「みんなで！とくしま応援割」登録旅行会社一覧（対象地域）
【香川県】
施設名

住

所

電話番号

（株）エイチ・アイ・エス 高松営業所

高松市丸亀町7-16 丸亀町グリーン西館1F

050-1742-5262

（株）ＪＴＢ 高松店

高松市鍛冶屋町7-6

087-851-2117

（株）ＪＴＢ高松支店

香川県高松市鍛冶屋町7-6 JTB高松ビル2F

087-822-0033

（株）ＪＴＢ 丸亀ゆめタウン店

丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀3F

0877-24-2133

四国旅客鉄道（株）ワ－プ高松支店

高松市浜ノ町1-20

087-851-1326

四国旅客鉄道（株）旅の予約センタ－

高松市浜ノ町8-33

087-825-1662

四国旅客鉄道（株）志度駅ワーププラザ

さぬき市志度488-2

087-894-1052

四国旅客鉄道（株）坂出駅ワーププラザ

坂出市元町1-1-1

0877-46-2116

四国旅客鉄道（株）丸亀駅ワーププラザ

丸亀市新町6-3-50

0877-22-6131

四国旅客鉄道（株）観音寺駅ワーププラザ

観音寺市栄町1-4-30

0875-25-2049

四国旅客鉄道（株）ワ－プ香川中部支店

綾歌郡宇多津町2628-168

0877-49-5100

（株）日本旅行 高松支店

高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル1F

087-851-4981

（株）マルナカツーリスト 高松本社営業所

高松市多肥下町1552-17

087-815-0725

（株）マルナカツーリスト 宇多津営業所

綾歌郡宇多津町2419-1

0877-56-7511

名鉄観光サービス（株）高松支店

高松市寿町1丁目4-3 3階

087-822-1621

（有）第一観光

高松市円座町1174-2

087-886-2000

（株）トラベルビジョン

高松市今里町1丁目32-1

087-835-3519

（株）旅八

高松市栗林町1-13-24-102

087-802-1248

（有）三豊中央観光バス

観音寺市池之尻町1013-1

0875-57-1717

（株）瀬戸内トラベルサービス

高松市宮脇町1丁目21-14

087-833-7708

（株）オーガトラベル

観音寺市大野原町大野原4936-1

0875-52-5511

琴参バス（株）

丸亀市土器町北2丁目77番地

0877-25-5584

（株）一歩進

高松市番町5丁目6-37-405

087-831-9910

（株）南原興産 みなみ観光

東かがわ市落合1-1

0879-25-0100

（有）西岡産業・エコロ観光

三豊市豊中町上高野2695-6

0875-62-5751

（株）大川観光

高松市丸の内5番5号

087-851-0681

ことでんバス（株）

高松市朝日町4丁目1番63号

087-851-3320

（株）ウメモトトラベル

小豆郡小豆島町草壁本町615番地59

0879-82-5798

（株）穴吹トラベル

高松市古新町2番1号 アルファレガロ古新町1階

087-823-1666

【愛媛県】
施設名

住

所

電話番号

（株）エイチ・アイ・エス 松山営業所

松山市花園町3-2 安井ビル1F

050-1742-3209

（株）ＪＴＢ 松山三越店

松山市一番町3-1-1 松山三越3F

089-932-8602

近畿日本ツーリスト（株）松山営業所

松山市湊町4-3-14 プログレッソ松山Ⅱ3B

089-941-4533

四国旅客鉄道（株）ワープ松山支店

松山市南江戸1-14-1

089-945-1689

四国旅客鉄道（株）新居浜駅ワーププラザ

新居浜市坂井町2-3-45

0897-37-2717

四国旅客鉄道（株）宇和島駅ワーププラザ

宇和島市錦町10-1

0895-22-0175

四国旅客鉄道（株）伊予西条駅ワーププラザ

西条市大町859-1

0897-56-3133

四国旅客鉄道（株）伊予三島駅ワーププラザ

四国中央市三島中央3-1-37

0896-23-2070

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）愛媛支店

松山市大手町1-8-16 二宮ビル6FB号

089-915-3060

（株）日本旅行 松山支店

松山市千舟町5-7-6 NISグループ本社ビル1F

089-945-0815

（株）フジ・トラベル・サービス 松山支店

松山市宮西1丁目2-1 フジグラン松山3F

089-923-2711

松山市宮西1丁目5-10

089-947-8553

（株）フジ・トラベル・サービス エミフルMASAKI支店

伊予郡松前町筒井850 エミフルMASAKI2F

089-961-6662

