
登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

株式会社ＪＴＢ 徳島ゆめタウン店 771-1202 徳島県 板野郡藍住町 奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島１階 088-692-1750

横瀬観光有限会社 771-4307 徳島県 勝浦郡勝浦町 三渓　字上川原　１７－４３ 0885-42-2068

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール徳島店 770-0865 徳島県 徳島市 南末広町4-1 イオンモール徳島4階 088-611-5020

徳島県



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

有限会社サントラベルサービス 本社 522-0086 滋賀県 彦根市後三条町625-3 0749-27-4388

合同会社　滋賀の旅人 520-2304 滋賀県 野洲市 永原1006 077-587-2677

株式会社トラプロジャパン 株式会社トラプロジャパン　本店 520-2541 滋賀県 蒲生郡竜王町 岡屋763-5 0748-29-3107

株式会社エイチ・アイ・エス 草津エイスクエア 営業所 525-0025 滋賀県 草津市 西渋川1-23-3 エイスクエアSARA東館2階 050-1751-4503

近江トラベル株式会社　 彦根支店 522-0010 滋賀県 彦根市 駅東町15-1 近江鉄道ビル1階 0749-22-8103

近江トラベル株式会社　 八日市支店 527-0011 滋賀県 東近江市 八日市浜野町1-1 八日市駅構内 0748-23-8103

近江トラベル株式会社　 近江八幡旅行センター 523-0891 滋賀県 近江八幡市 鷹飼町572 エミール近江八幡壱番館 0748-32-8103

近江トラベル株式会社　 守山支店 524-0037 滋賀県 守山市 梅田町2-1 セルバ守山1階 077-583-8103

滋賀観光バス株式会社　 水口営業所 528-0037 滋賀県 甲賀市 水口町本綾野1-1 0748-62-3111

太陽ツーリストサービス 本社営業所 526-0834 滋賀県 長浜市 大辰巳町42-3 0749-63-5539

滋賀観光バス株式会社 八日市営業所 527-0025 滋賀県 東近江市 八日市東本町10-1 0748-22-1050

ＬａＬａツーリスト 守山店 524-0012 滋賀県 守山市 播磨田町１８５－１ モリ－ブ１Ｆ 077-581-1095

エイタク旅行企画 本社営業所 527-0231 滋賀県 東近江市 山上町3687 0748-27-2051

株式会社ＪＴＢ イオンモール草津店 525-0067 滋賀県 草津市 新浜町３００ イオンモール草津３階 077-516-0380

株式会社ＪＴＢ フォレオ大津一里山店 520-2153 滋賀県 大津市 一里山1丁目1-1 フォレオ大津一里山店２階 077-547-5120

RS TRAVEL HIKIDA 本社営業所 524-0036 滋賀県 守山市 伊勢町451の137 077-582-0132

株式会社ＪＴＢ 大津店 520-0043 滋賀県 大津市 中央3-1-8 大津第一生命ビルディング 077-521-3440

有限会社第一ツーリストビクトリー 520-3005 滋賀県 栗東市 御園1028番地 077-558-4377

滋賀観光バス株式会社　 大津営業所 520-0051 滋賀県 大津市 梅林1-3-10 滋賀ビルB1階 077-523-3111

滋賀観光バス株式会社　 甲西営業所 520-3234 滋賀県 湖南市中央3丁目33番地 0748-72-2121

株式会社ツーリストジャパン イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県 近江八幡市 鷹飼町南3-7 イオン近江八幡ショッピングセンター1番街2階 0748-38-8235

