ 045-311-0842

/ 03-3502-2610

〒 158-0094

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

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。

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。

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。

/ 045-641-4169
旅行業

/ 045-201-9200

/ 045-668-8108

/ 045-780-2906

横浜市金沢区福浦1-14-2 (有)三和工業内 サイトなし
050-5817-0700

和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋
形船

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

飲料・食品・健康食品の販売及び輸出入、旅
行業

/ 03-6670-5237

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天
http://travel.rakuten.co.jp/
クリムゾンハウス

〒 241-0833

045-353-1562

横浜市旭区南本宿町121

http://www.tour-jun.com/

〒 220-0072

045-225-8100

株式会社レクシステム(レクトラベル) 横浜市西区浅間町5-378-12 Kビル2階

株式会社ローソントラベル

03-5623-9302

東京都中央区日本橋箱崎町20-1 アンソレ
http://www.poke.co.jp/
イエ・オオタ5F

/ 045-352-1137

/ 045-323-4477

http://www.rec-system.co.jp

〒 141-0032

03-6679-6271

東京都品川区大崎1-11-2

https://travel.l-tike.com/

/ 02-6679-6265

オンライントラベルエージェント

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

横浜港発の工場夜景クルーズの主催・団体
旅行の企画 レンタルクライミング事業など

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