（株）フジ・トラベル・サービス 東温支店

東温市野田3丁目1-13 フジグラン重信1F

089-964-4151

（株）フジ・トラベル・サービス 宇和島支店

宇和島市伊吹町912-2 フジグラン北宇和島1F

0895-25-8838

（株）フジ・トラベル・サービス 東予支店

西条市新田字北新田235 フジグラン西条専門店棟

0897-58-2860

（株）フジ・トラベル・サービス 四国中央支店

四国中央市妻鳥町1136-1 フジグラン川之江専門店棟

0896-57-0522

名鉄観光サービス（株）松山支店

松山市三番町4丁目12-4 1階

089-921-5131

四国旅行（株）

宇和島市並松2丁目3-22

0895-25-7270

（株）フジ・トラベル・サービス
マーケティングチームデジタル推進部門

（株）共盛社

八幡浜市朝潮橋1590-10

0894-22-3437

（有）全国観光サービス社

新居浜市下泉町1丁目7-54

0897-41-7276

常盤タクシー（株）（ときわトラベル）

今治市常盤町5丁目5-29

0898-22-0068

（株）Ｕｍｉｑｕｅ 本店（ユニークツアー）

松山市岩崎町2丁目8-22

089-986-9219

（株）漣観光社

松山市永代町11-1

089-932-3373

いずみ観光（株）本社営業所

今治市上德乙216-4

0898-48-7707

ひめさき観光旅行センター

伊予郡松前町昌農内613-4

089-961-6055

（株）ユー・トラベル

宇和島市栄町港3-3-18

0895-25-8311

四国ツーリスト（株）

八幡浜市天神通2丁目1526-139

0894-24-4848

四国ツーリスト（株）大洲営業所

大洲市東大洲416-4

0893-23-4441

（株）ＪＪ旅行センター 本社（営）

喜多郡内子町内子1948

0893-44-5788

（株）国際旅行

松山市室町2丁目7-5

089-941-8686

（株）全観トラベルネットワーク 今治支店

今治市にぎわい広場1-1 イオンモール今治新都市2F

0898-35-5891

（株）トラベルビジョン 愛媛支店

新居浜市大生院958-1

0897-47-7773

（株）トラベルビジョン 新居浜支店

新居浜市前田町8-8

0897-47-3130

【高知県】
施設名

住

所

電話番号

（株）ＪＴＢ イオンモール高知店

高知市秦南町1-4-83 イオンモール高知3F

088-826-7560

ＪＴＢ高知支店

高知市堺町1-21 JTBビル3階

088-823-2331

四国旅客鉄道（株）ワ－プ高知支店

高知市栄田町2-1-10

088-822-8130

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）高知支店

高知市杉井流16-5 俵屋ビル5F-A

088-884-1120

（株）日本旅行 高知支店

高知市駅前町1-8 第7駅前観光ビル2F

088-884-0910

（株）マルナカツーリスト 高知営業所

高知市一宮南町1-15-13

088-802-5470

名鉄観光サービス（株）高知支店

高知市駅前町5-5 7階

088-883-3255

（有）香北観光トラベル

香美市香北町美良布1061-1

0887-59-3393

（有）嶺北観光自動車

土佐郡土佐町田井1491-1

0887-82-0199

（有）サントラベル

高知市東秦泉寺126-1

088-845-3977

（株）四万十交通

高岡郡四万十町琴平町16-28

0880-22-1131

（有）黒岩観光

高岡郡佐川町黒原3151

0889-22-9225

【兵庫県】
施設名

住

所

電話番号

ＪＴＢ明石店

明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石1階

078-918-1111

ＪＴＢ芦屋店

芦屋市大原町10-1 ホテル竹園芦屋1階

0797-34-0838

ＪＴＢイオン明石店

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

ＪＴＢイオンモール伊丹店

伊丹市藤ノ木1-1-1-3017 イオンモ－ル伊丹3階

072-771-6730

ＪＴＢイオンモール伊丹昆陽店

伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4階

072-778-9270

ＪＴＢイオン三田ウッディタウン店

三田市けやき台1-6-2 イオン三田ウッディタウン1階

079-569-7290

ＪＴＢイオンモール姫路大津店

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

ＪＴＢイオンモール姫路リバーシティー店