滋賀観光バス㈱ 彦根営業所 522-0086 滋賀県 彦根市後三条町252 0749-22-4502

滋賀観光バス㈱ 長浜営業所 526-0014 滋賀県 長浜市口分田町238-1 0749-63-6711

滋賀県



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

ＪＡ伊勢旅行センター 516-0009 三重県 伊勢市 河崎1-4-35 0596-20-8388

有限会社ツーリスト宝島 514-0315 三重県 津市 香良洲町4081-4 059-292-7002

株式会社HM 510-8122 三重県 三重郡川越町 豊田347-7 059-361-1600

たどトラベルサロン 511-0118 三重県 桑名市 多度町御衣野4022 0594-48-6123

有限会社　日交旅行 516-0006 三重県 伊勢市田尻町433－1 0596-36-3195

バケーションシステム 515-2321 三重県 松阪市 嬉野中川町994-6 0598-42-6951

エス・パール交通株式会社 旅行事業部 519-2403 三重県 多気郡大台町 上三瀬265-3 0598-82-3593

株式会社三重旅行サービス 伊賀上野店 518-0820 三重県 伊賀市 平野西町７１ 岡森書店白鳳店内 0595-26-0211

株式会社なごみ 515-0044 三重県 松阪市 久保町1855-1083 0598-29-4600

株式会社三重旅行サービス　 名張店 518-0413 三重県 名張市 下比奈知 36526 0595-68-5181

名張観光ツーリスト 518-0432 三重県 名張市 つつじが丘北２番町43番地 0595-68-4103

日鉄観光株式会社 510-0083 三重県 四日市市 沖の島町3-15 059-352-8106

株式会社スリーナインズ　トリップゲート 512-0923 三重県 四日市市高角町2825番地 059-337-9093

名鉄観光バス株式会社　 四日市支店 510-0064 三重県 四日市市 新正5-2-1 059-353-8618

伊勢観光株式会社 514-0027 三重県 津市 大門17-13 伊勢観光ビル１F 059-225-3131

株式会社中部トラベルサービス 本社営業所 511-5110 三重県 桑名市下深谷部４７０６－２ 0594-33-6577

カネニ総業株式会社コスモトラベル 510-0075 三重県 四日市市安島1-4-16 KANENIﾋﾞﾙ8F 059-353-8555

株式会社三重ジャーナル観光社 510-0096 三重県 四日市市中町8番21号 059-351-3605

株式会社　全旅みえ 514-0824 三重県 津市 神戸202番地 津スポーツセンター２F 059-222-9000

株式会社トラベラックス 本社営業所 510-0833 三重県 四日市市 中川原3-6-13 059-356-3100

エーストラベル 515-0033 三重県 松阪市 垣鼻町808 0598-26-1331

三岐観光サービス 510-8014 三重県 四日市市 富田　3-22-83 059-364-2345

旅ネットワ－ク株式会社　 本社営業所 515-0078 三重県 松阪市 春日町１丁目192番地 0598-26-2100

コスモス観光 ハイトピア伊賀店 518-0873 三重県 伊賀市 上野丸之内500 ハイトピア伊賀1F 0595-22-1188

菰野東部交通株式会社 510-1323 三重県 三重郡菰野町 小島31 059-396-5151

冨士交通株式会社 本社営業所 510-0074 三重県 四日市市 鵜の森2-1-10 059-352-5403

三重観光開発株式会社 510-0243 三重県 鈴鹿市白子１－６－２３ 059-386-1861

株式会社ＪＴＢ 津店 514-0031 三重県 津市 北丸之内12 朝日生命ビル1階 059-228-0201

名阪ツーリスト株式会社 511-0244 三重県 員弁郡東員町 大木586-2 0594-40-7125

近畿日本ツーリスト株式会社 桑名店 511-0863 三重県 桑名市 新西方1-22 イオンモール桑名アンク専門店1F 0594-24-5141

合同会社アースナビ 515-0033 三重県 松阪市 垣鼻町1085 0598-50-1110

近畿日本ツーリスト株式会社 宇治山田駅店 516-0037 三重県 伊勢市 岩渕　2-1-43 近鉄宇治山田駅構内 0596-28-4101

名鉄観光サービス株式会社 津支店 514-0004 三重県 津市 栄町3-141-1 モアビル5Ｆ 059-225-7676

ＪＡいがふるさと旅行センター 本店 518-0820 三重県 伊賀市 平野西町１－１ ライフサポートセンター 0595-21-3180

株式会社ＪＴＢ イオンモール明和店 515-0348 三重県 多気郡明和町 中村1223 0596-55-8137

株式会社ＪＴＢ イオンモール東員店 511-0255 三重県 員弁郡東員町大字長深字築田510-1 イオンモール東員2F 0594-75-0651

株式会社ＪＴＢ　 四日市店 510-0075 三重県 四日市市 安島1-2-24 TKビルディング3階 059-353-8611

株式会社ＪＴＢ　 株式会社JTB三重支店 514-0004 三重県 津市 栄町3-143-1 笠間第2ビル2階 059-228-0203

滝原西村ハイヤー　有限会社 本社営業所 519-2703 三重県 度会郡大紀町 滝原　1507-1 0598-86-2007

三重県



熊野エコツーリスト　 本店 519-5194 三重県 熊野市飛鳥町神山１１３２－２ 0597-84-0011

近畿日本ツ―リスト株式会社 四日市営業所 510-0075 三重県 四日市市 安島1-1-56 近鉄四日市駅構内 059-351-4891

有限会社ユニバーサル・ツアー　 本社営業所 510-0041 三重県 四日市市 稲葉町6-1 059-355-4128

株式会社第一観光　 営業本部・BANKO四日市店 510-0032 三重県 四日市市 京町2-13 萬古工業会館3階 059-337-8778

株式会社第一観光　 四日市北店 510-8016 三重県 四日市市 富州原町2-40 イオンモール四日市北2階 059-361-6200

和栄観光サービス 517-0502 三重県 志摩市 阿児町神明1828-1 0599-43-6086

株式会社旅くらぶ 510-0086 三重県 四日市市 諏訪栄町4-10 アピカビル3Ｆ 070-8580-1122

株式会社エクセランツーリスト 515-0816 三重県 松阪市 西之庄町86番地1 0598-25-2033



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

株式会社エイチ・アイ・エス 京都ヨドバシ　営業所 600-8216 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る 東塩小路町590-2 京都ヨドバシビル6階 050-1751-4503

さとうトラベルサービス 綾部店営業所 623-0013 京都府 綾部市 綾中町花ノ木30 0773-43-1527

さとうトラベルサービス 宮津店営業所 626-0012 京都府 宮津市 浜町3012 シーサイドマートミップル内 0772-25-1280

株式会社　ツーリストジャパン 西友長岡店 617-0823 京都府 長岡京市 長岡2-2-35 西友長岡店3階 075-955-5500

株式会社ＪＴＢ 京都伏見店 612-8053 京都府 京都市伏見区 東大手町 768　こやまビル2階 075-602-1125

株式会社ＪＴＢ 京都中央支店 600-8421 京都府 京都市下京区 童侍者町167 AYA四条烏丸ビル2階 075-284-0181

株式会社ＪＴＢ　 京都駅前店 600-8216 京都府 京都市下京区 東塩小路町717-2 菊岡家ビル１階 075-341-7142

株式会社ＪＴＢ　 トラベルゲート京都四条 600-8004 京都府 京都市下京区四条通寺町西入奈良物町373 ＨＩ-ＲＥＫＳビル 075-223-2732

株式会社ＪＴＢ イオンモール北大路店 603-8142 京都府 京都市北区 小山北上総町 イオンモール北大路１階 075-492-6621

株式会社ＪＴＢ　 京都髙島屋店 600-8001 京都府 京都市下京区四条通河原町西入真町52  髙島屋京都店7階 075-211-5661

株式会社ＪＴＢ　 京都大丸店 600-8007 京都府 京都市下京区 立売西町 79　大丸京都店７階 075-221-2201

株式会社ＪＴＢ　 洛北阪急スクエア店 606-8103 京都府 京都市左京区 高野西開町36番地9340 洛北阪急スクエア地下1階 075-707-0750

株式会社関西フクシツーリスト 604-8354 京都府 京都市中京区 下瓦町581 三原ビル2F南 075-813-1755

株式会社ACCESS・JAPAN 606-0941 京都府 京都市左京区 松ケ崎河原田町7-5 北山AYビル4F 075-746-5661

株式会社日興トラベル　 本店 604-8381 京都府 京都市中京区西ノ京職司町67-87 075-801-3931

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール京都桂川店 601-8601 京都府 京都市南区 久世高田町３７６番１号 イオンモール京都桂川店２階 075-925-1570

株式会社　京都第一ツーリスト 600-8191 京都府 京都市下京区五条高倉角堺町21 Jimukino-ueda bldg.401 075-746-4600

近畿観光株式会社 603-8343 京都府 京都市北区 等持院東町14番14 075-466-2626

千代屋トラベル 626-0013 京都府 宮津市 住吉1816 0772-22-7210

西邦観光 本社 606-8285 京都府 京都市左京区 北白川東久保田町31-1 075-791-1747

アルファトラベル株式会社 604-0924 京都府 京都市中京区河原町二条下ル一之船入町３７５ ＳＳＳビル４０１ 075-256-8377

京都ロイヤルツーリスト本社営業所 612-0889 京都府 京都市伏見区深草直違橋11丁目137 075-643-3160

株式会社アイレックストラベル 603-8442 京都府 京都市北区 紫竹西野山東町25 075-493-0333

株式会社アートツーリスト 604-0031 京都府 京都市中京区 頭町21-5 075-252-2234

エルユニオントラベル京都（有限会社エル・ユニオン京都）本社営業所 604-8854 京都府 京都市中京区壬生仙念町　30-2 ラボール京都6階 075-801-1501

