
NO 会社名 サイトURL 連絡先 住所

1 ラド観光株式会社 https://www.rado.co.jp/goto/ 098-951-0012 那覇市 天久918-6 TYビル206

2 株式会社エイチ・アイ・エス沖縄 https://access.his-j.com/09/A12/ 098-863-3780 那覇市 久米２丁目3-15  COI那覇ビル1F

3 有限会社国際旅行社南部 https://www.its-kanko.com/ 098-889-3131  南風原町 兼城235-3

4 株式会社嘉翔ツーリズム https://www.kashoo.co.jp/ 098-975-5177 那覇市  牧志２丁目１８－７ 共伸産業ビル１F

5 株式会社ジャンボツアーズ https://hiphopbus.jumbotours.co.jp/ 098-917-5575  那覇市 久茂地2－15－10

6 沖縄バス株式会社 https://okinawabus.com/wp/bt/ 098-862-6737  那覇市 泉崎1-10-16

7 株式会社 阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/kokunai/ryokoshien/ 098-860-8982  那覇市 久米2-4-16 大樹生命那覇ビル4階

8 有限会社名護ツアーセンター https://www.nagotc.net/ 0980-53-7500  名護市  宮里453-6

9 （株）農協観光沖縄エリアセンター https://ntour.jp/corporate/shop/ntour/ntour_okinawa.html 098-831-5325 那覇市 壺川２丁目９－１ －３Ｆ JA会館3階

10 株式会社 セルリアンブルー https://www.cerulean-blue.co.jp/blog/info/7084.php 098-941-6829  那覇市  曙２－２４－１３ 曙沖商ビル6-A

11 株式会社EGL OKINAWA https://egl-okinawa.com/ 098-996-4752  糸満市  大度309-14 3F

12 石垣島ドリーム観光株式会社 https://ishigaki-dream.co.jp/okinawasaihakkennext 0980-84-3178  石垣市  美崎町1番地  ユーグレナ石垣港離島ターミナル

13 株式会社中央ツーリスト https://www.5454.co.jp/2022/10/09/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e6%97%85%e8%a1%8c%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%82%8f%e5%bd%a9%e7%99%ba%e8%a6%8bnext-2/ 098-854-5454  那覇市  古波蔵１－５－１

14 琉球ツアーオフィス http://ryukyutour.shop/ 098-956-5143  中頭郡読谷村  字伊良皆３７３-３  国吉ビルK12

15 八重山観光フェリー株式会社 https://www.yaeyama.co.jp/next.html 0980-82-5010 石垣市  美崎町１番地 ユーグレナ石垣港離島ターミナル

16 株式会社結トラベルデザイン https://www.churatoku.net/info/0002612.aspx 098-987-0133  那覇市  具志3-23-13

17 株式会社結トラベル https://youitravel.com/ 098-987-0579  那覇市  具志3-23-13

18 （株）美らステイ沖縄 https://www.churastay.com/ 098-894-6075 那覇市 松山１丁目８番１５号  ６ーＡ  四季ビル

19 株式会社メリットトレーディング なし 098-917-2295 那覇市 安謝1丁目2-21  アーバンウェスト秋桜201号.

20 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 https://knt-okinawa.jp/topics/579/ 098-861-9118 那覇市  久米2-4-16  大樹生命那覇ビル6階

21 沖縄旅行ドットジェイピー https://www.okinawaryokou.jp/ 050-5865-6938  豊見城市  宜保2丁目6番地7  豊和マンション408号

22 株式会社リウボウ旅行サービス https://rts21.co.jp/ 098-861-3404  那覇市  松尾１丁目９番４９号

23 沖縄ツーリスト株式会社 https://www.otsinfo.co.jp/ 098-917-2546  那覇市  松尾１丁目２－３

24 株式会社JALJTAセールス https://www.big-advance.site/c/172/2071 098-857-2111  那覇市  泉崎1-20-1  カフーナ旭橋A街区3F

25 株式会社ワールドツーリスト http://www.wto-kuina.com/ 098-933-8787  沖縄市  久保田1丁目7番26号

26 Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ株式会社沖縄支店 https://partners.t-life.co.jp/ 098-866-6611 那覇市 松山2-23-17 

27 株式会社 旅らぼ沖縄 https://tabilabo.okinawa/ 098-958-4562 中頭郡読谷村 喜名2346－11  読谷村地域振興センター２F

28 有限会社 沖縄スカイ観光サービス https://sks.okinawa.jp/ 098-989-1218 中頭郡読谷村 字高志保1046番地
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29 株式会社ShumMaKe https://www.shummake.com/ 050-5434-3473 石垣市 平得58-4  Jterrace13

30 株式会社石垣島トラベルセンター https://itc-ishigaki.jp/ 0980-83-8881 石垣市 美崎町1番地 ユーグレナ離島ターミナル内

31 有限会社美ら島 https://churabus.co.jp/ 098-840-3910 糸満市 北波平240-1

32 有限会社 安栄観光 https://aneikankou.co.jp/ 0980-83-0055  石垣市  美崎町1番地 石垣港離島ターミナル内

33 株式会社 メリットトレーディング なし 098-917-2295  那覇市 安謝1丁目2-21  アーバンウェスト秋桜201号

34 株式会社 国際旅行社 https://its1.jp/ 098-864-5931 那覇市  久茂地3-4-10  YAKAビル2Ｆ

35 (株)JINO TOUR https://www.jinotour.com/ 098-917-5588 豊見城市  与根西中原214-8

36 ㈱Japan Service Company http://www.jsc.okinawa/# 090-6861-7758 那覇市 若狭1-21-6

37 株式会社UmiTourism https://www.umi-tourism.com/ 098-888-2253 島尻郡南風原町 山川379

38 ケラマトラベル https://keramatravel.com/ 098-987-2335 島尻郡渡嘉敷村 阿波連106番地

39 ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ株式会社 https://www.jetours.jp/ 098-988-4601  宜野湾市 宇地泊７５１ー７  ２階

40 株式会社パンプキンサポート沖縄 https://www.pumpkin.okinawa/ 098-942-2602 宜野湾市 真栄原1-2-11 アラカキビル２F

41 株式会社日本旅行沖縄 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/9882/ 098-862-3355 那覇市 久茂地３－２１－１ 国場ビルデイング2階

42 株式会社JTB沖縄 https://jtb-okinawa.co.jp/ 那覇市 旭町１１２－１ 5階

43 平田観光株式会社 https://hirata-group.co.jp/okinawa-next 0980-82-6711  石垣市 美崎町1番地 石垣港離島ターミナル内
44 三和トラベル https://www.ishigakikankou.tv/ 0980-82-6475  沖縄県 美崎町４－９

45 株式会社ツーリスト大旗 090-3793-1153  沖縄県 美里４－１３－１８