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

ＪＴＢ神戸支店

神戸市中央区京町70 松岡ビル6階

078-391-6955

ＪＴＢ神戸大丸店

神戸市中央区明石町40 大丸神戸店8階

078-333-2844

ＪＴＢ西神中央店

神戸市西区糀台5-9-4 西神中央駅2階

078-991-5591

ＪＴＢトラベルゲート神戸三ノ宮店

神戸市中央区琴ノ緒町5-1-305 JR三ノ宮駅東口改札すぐ

078-231-4118

ＪＴB西宮北口店

西宮市甲風園1-5-12 宮井ビル1階

0798-63-5750

ＪＴＢ姫路支店

姫路市南駅前町100 パラシオ2 2階

079-289-2120

ＪＴＢ姫路みゆき通り店

姫路市駅前町314 旅路ビル

079-224-7800

四国旅客鉄道（株）ワープ梅田支店

大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3階

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）大阪支店

大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル14F

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）姫路支店

姫路市北条口2-7 カーニープレイス姫路第二ビル6F

079-223-3900

日本旅行神戸支店

神戸市中央区東川崎1-3-2 JR西日本神戸支社ビル5階

078-371-2810

日本旅行姫路支店

姫路市豆腐町字水田316 JR姫路駅総合区2階

079-281-1360

日本旅行ＴｉＳ三ノ宮支店

神戸市中央区布引町4-1-1 JR三ノ宮駅構内

078-221-4500

日本旅行ＴｉＳ姫路支店

姫路市南駅前町125 JR姫路駅構内ピオレ姫路おみやげ館内

079-225-0401

※兵庫県在住者分の販売に限る。
※兵庫県在住者分の販売に限る。

06-6374-0701
06-6271-4421

（有）ｉ．スマイル

豊岡市若松町7番40号

0796-26-6140

（株）ハロートラベル

小野市王子町914番地

0794-63-6315

（有）ツーリスト洲本

洲本市栄町2丁目１番22号

0799-22-3111

（株）国際旅行

姫路市網干区和久478-1 アサヒビル1階

079-273-2421

（株）日本ツアーサービス

神戸市兵庫区駅前通1-32-1 アルバビル2階

078-577-2522

（有）アイ・ツーリスト

小野市浄谷町3200

0794-62-6237

トラベルルーム

神戸市北区日の峰3-5-13

078-586-5222

（株）ネイブルツアー

西脇市寺内65-1

0795-25-0085

（有）大西洋ツーリスト

高砂市神爪1-1-20-102

079-431-8881

小野旅行センター（株）

小野市王子町800-1

0794-63-4600

日本エース観光（株）

加東市社77-4

0795-42-0796

（株）プロクシー

神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1-304

078-596-6067

（有）ジェイ・ツーリスト

西脇市小坂町字横溝148-2

0795-24-5656

（株）ハート

丹波市柏原町母坪335-1

0795-73-0810

（株）天馬トラベル

姫路市大津区天満353-3

079-230-0901

マックトラベルサービス

朝来市和田山町牧田岡774

079-670-2727

（株）トラベル神戸

明石市大久保町西島809-5

078-962-6767

（株）輪

神戸市東灘区向洋町中7-2-1-6-806

078-857-5160

みずほトラベルサービス（株）

神戸市北区若葉台4-1-10

078-597-2800

ジィ・アンド・ジィ（株）

神戸市中央区磯上通4-1-6 シオノギ神戸ビル2階

078-222-1551

（株）三洋航空サービス

神戸市東灘区岡本1-7-8 阪急岡本駅南1階

078-411-8700

（同）七夕

宝塚市山本東2-4-12-215

0797-88-7597

（有）ラグナ

神戸市中央区北長狭通3-7-6-403

078-327-4388

セカンドクラス旅設計事務所

豊岡市昭和町4-22

0796-37-8515

（株）クラブコンコルド

三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ2F

079-556-5591

（株）セントラルツアーズ

神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館地下1階A-1

078-392-2008