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール京都五条店 615-0035 京都府 京都市右京区 西院追分町25-1 イオンモール京都五条　3階 075-326-8660

株式会社　新京阪観光社 611-0021 京都府 宇治市 宇治妙楽178-9 0774-22-4728

T-LIFEパートナーズ株式会社 京都支店 604-0847 京都府 京都市中京区 秋野々町529番地 ヒロセビル8F 075-252-2260

京都トラベルマーケット株式会社 612-8216 京都府 京都市伏見区下中町628-4 075-203-5912

トラベルＢＯＸ堀川 611-0033 京都府 宇治市 大久保町 平盛５－１５３ 0774-46-8415

ＫＡＪＩＴＲＡＶＥＬ 本社営業所 610-0341 京都府 京田辺市 薪山垣外１－８７ 090-1151-5941

京都府



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

株式会社ビーウェーブ 556-0016 大阪府 大阪市浪速区 元町 1-5-17 難波MORIビル7階 06-6630-7878

メルヘンツアー 大阪営業所 531-0074 大阪府 大阪市北区本庄東１－６－２１ ブリージェ天六ビル７階 06-6376-0508

株式会社キョーエーツーリスト 本社 530-0044 大阪府 大阪市北区東天満, 2-10-14 TCSホールディングス南森町ビル3F 06-6351-6051

Y'sトラベル株式会社 本社営業所 578-0935 大阪府 東大阪市 若江東町２－６－１９ 072-961-1100

東武トップツアーズ株式会社 堺支店 590-0076 大阪府 堺市堺区 北瓦町1-3-17 堺東ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ３Ｆ 072-221-5151

株式会社トラベル遊 540-0037 大阪府 大阪市中央区内平野町2-3-1　 スタジオ64　505号 06-6947-6655

株式会社エイチ・アイ・エス HIS LINKS UMEDA 営業所 530-0011 大阪府 大阪市北区 大深町 1-1 LINKS UMEDA 7階 050-1751-4503

田中観光センター 594-1155 大阪府 和泉市緑ケ丘1-9-3 0725-53-1190

大和ツーリスト 本社 558-0033 大阪府 大阪市住吉区 清水丘2-31-26 06-6671-5900

株式会社エイチ・アイ・エス エディオン 関西予約センター 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス エディオン 関西国内オンライン 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

東豊観光株式会社 557-0063 大阪府 大阪市西成区 06-6659-4612

株式会社西日本旅行 567-0047 大阪府 茨木市 美穂ケ丘3-1 ジョイントビル3F 072-627-0311

株式会社ジー・ティー・アンド・カンパニー 542-0081 大阪府 大阪市中央区 南船場2-10-30 NLC心斎橋アースビル8階 06-6282-4433

株式会社エイチ・アイ・エス 関西ベネフィットデスク 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス 関西法人営業グループ　第3営業所 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス 関西法人営業グループ　第2営業所 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

株式会社ニューワールドツーリスト 530-0043 大阪府 大阪市北区 天満 1-19-15 06-6353-4141

トラベルオフィスタガワ 590-0414 大阪府 泉南郡熊取町 五門東３－３３－３６ サンジミアーノ２階１－２号 072-468-8275

株式会社エイチ・アイ・エス 関西法人営業グループ　大阪教育旅行営業所 530-8215 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目４番５号 毎日インテシオ16階 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス みのおキューズモール 営業所 562-0034 大阪府 箕面市 西宿 1丁目15番30 みのおキューズモールCENTER棟1階(108区画) 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス ららぽーと和泉 営業所 594-1157 大阪府 和泉市 あゆみ野 4-4-7 ららぽーと和泉4F 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス 四條畷 営業所 575-0001 大阪府 四條畷市 砂四丁目3番2号 イオンモール四條畷3F 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス アリオ八尾 営業所 581-0803 大阪府 八尾市 光町2-3  アリオ八尾2F 050-1751-4503

株式会社照南トラベルサービス 574-0011 大阪府 大東市北条1丁目1番25号 野崎駅前ビル２階 072-863-3380

株式会社マアト 552-0021 大阪府 大阪市港区 築港3丁目6番10号 ポートヴィラメイセイ206号 06-6599-8205

東芝ツーリスト株式会社　 西日本支店 531-0076 大阪府 大阪市北区 大淀中１－１－９０－１００ 梅田スカイビルガーデンファイブ１F 06-6440-2400

株式会社エイチ・アイ・エス エディオンなんば店 542-0076 大阪府 大阪市中央区 難波3丁目2番18号 エディオンなんば本店 3F 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス 天王寺MIO 営業所 543-0055 大阪府 大阪市天王寺区 悲田院町10-48 天王寺MIOプラザ館 2階 050-1751-4503

関西ツーリストサービス株式会社 545-0011 大阪府 大阪市阿倍野区 昭和町2-19-28 青葉グランドビル201号 06-6690-0558

アジア航空サービス　 CANCAN旅行センター 596-0014 大阪府 岸和田市 港緑町15-7 ベイサイドモールEAST1F 072-430-1801

アクア 596-0055 大阪府 岸和田市 五軒屋町１６－１１ 072-436-9052

株式会社いすゞ旅行 573-0031 大阪府 枚方市 岡本町4-3 072-844-5101

フジツーリスト 本社 559-0005 大阪府 大阪市住之江区 西住之江３丁目1番17号 06-6672-0560

トラベルドリーム 567-0868 大阪府 茨木市沢良宜西２－１７－３９ 072-652-2882

ファーストタイムトラベル 571-0047 大阪府 門真市 栄町3-18 050-5375-7918

サンケイツアーズ 556-0017 大阪府 大阪市浪速区 湊町2-1-57 難波サンケイビル７階 06-6633-3719

株式会社　夢旅人 565-0862 大阪府 吹田市津雲台1-1-30 tonarie南千里2階 06-6155-1701

JU観光 ＪＵ観光合同会社 580-0041 大阪府 大阪市北区 天神橋1-18-27 天神ビル4階 06-6135-7111

大阪府



株式会社２９３３ 592-0013 大阪府 高石市 取石4-6-34 072-260-4912

太陽観光インターナショナル 580-0015 大阪府 松原市 新堂3-2-31 072-289-5186

和泉旅行 589-0021 大阪府 大阪狭山市 今熊1丁目133-29 072-367-8841

ふじ観光 本社 590-0503 大阪府 泉南市 新家1414-223 072-457-5648

SEIビジネスクリエイツ株式会社　ＳＢＣトラベル住友ビル店 541-0041 大阪府 大阪市中央区 北浜４－５－３３ 住友ビルＢ１Ｆ 06-6220-5963

東武トップツアーズ株式会社　 大阪法人事業部 530-0004 大阪府 大阪市北区 堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル7階 06-6344-3184

有限会社プライムツアー 本社営業所 595-0025 大阪府 泉大津市旭町１８－３ いずみおおつCITY１階 0725-20-5489

有限会社プライムツアー 弁天町営業所 552-0007 大阪府 大阪市港区 弁天3-13-1 MEGAドンキホーテ２階 06-6576-5489

有限会社プライムツアー 和泉中央営業所 594-0041 大阪府 和泉市 いぶき野5－1－11 エコールいずみ３階 0725-50-5489

株式会社アジア航空サービス ラパーク岸和田本店 596-0006 大阪府 岸和田市 春木若松町21-1 ラパーク長崎屋岸和田店・キスパ内1階 072-432-8989

株式会社日交トラベル 本社営業所 552-0003 大阪府 大阪市港区 磯路２丁目２３番２７号 06-6575-9820

株式会社新日本旅行 第二阪和旅行センター営業部 596-0044 大阪府 岸和田市 西之内町65-26 072-438-6300

株式会社新日本旅行 第二阪和旅行センター 596-0044 大阪府 岸和田市 西之内町65-26 072-437-0039

株式会社新日本旅行 東岸和田トークタウン店 596-0825 大阪府 岸和田市 土生町2丁目32番5号 トークタウンB-103 072-439-4511

株式会社新日本旅行 おおとりウイングス旅のサロン 593-8324 大阪府 堺市西区 鳳東町7丁733番地 おおとりウイングス１Ｆ 072-260-1600

株式会社三洋旅行 都島営業所 534-0016 大阪府 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４ ベルファ都島３Ｆ 06-6921-8200

株式会社三洋旅行 藤井寺営業所 583-0027 大阪府 藤井寺市 岡２－８－４１ ソリヤ１Ｆ 072-937-0707

株式会社三洋旅行 茨木営業所 567-0033 大阪府 茨木市 松ケ本町８－３０－１ イオン茨木３Ｆ 072-626-1400

株式会社三洋旅行 八尾営業所 581-0036 大阪府 八尾市 沼１－１ イズミヤ八尾店１Ｆ 072-940-6300

株式会社三洋旅行 旅サロン堺髙島屋店 590-0028 大阪府 堺市堺区 三国ケ丘御幸通５９ 堺髙島屋地下１Ｆ 072-238-7111

株式会社　阪急交通社　 西日本営業本部　メディ営業一部　 530-8355 大阪府 大阪市北区 梅田二丁目５番２５号 ハービスＯＳＡＫＡ１１階 06-4795-5838

パインツーリスト 599-8272 大阪府 堺市中区 深井中町1180-9 072-283-4000

株式会社めばえ　めばえ旅行 537-0023 大阪府 大阪市東成区 玉津1-5-26 ラウンドビル2階 06-4308-5233

西日本ジェイアールバスサービス株式会社 554-0033 大阪府 大阪市此花区 北港1丁目3番23号 06-6485-7700

中央交通バス株式会社 581-0812 大阪府 八尾市 山賀町一丁目４３番地 072-996-5695

株式会社　ワールドツアーズ 542-0063 大阪府 大阪市中央区 東平2-3-15 大実ビル2F 06-6763-2556

株式会社ティジー・テック 本社営業所 577-0036 大阪府 東大阪市 御厨栄町 4-1-10大商大リラク 06-4308-6222

株式会社ナニワツーリスト 542-0012 大阪府 大阪市中央区 谷町９－３－７ 中央谷町ビル１０Ｆ 06-6761-1845

有限会社ツーリストアルファ大阪 535-0022 大阪府 大阪市旭区 新森1-4-20 椿ハイツ501 06-6953-7878

株式会社司観光サービス 570-0056 大阪府 守口市 寺内町2-8-2 コーポ野口２F 06-6991-4019

ステイドリームツアーズ 547-0014 大阪府 大阪市平野区 長吉川辺3－16－33 パークハイム八尾南402 06-7890-8840

エアーワールド株式会社 本社営業所 540-0026 大阪府 大阪市中央区 内本町2-2-14-207 06-6947-1065

旅情報ジェイロード 596-0826 大阪府 岸和田市作才町1-5-7 072-439-1500

株式会社トラベルウェーヴ関西 598-0047 大阪府 泉佐野市 りんくう往来南3番地 りんくうシークル1F 072-458-2011

コスモストラベル株式会社 本社 566-0001 大阪府 摂津市 千里丘2-10-3 近畿ビル２F 06-6190-7738

株式会社ジャパンライフトラベル 558-0013 大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-1-21 06-6699-9321

株式会社なにわトラベルサービス 590-0024 大阪府 堺市堺区 向陵中町4-4-1 072-256-1550

㈱アジア航空サービス オペラパーク住道店 574-0046 大阪府 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク3階 072-803-8183

新国際観光株式会社 597-0102 大阪府 貝塚市 木積２１１８－１ 072-447-0002

平和旅行社 590-0055 大阪府 堺市堺区旭通1-18 072-232-0271

株式会社ナイスツーリスト 本社 594-0071 大阪府 和泉市 府中町1丁目24-1 0725-45-5123



南海コスモツアーシステム 550-0005 大阪府 大阪市西区西本町１ー１３ー３７ アクシス本町ビル３階 06-6534-2500

株式会社はんなんトラベル 本社営業所 599-0203 大阪府 阪南市 黒田47 072-470-6660

旅路トラベル 579-8062 大阪府 東大阪市 上六万寺町 ５番２５号 072-988-1507

有限会社トラベルポケット 550-0014 大阪府 大阪市西区 北堀江1-1-7 四ツ橋日生ビル7F 06-6212-9180

株式会社　歓喜旅行サービス 558-0011 大阪府 大阪市住吉区 苅田3-12-16 06-6691-0088

エクセルワールドツアー株式会社 595-0021 大阪府 泉大津市 東豊中町1-7-1 0725-45-0111

株式会社ジェイ・エイチ・アールツアーズ 530-0054 大阪府 大阪市北区 南森町2-1-20 南森町エンシンビル４階 06-6316-6521

日本トラベルサービス株式会社 553-0002 大阪府 大阪市福島区 鷺洲５ー１ー６ 06-6454-0882

喜楽観光 537-0012 大阪府 大阪市東成区大今里１丁目１－４ 06-6971-3826

株式会社ＪＴＢ 西日本MICE事業部 541-0056 大阪府 大阪市中央区 久太郎町2-1-25 JTBビル6階 06-6210-5726

株式会社ＪＴＢ  大阪教育事業部 541-0056 大阪府 大阪市中央区 久太郎町2-1-25 JTBビル７F 06-6260-0290

株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部 541-0056 大阪府 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル12階 06-6260-0150