（株）ＨＡＴＡ

神戸市中央区下山手通6丁目1番4号 オフィス下山手4階

078-351-0659

【和歌山県】
施設名

住

所

電話番号

ＪＴBイオンモール和歌山店

和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山2Ｆ

073-455-0510

ＪＴＢ和歌山ミオ店

和歌山市美園町5-61 和歌山ミオ4階

073-425-0556

日本旅行ＴｉＳ和歌山支店

和歌山市美園町5-61 JR和歌山駅構内

073-424-8161

有交観光（株）

和歌山市太田105番地

073-479-0700

伊藤工業（株）

岩出市宮83

0736-61-4126

紀州観光

和歌山市湯屋谷68-3

073-464-4008

紀和観光案内所

橋本市岸上369-6

0736-32-0635

（株）コスモス観光

橋本市神野々1201-1

0736-39-3005

（有）シーエスケーステーション

御坊市薗271-1

0738-32-2388

中紀バス（株）

日高郡由良町里480-3

0738-65-0400

（株）中紀バス観光社

御坊市湯川町小松原410-1

0738-24-1110

トラスト旅行

伊都郡かつらぎ町新田41

0736-22-7305

（株）南紀観光ホールディングス

新宮市徐福2-1-11

0735-22-6249

日の丸観光バス（株）

伊都郡かつらぎ町佐野1395-1

0736-22-6366

（株）ファインツーリスト

岩出市西安上46-1 グリーンフルいがみ2F

0736-62-6666

和歌山市吉田432 シティイン和歌山3階

073-427-0270

御坊市薗37

0738-22-1020

和歌山（営

協同組合和歌山県旅行業協会
（株）南紀観光ホールディングス

御坊旅行センター

【鳥取県】
施設名

住

所

電話番号

ＪＴＢイオンモール鳥取北店

鳥取市晩稲348 イオンモール鳥取北1階

0857-38-3802

ＪＴＢイオンモール日吉津店

西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津東館1階

0859-37-0211

【島根県】
施設名
ＪＴＢ山陰支店

住
松江市朝日町477-17 松江SUNビル7階

所

電話番号
0852-23-6720

ＪＴＢ出雲ゆめタウン店

出雲市大塚650-1 ゆめタウン出雲東館2階

0853-23-7245

石王観光（株）

浜田市高田町56

0855-22-2222

【岡山県】
施設名
エイチ・アイ・エス岡山駅前営業所

住

所

岡山市北区駅前町1-8-18

電話番号
050-1742-3555

イコットニコット2階 TSUTAYA BOOKSTORE内

ＪＴＢ岡山支店

岡山市北区表町1-7-36 JTB岡山ビル3F

086-232-3441

ＪＴＢ岡山表町店

岡山市北区表町1-7-36 JTB岡山ビル

086-232-3810

ＪＴＢイオンモール岡山店

岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山2階

086-803-6380

ＪＴＢイオンモール倉敷店

倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷1階

086-430-5115

近畿日本ツーリスト（株）岡山支店

岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビル2Ｆ

086-224-4444

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）岡山支店

岡山市北区大供2-1-1 HASPALIBL（ハスパリビル）7F

086-232-6565

太陽トラベル（株）

倉敷市新倉敷駅前3-73-1

086-522-2737

（有）旅のたけだ屋

玉野市宇野1-38-1 メルカ2F

0863-33-7781

下電観光バス（株）本社営業所

岡山市北区厚生町1-2-8

086-225-1234

下電観光バス（株）倉敷営業所

倉敷市昭和町1-1-38-101 チサンマンション倉敷

086-454-8774

ロウズ観光（株）

倉敷市片島町1018-1

086-466-6411

日の丸旅行（有）

井原市井原町109-1

0866-62-5511

日の丸旅行（有）真備営業所

倉敷市真備町有井192-1

0866-98-1588

ナカウン（株）観光バス事業部

岡山市中区倉富330-6

086-200-1222

倉敷観光（株）

倉敷市鳥羽14-2

086-462-5621

（株）全観国際ツーリスト

岡山市北区吉備津1039-9

086-287-6543

（株）美袋交通

総社市美袋32-2

0866-99-1281