株式会社ＪＴＢ　 大丸心斎橋店 542-8501 大阪府 大阪市中央区 心斎橋筋１丁目７－１ 大丸心斎橋店本館9階 06-6245-3215

株式会社旅えのぐ 株式会社旅えのぐ 598-0033 大阪府 泉佐野市 南中安松758 072-466-0545

株式会社トラベルウェーヴ関西　 リハーブ東岸和田店 596-0825 大阪府 岸和田市 土生町４丁目３－１ 072-493-1200

株式会社読売旅行 関西営業課 530-0055 大阪府 大阪市北区 野崎町5-9 読売新聞大阪本社6階 06-6364-7771

旅いろいろ 542-0067 大阪府 大阪市中央区 松屋町1－16－607 06-7164-6769

株式会社ＪＴＢ　 みのおキューズモール店 562-0034 大阪府 箕面市 西宿１－１５－３０ みのおキューズモールCENTER２階 072-749-3980

株式会社ＪＴＢ　 大阪天王寺店 543-0055 大阪府 大阪市天王寺区 悲田院町10-48 MIOプラザ館2階 06-6772-0010

株式会社太平洋旅行 599-8276 大阪府 堺市中区 小阪71-4 072-281-3900

株式会社フォーティーズ 538-0044 大阪府 大阪市鶴見区 放出東3-23-20-2F 06-6180-3100

㈱オーサカ・ゼンリョ 556-0017 大阪府 大阪市浪速区 湊町1-4-1 OCATビル4階 06-6641-8008

日本トラベルセンター株式会社　 本社営業所 550-0011 大阪府 大阪市西区 阿波座１－１－１０ 平田ビル７F 06-6532-0973

株式会社ＪＴＢ　 高槻店 569-0804 大阪府 高槻市 紺屋町1-1-201 グリーンプラザたかつき1号館2階 072-681-3962

南大阪観光社 596-0047 大阪府 岸和田市上野町東26番12号 072-422-3351

株式会社ＪＴＢ　 鳳アリオ店 593-8325 大阪府 堺市西区 鳳南町3-199-12 アリオ鳳アリオモール1階 072-272-8660

クラブツーリズム（株）関西国内旅行センター 542-8566 大阪府 大阪市中央区 難波４丁目１番１５号 近鉄難波ビル 06-6733-0077

株式会社トヨワ 541-0046 大阪府 大阪市中央区 平野町2-5-11 ときわビル5F 06-6484-6738

株式会社ＪＴＢ　 大阪第三事業部 541-0056 大阪府 大阪市中央区 久太郎町2-1-25 ＪＴＢビル５Ｆ 06-6260-0256

株式会社ＪＴＢ　 金剛東エコール・ロゼ店 584-0082 大阪府 富田林市 向陽台3-1-1 エコール・ロゼ４階 0721-29-5254

株式会社ツーリストジャパン 高槻阪急店 569-1196 大阪府 高槻市 白梅町４番１号 高槻阪急店4F 072-683-1151

株式会社コミュニケーションツアーズ 本社 532-0002 大阪府 大阪市淀川区 東三国4-4-11 東明ビル 06-6151-5766

株式会社ＪＴＢ　 イオンモールりんくう泉南店 590-0535 大阪府 泉南市 りんくう南浜３－１２ イオンモールりんくう泉南２階 072-480-5155

株式会社ＪＴＢ　 エキマルシェ大阪店 530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田3-1-1 06-6341-0734

株式会社ＪＴＢ　 大阪なんば店 542-0076 大阪府 大阪市中央区 難波5-1-60 南海なんば駅２階中央改札口すぐ 06-6636-2871

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール茨木店 567-0033 大阪府 茨木市 松ケ本町8-30-3 イオンモール茨木3階 072-620-1450

株式会社ＪＴＢ　 東梅田店 530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田1-1-3-100 大阪駅前第3ビル1階 06-4795-6070

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府 大阪市西区 千代崎3-13-1 イオンモール大阪ドームシティ店２階 06-6581-8400

株式会社ＪＴＢ　 くずはモール店 573-1121 大阪府 枚方市 楠葉花園町１５－１ くずはモール本館ハナノモール３階 072-850-8022

株式会社日本旅行　 大阪法人営業統括部 541-0051 大阪府 大阪市中央区 備後町3-4-1 山口玄ビル６階 06-4256-3178

株式会社ＪＴＢ　 あべのキューズモール店 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F 06-4396-7155



株式会社ＪＴＢ　 新大阪駅内店 532-0011 大阪府 大阪市淀川区 西中島5-16-1 JR新大阪駅2階 06-6302-5507

株式会社ＪＴＢ　 八尾アリオ店 581-0803 大阪府 八尾市光町2-3 アリオ八尾店2階 072-994-6996

株式会社ＪＴＢ　 千里中央店 560-0082 大阪府 豊中市 新千里東町1-1-3 イオンSENRITO専門館4階 06-6832-8801

エース観光サービス 578-0982 大阪府 東大阪市 吉田本町1-2-54 072-961-7533

大阪大栄旅行 599-0202 大阪府 阪南市 下出167-1 わくわくＣＩＴＹオークワ尾崎店1階 072-473-0700

株式会社ＪＴＢ　 ららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府 吹田市 千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY2階 06-4864-8410

株式会社ＪＴＢ　 なんば髙島屋店 542-0076 大阪府 大阪市中央区 難波5-1-5 髙島屋大阪店本館7階 06-6636-2877

株式会社ＪＴＢ　 東大阪店 577-0056 大阪府 東大阪市 長堂１－５－６ 布施駅前セントラルビル１階 06-6783-1142

株式会社ＪＴＢ　 泉北店 590-0115 大阪府 堺市南区 茶山台1-3-1 パンジョ本館2階 072-297-4021

株式会社ＪＴＢ　 トラベルゲート大阪梅田 530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田3-1-3 ノースゲートビルディング11階 06-6341-8830

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール堺北花田店 591-8008 大阪府 堺市北区 東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田４階 072-259-4537

エム・オートラベル 530-0041 大阪府 大阪市北区 天神橋２－４－１７ 千代田第一ビル６階 06-6720-8864

Ｔ－ＬＩＦＥパートーナーズ株式会社 大阪支店 541-0053 大阪府 大阪市中央区本町２－１－６堺筋本町センタービル１４Ｆ 06-6271-4421

株式会社スカイツ－リング 540-0037 大阪府 大阪市中央区内平野町１－１－５－２０６西大手前ビル 06-6943-0222

株式会社ＪＴＢ　 大丸梅田店 530-8202 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店11階 06-6343-4111



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

株式会社神港ツーリスト 650-0025 兵庫県 神戸市中央区 相生町4丁目8番5号 神戸駅前マーチハイム1階 078-341-3512

加古川バスツーリスト 675-0023 兵庫県 加古川市 尾上町池田1832-2 079-426-6337

株式会社あくと 670-0961 兵庫県 姫路市 南畝町1-41 079-283-0890

有限会社大西洋ツーリスト 本社 676-0808 兵庫県 高砂市 神爪1-1-20-102 079-431-8881

モーニングトラベル 675-1378 兵庫県 小野市 王子町512-2 0794-70-8898

株式会社エイチ・アイ・エス エディオン 神戸本店営業所 650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町1-10-1 神戸交通センタービル4Ｆ 050-1751-4503

株式会社エイチ・アイ・エス ピオレ姫路　営業所 670-0927 兵庫県 姫路市 駅前町188番1 ピオレ姫路1　２階（区画：2021） 050-1751-4503

株式会社　銀のステッキ 665-0035 兵庫県 宝塚市 逆瀬川1-1-46 なみきビル１階 0797-91-2260

イワサバス イワサバス　本社 661-0026 兵庫県 尼崎市 水堂町４－２０－１６ 06-6437-4888

㈱e-旅行 兵庫営業所 666-0106 兵庫県 川西市 山下町21-10 072-795-3579

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト 六甲道営業所 657-0027 兵庫県 神戸市灘区 永手町４丁目２ー１ フォレスタ六甲Ｂ１Ｆ 078-856-3601

株式会社ドリーム観光サービス 本社営業所 660-0807 兵庫県 尼崎市 長洲西通1-3-24 公楽ビル205 06-6488-5300

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト 伊丹営業所 664-0858 兵庫県 伊丹市 西台1-1-1 阪急伊丹駅ビル3階 072-773-0555

株式会社ミツワトラベル 666-0024 兵庫県 川西市久代１丁目１３番１７号 072-756-1777

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト レバンテ垂水営業所 655-0893 兵庫県 神戸市垂水区 日向1-4-1 レバンテ垂水１階 078-707-3311

有限会社アイ・ツーリスト 本店 675-1317 兵庫県 小野市 浄谷町3200 0794-62-6237

(有)いけがわ縁結びトラベル 669-5203 兵庫県 朝来市 和田山町寺谷338-1 079-668-9955

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト イオンモール猪名川営業所 666-0257 兵庫県 川辺郡猪名川町 白金2-1 イオンモール猪名川３Ｆ 072-765-2001

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト ソリオ宝塚営業所 665-0845 兵庫県 宝塚市 栄町2-1-1 ソリオ1　グランドフロア 0797-61-7101

ラグナトラベル 650-0012 兵庫県 神戸市中央区 北長狭通3-7-6-403 サニーハイツ鯉川 078-327-4388

神鉄観光株式会社 本社営業所 652-0032 兵庫県 神戸市兵庫区 荒田町1-20-2 078-521-1321

JA兵庫南旅行センター 675-0065 兵庫県 加古川市加古川町篠原町300番地 リトハ加古川A-105 079-424-1510

株式会社ハロートラベル 675-1378 兵庫県 小野市 王子町914 0794-63-6315

株式会社三洋航空サービス 岡本営業所 658-0072 兵庫県 神戸市東灘区 岡本1-7-8 078-411-8700

株式会社赤玉旅行 661-0035 兵庫県 尼崎市 武庫之荘1-19-1 中村ビル3F 06-6432-7050

株式会社たびぞう 668-0065 兵庫県 豊岡市 戸牧539-8 0796-29-1500

さとうトラベルサービス 篠山店営業所 669-2204 兵庫県 丹波篠山市 杉265 079-594-3700

日本観光旅行センター有限会社 本社 677-0015 兵庫県 西脇市 西脇712-88 0795-22-1720

株式会社三洋航空サービス 六甲道営業所 657-0038 兵庫県 神戸市灘区 深田町４－１－１ ウェルブ六甲道２番街２Ｆ 078-854-7100

株式会社三洋航空サービス 夙川営業所 662-0051 兵庫県 西宮市 羽衣町７－３０－２１０ グリーンタウン２Ｆ 0798-39-0010

株式会社クラブコンコルド えるむプラザトラベルサロン 669-1322 兵庫県 三田市 すずかけ台2-3-1 えるむプラザ2F 079-556-5591

株式会社三洋航空サービス 逆瀬川営業所 665-0035 兵庫県 宝塚市 逆瀬川１－２－１ アピア１　３Ｆ 0797-73-0944

株式会社三洋航空サービス 大久保営業所 674-0068 兵庫県 明石市 大久保町ゆりのき通１－３－１ ＶＩＥＲＲＡ大久保２Ｆ 078-934-4100

株式会社三洋旅行 北野田営業所 599-8122 兵庫県 堺市東区 丈六１８３－１８ ダイエー北野田店１Ｆ 072-289-0707

株式会社三洋旅行 旅サロン山陽百貨店 670-0912 兵庫県 姫路市 南町１番地 山陽百貨店西館６Ｆ 079-284-7100

株式会社三洋旅行 川西営業所 666-0033 兵庫県 川西市 栄町１１－１－１２ パルティＫ２ビル１Ｆ 072-758-3232

小野旅行センター株式会社 675-1378 兵庫県 小野市 王子町800-1 0794-63-4600

神姫観光株式会社 670-0935 兵庫県 姫路市北条口1-28 079-224-1881

ボン・ヴォヤージュ神戸株式会社 本社営業所 650-0017 兵庫県 神戸市中央区 楠町6丁目3番19号 078-351-0266

兵庫県



有限会社大西洋ツーリスト たつの店 679-4129 兵庫県 たつの市 龍野町堂本260-1 0791-64-6888

株式会社メルヘン 兵庫営業所 673-1431 兵庫県 加東市 社1235-1 0795-43-8333

神姫観光株式会社 姫路支店 670-0804 兵庫県 姫路市 保城 338-1 079-224-1501

有限会社　兵庫県職員互助サービス 650-0011 兵庫県 神戸市中央区 下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁1号館別館1階 078-361-6845