（株）三愛旅行社

倉敷市児島小川5-8-15

086-473-8741

（株）全観トラベルネットワーク

倉敷市水島北畝6-11-47

086-455-2400

（株）吉野自動車（吉野観光バス）

美作市五名77

0868-76-0311

（株）トラベルプランニング

岡山市北区奉還町1-6-7 3F-E

086-250-0119

一丸タクシー（株）

井原市岩倉町352-1

0866-62-2137

（有）津山トラベルセンター

勝田郡勝央町石生446

0868-38-3001

三井造船生活協同組合

玉野市玉2-5-5

0863-31-5856

（株）リョービツアーズ

岡山支店

岡山市北区錦町6-1 両備ビル8Ｆ

086-201-1150

（株）リョービツアーズ

県庁通り店

岡山市北区錦町7-23

086-222-3050

東洋実業（有）／東洋バス

倉敷市笹沖1159

086-435-1123

（株）二葉観光運輸

小田郡矢掛町上高末853-1

0866-83-0002

岡山交通（株）

岡山市南区豊成1-14-12

086-263-1616

阿新クレーン（株）

新見市哲多町宮河内95

0867-96-2059

【広島県】
施設名

住

所

電話番号

エイチ・アイ・エス広島営業所

広島市中区紙屋町1-2-22 トランヴェールビル3階

050-1742-3351

ＪＴＢイオンモール広島祇園店

広島市安佐南区祇園3-2-1 イオンモール広島祇園3階

082-832-3690

ＪＴＢイオンモール広島府中店

安芸郡府中町大須2-1-1-3033 イオンモール広島府中3階

082-561-0280

ＪＴＢ呉ゆめタウン店

呉市宝町5-10 ゆめタウン呉店3階

0823-32-7850

ＪＴＢトラベルゲート広島紙屋町

広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル1階

082-542-5001

ＪＴＢ東広島ゆめタウン店

東広島市西条土与丸1-5-7 ゆめタウン東広島別館2階

082-423-0970

ＪＴＢ広島アルパーク店

広島市西区草津新町2-26-1 アルパ－ク東棟Ｆ館3階

082-501-1177

ＪＴＢ広島支店

広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル2階

082-542-2711

ＪＴＢ広島三越店

広島市中区胡町5-1 広島三越店7階

082-504-9525

ＪＴＢ広島ゆめタウン店

広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島2階

082-250-6435

ＪＴＢ福山支店

福山市紅葉町1-1 福山ちゅうぎんビル5階

084-922-6630

ＪＴＢ福山天満屋店

福山市元町1番1 天満屋福山店4階

084-922-6565

ＪＴＢ福山ゆめタウン店

福山市入船3-1-60 ゆめタウン福山1階

084-971-0030

ＪＴＢロイヤル旅サロン広島店

広島市中区基町6-27 そごう広島店本館8階

082-212-0511

Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ（株）広島支店

広島市南区稲荷町2-14 和光稲荷町ビル3F

082-261-8815

（株）フジ・トラベル・サービス 緑井支店

広島市安佐南区緑井1丁目5番2号 フジグラン緑井2階

082-831-8005

（株）フジ・トラベル・サービス 広島支店

広島市中区宝町2番1号 フジグラン広島3階

082-246-3436

（株）フジ・トラベル・サービス 東広島支店

東広島市西条町御薗宇4405番地 フジグラン東広島2階

082-493-5801

（株）フジ・トラベル・サービス 三原支店

三原市円一町1丁目1番7号 フジグラン三原2階

0848-61-0301

（株）フジ・トラベル・サービス 福山支店

福山市神辺町新道上2丁目10-26 フジグラン神辺2階

084-960-3339

【山口県】
施設名

住

所

電話番号

（株）エイチ・アイ・エス 山口営業所

山口市米屋町2-1 ウッズビル2F

050-1743-4679

ＪＴＢ下松ゆめタウン店

下松市中央町21-3 ゆめタウン下松3階

0833-44-3456

ＪＴＢ南岩国ゆめタウン店

岩国市南岩国町1-20-30 ゆめタウン南岩国店1階

0827-34-1170

ＪＴＢ山口店

山口市中市町2-5

083-922-3322

ＪＴＢ山口ゆめタウン店

山口市大内千坊6-9-1 ゆめタウン山口2階

083-995-1501

日本旅行山口支店

山口市小郡高砂町3-24 伸光ビル4階

083-972-2211

日本ツーリストクラブ（株）

周南市児玉町2丁目13番地 3Ｆ

0834-22-3200