神姫観光株式会社　 龍野支店 679-4171 兵庫県 たつの市 龍野町北龍野217 0791-62-4001

株式会社ＪＴＢ 芦屋店 659-0092 兵庫県 芦屋市 大原町10-1 ホテル竹園芦屋1階 0797-34-0838

有限会社ツーリスト洲本 656-0026 兵庫県 洲本市 栄町二丁目１番２２号 0799-22-3111

WORLD EXPRESS 662-0065 兵庫県 西宮市 殿山町 2-27 0798-20-2275

株式会社ドリーム観光サービス 兵庫北営業所 669-5264 兵庫県 朝来市 和田山町加都1654-1 079-674-1777

株式会社三洋航空サービス 苦楽園営業所 662-0074 兵庫県 西宮市 石刎町３－２ 0798-73-8200

株式会社三洋航空サービス 三ノ宮営業所 650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町1-10-1 神戸交通センタービル２Ｆ 078-391-9000

有限会社大西洋ツーリスト イオン三木店 673-0404 兵庫県 三木市 大村163 イオン三木店３F 0794-81-0881

株式会社国際トラベル アリオ加古川営業所 675-0124 兵庫県 加古川市 別府町緑町２番地 アリオ加古川アネックス館 079-430-0489

あすか観光バス合同会社 671-1561 兵庫県 揖保郡太子町鵤１２５５－３ 寺本ビル３F 079-280-1977

大西洋ツーリスト ニッケ店 675-0066 兵庫県 加古川市 加古川町寺家町１７３－１ ニッケパークタウン１Ｆ 079-423-7888

播磨乃国観光バス株式会社 679-4167 兵庫県 たつの市 龍野町富永360-1 0791-63-0188

ケイズ　トラベル　プラン 淡路営業所　 656-0025 兵庫県 洲本市 本町６丁目４－３３ 0799-53-5128

G&Gトラベル 662-0922 兵庫県 西宮市 東町１丁目１１－７ 0798-22-2731

株式会社神姫トラベル　 神戸学院大学プレイガイドQ　有瀬キャンパス 651-2113 兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬518 078-974-5497

株式会社神姫トラベル　 神戸学院大学プレイガイドQ　ポートアイランドキャンパス 650-8586 兵庫県 神戸市中央区 港島１丁目１-３ 078-974-4186

神姫観光株式会社 姫路旅行センター 670-0913 兵庫県 姫路市 西駅前町１番地4 キュエル姫路1F 079-289-0111

有限会社　大西洋ツーリスト イオン加古川店 675-0101 兵庫県 加古川市 平岡町新在家615-1 イオン加古川1階 079-426-8700

近畿日本ツーリスト株式会社 三ノ宮店 650-0021 兵庫県 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 神戸交通センタービル２階 078-391-4891

株式会社ＪＴＢ 神戸大丸店 650-0037 兵庫県 神戸市中央区 明石町40 大丸8階 078-333-2844

株式会社ＪＴＢ 西宮北口店 662-0832 兵庫県 西宮市 甲風園 １丁目５－１２ 宮井ビル 1階 0798-63-5750

株式会社ＪＴＢ イオン明石店 674-0068 兵庫県 明石市 大久保町ゆりのき通3-3-1 イオン明石ショッピングセンター3番街4階 078-938-3160

株式会社ＪＴＢ　 明石店 673-0886 兵庫県 明石市 東仲ノ町6-1 アスピア明石1階 078-918-1111

ジィ・アンド・ジィ株式会社えすぽツーリスト ゆめタウン姫路営業所 670-0055 兵庫県 姫路市 神子岡前3丁目12-17 ゆめタウン姫路2F 079-295-5121

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 伊丹市 池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4階 072-778-9270

株式会社国際旅行 671-1227 兵庫県 姫路市 網干区和久478-1 アサヒビル1F 079-273-2421

みずほトラベルサービス株式会社 本社営業所 651-1143 兵庫県 神戸市北区 若葉台4-1-10 北鈴蘭台駅前ビル1階 078-597-2800

株式会社スカイウェイ 667-0115 兵庫県 養父市上箇182 079-664-2552

株式会社アリス 659-0092 兵庫県 芦屋市大原町13-10 0797-34-1983

株域会社ティエラコム　カリヨントラベルサービス本店営業所 650-0044 兵庫県 神戸市中央区 東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル19階 078-351-3501

アート観光株式会社 Bio本店 673-1431 兵庫県 加東市 社 1126-1イオン2階 0795-40-2566

アート観光株式会社 イオンモール加西北条店 675-2312 兵庫県 加西市 北条町北条308-1 イオンモール1階 0790-45-3339

神姫観光株式会社 西神支店 651-2274 兵庫県 神戸市西区竹の台1丁目407-2 078-939-2090

株式会社　ツーリスト　イン　サンシャイン 675-0101 兵庫県 加古川市 平岡町新在家615-1 079-422-7288

株式会社ＪＴＢ　 イオンモ－ル伊丹店 664-0847 兵庫県 伊丹市 藤ノ木1-1-1-3017 イオンモ－ル伊丹3階 072-771-6730

有限会社　大西洋ツーリスト アスティアかさい店 675-2312 兵庫県 加西市 北条町北条28-1 アスティアかさい１階 0790-43-3939

有限会社ジェイ・ツーリスト 本社営業所 677-0017 兵庫県 西脇市 小坂町字横溝148-2 0795-24-5656



株式会社ＪＴＢ　 イオン三田ウッディタウン店 669-1321 兵庫県 三田市 けやき台1－6－2 イオン三田ウッディタウン店１階 079-569-7290

株式会社ＪＴＢ　 神戸支店 650-0034 兵庫県 神戸市中央区 京町70番 松岡ビル6階 078-391-6955

株式会社ＪＴＢ　 トラベルゲート神戸三ノ宮 651-0094 兵庫県 神戸市中央区 琴ノ緒町 5-1-305 078-231-4118

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール姫路リバーシティー店 672-8064 兵庫県 姫路市 飾磨区細江2560 イオンモール姫路リバーシティー3階 079-231-2324

株式会社プロクシー 651-1111 兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台北町1-9-1 ベルスト鈴蘭台3F 078-596-6067

株式会社ＪＴＢ　 西神中央店 651-2273 兵庫県 神戸市西区糀台5-9-4 西神中央駅2階 078-991-5591

たなばた旅行 665-0881 兵庫県 宝塚市 山本東2-4-12-215 0797-88-7597

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール姫路大津店 671-1146 兵庫県 姫路市 大津区大津町2-5 イオンモール姫路大津1階 079-230-0540

ハートトラベル 669-3311 兵庫県 丹波市 柏原町母坪３３５－１ 0795-73-0810

(有)丹波旅行センター 669-2345 兵庫県 丹波篠山市東岡屋49-1 079-552-2247

株式会社ＪＴＢ　 姫路みゆき通り店 670-0927 兵庫県 姫路市 駅前町314　旅路ビル 079-224-7800

株式会社ＪＴＢ　 姫路支店 670-0962 兵庫県 姫路市南駅前町100番地パラシオ2　2階 079-289-2120

神姫観光株式会社 小野支店 675-1364 兵庫県 小野市鹿野町2468-2 0794-70-7106



登録事業者名 支店・営業所名 郵便番号 都道府県 市区町村番地　ビル・マンション名 電話番号

奈良LLツーアズ 639-2251 奈良県 御所市 戸毛1191番地 0745-67-1525

奈良県教職員互助組合 奈良県教職員互助組合（ごじょトラベル） 630-8113 奈良県 奈良市 法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎2F 0742-81-9119

大紀観光株式会社 638-0801 奈良県 吉野郡大淀町 芦原585-8 0747-52-5964

㈱プラネット 632-0081 奈良県 天理市 二階堂上ノ庄町235 0743-68-3388

株式会社サンキュー観光 本社 639-2303 奈良県 御所市末広町170番地 0745-62-2659

トラベルハウスアイ 639-0222 奈良県 香芝市 西真美2-18-12 0745-77-0585

いこまツーリスト 630-0201 奈良県 生駒市小明町５４１番地３ 池田ビル１F 0743-73-3636

株式会社　日本レジャーツーリスト 日本レジャーツーリスト 635-0015 奈良県 大和高田市 幸町2-18 0745-23-5501

奈良交通株式会社 本社旅行センター 630-8651 奈良県 奈良市 大宮町１丁目１－２５ 0742-20-3143

奈良交通株式会社 八木旅行センター 634-0804 奈良県 橿原市 内膳町１－６－８ かしはらナビプラザ内 0742-20-3143

株式会社レインボートラベル 631-0012 奈良県 奈良市 中山町121-1 アートビル203 0742-53-0035

大和高原交通株式会社 632-0251 奈良県 奈良市 針町677 0743-82-2270

株式会社ＪＴＢ ならファミリー店 631-0821 奈良県 奈良市 西大寺東町2-4-1 ならファミリー5階 0742-35-3231

株式会社ロイヤルツーリスト 630-8115 奈良県 奈良市大宮町６丁目１－１１ 新大宮第二ビル３F 0742-36-1020

有限会社奈良トラベルサービス 635-0015 奈良県 大和高田市 幸町６－３－７１０ 0745-24-5050

かさい観光 本店 639-0216 奈良県 北葛城郡上牧町 松里園3-6-3 0745-76-3516

株式会社 森田企画 630-0112 奈良県 生駒市 鹿ノ台東2-8-6 090-3263-1338

株式会社平城トラベル橿原営業所 橿原営業所 634-0064 奈良県 橿原市見瀬町617-3 安田ビル3階 0744-28-3970

株式会社ジャパントラベル 本店 632-0015 奈良県 天理市三島町100-5 0743-68-0022

株式会社三洋旅行 真美ケ丘営業所 635-0832 奈良県 北葛城郡広陵町 馬見中４－１ エコール・マミ北館１Ｆ 0745-55-0707

株式会社エムビー 631-0061 奈良県 奈良市 三碓7-29-1 0742-49-3344

奈良スマイル観光 636-0811 奈良県 生駒郡三郷町 勢野東4-6-47 090-3493-1106

株式会社奈良旅ネットワーク 639-1123 奈良県 大和郡山市 筒井町897-1 八百井ビル２階 0743-56-3587

オーシャンブライトツアー 630-8115 奈良県 奈良市大宮町２丁目5-8 0742-33-5123

有限会社　ツーリスト企画 高の原営業所 631-0805 奈良県 奈良市右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館　1階 0742-70-5001

教育旅行推進機構 635-0085 奈良県 大和高田市片塩町17-14 市駅吉田ビル4階 050-7110-2888

西和トラベルサービス 636-0051 奈良県 北葛城郡河合町 川合1013-1 0745-57-0100

株式会社フジタカ通商　 トラベルクリエイト 639-1119 奈良県 大和郡山市 発志院町208-1 ＦＵＪＩＴＡＫＡＢＬＤＧ　１Ｆ 0743-59-3666

有限会社　南都観光社 本社営業所 632-0016 奈良県 天理市 川原城町332-1 南都観光ビル1F 0743-62-5850

株式会社アルファトラベルジャパン 632-0078 奈良県 天理市 杉本町393－21 アルファビル1階 0743-62-6022

奈良ジェットツーリスト 本社営業所 632-6320 奈良県 天理市 櫟本町885 0743-65-1817

高田交通観光社 635-0085 奈良県 大和高田市 片塩町16-9 0745-23-5577

ジョイアス・トリップ旅行社 632-0046 奈良県 天理市三昧田町, 4-3 0743-85-5815

株式会社濱観光サービス　 633-0001 奈良県 桜井市 三輪115-1 0744-45-3515

パインヒルトラベル合同会社 630-0254 奈良県 生駒市東旭ヶ丘16-53、1階南2 090-7305-4568

宇陀観光株式会社 633-2221 奈良県 宇陀市 菟田野松井173-7 0745-84-4900

株式会社ＪＴＢ　 イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県 大和郡山市 下三橋町741 イオンモール大和郡山３階 0743-54-1780

近畿日本ツーリスト株式会社 イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県 生駒市 鹿畑町３０２７ イオンモール奈良登美ヶ丘１階 0743-71-4891

株式会社ベルトラベル 本社営業所 636-0245 奈良県 磯城郡田原本町 味間857 0744-33-3885

奈良県



株式会社ＪＴＢ　 イオンモール橿原店 634-0837 奈良県 橿原市 曲川町7-20-1-369 イオンモール橿原階 0744-21-8170

生駒交通株式会社 630-0201 奈良県 生駒市 小明町1835-1 0743-73-3232

株式会社メディケアサポート２１ぷらいむトラベル西の京西の京営業所 630-8051 奈良県 奈良市 七条町95－1 メディカルプラザ薬師西の京４階 0742-81-9737

近畿日本ツーリスト株式会社　 奈良支店 630-8241 奈良県 奈良市 高天町38-3 近鉄高天ビル3F 0742-23-4891

株式会社ＪＴＢ　 奈良支店 630-8115 奈良県 奈良市大宮町3-4-29　大宮西田ビル7階 0742-30-5100


