
旅行会社名 都道府県 住所 電話番号

㈱新日本観光センター 鳥取県 鳥取市二階町３丁目 206-3 0857-24-4175

有限会社ジャパン観光 鳥取県 鳥取市青葉町３丁目 205番地 0857-26-5669

株式会社日ノ丸観光トラベル 鳥取県 鳥取市古海 620番地 0857-22-4004

日ノ丸産業株式会社 鳥取県 鳥取市五反田町　１番地 0857-30-0101

河原交通株式会社 鳥取県 鳥取市長谷 209-1 0857-53-1912

株式会社日本交通旅行社 鳥取県 鳥取市雲山 ２１９番地 0859-22-2103

（株）チロル（チロル観光） 鳥取県 日野郡江府町佐川　１００２番１号 0859-75-3300

一畑バス株式会社 島根県 松江市西川津町　１６５６－１ 0852-20-5202

株式会社一畑トラベルサービス 島根県 松江市千鳥町 24 0852-26-2219

石王観光株式会社 島根県 浜田市高田町 56番地 0855-22-2222

株式会社石見エアサービス 島根県 益田市駅前町 １７－２ 0856-31-1470

株式会社石見観光 島根県 益田市駅前町 17番2号 0856-23-2299

山陽新聞旅行社 岡山県
岡山市北区柳町　２－１－１

山陽新聞社本社ビル１階　サービスセンター内
086-803-8220

株式会社リョービツアーズ 岡山県 岡山市北区錦町６－１　両備ビル８階 086-201-1150

下電観光バス株式会社 岡山県 岡山市北区厚生町　１－２－８ 086-225-1234

株式会社総合旅行サービス 岡山県 岡山市北区大元岡山市北区大元１丁目 1-14 086-244-1220

株式会社パルツアー 岡山県 岡山市北区田中　５９８－３ 086-241-0638

株式会社コープピーアンドエス　コープツアーズ 岡山県 岡山市北区奉還町　１－７－７ 086-256-1125

三備観光 岡山県 岡山市中区長利 313-3 086-279-1338

倉敷観光株式会社 岡山県 倉敷市鳥羽　１４番地の２ 086-462-5621

株式会社　全観トラベルネットワーク 岡山県 倉敷市北畝 5-11-457 086-455-2400

株式会社三愛旅行社 岡山県 倉敷市児島小川５丁目 8-15 086-473-8741

野村交通株式会社 岡山県 倉敷市福田町古新田　８６０ 086-455-1110

東洋実業有限会社 岡山県 倉敷市笹沖 1159 086-421-3324

フォーティートラベル 岡山県 津山市上河原　５４３－２  北の街ビル３階 0868-25-0404

有限会社　旅のたけだ屋 岡山県 玉野市宇野　１－３８－１　メルカ２Ｆ 0863-33-7781

有限会社ユイコーポレーション　(トラベルアイ) 岡山県 玉野市宇野２丁目　３２－１６ 090-3171-7505

井笠観光株式会社 岡山県 笠岡市笠岡 5595-1 0865-62-3344

日の丸旅行有限会社 岡山県 井原市井原町 109-1 0866-62-5511

株式会社美袋交通 岡山県 総社市美袋 32-2 0866-99-1281

ビホクツーリスト株式会社 岡山県 高梁市旭町 1306 0866-22-8778

阿新クレーン株式会社 岡山県 新見市哲多町宮河内　９５ 0867-96-2059

大原観光交通株式会社 岡山県 美作市古町　１７８４－３ 0868-78-2315

㈱吉野自動車　吉野観光バス 岡山県 美作市五名 77 0868-76-0311

両備高速(株) 岡山県 浅口市鴨方町鴨方 2088-1 0865-44-5188

株式会社二葉観光運輸 岡山県 小田郡矢掛町上高末　８５３－１ 0866-83-0002



奥出屋運送株式会社 岡山県 岡山県久米郡美咲町打穴中　１０３０－１ 0868-66-7718

中国ターミナルサービス株式会社 広島県 広島市中区基町 11番13号 082-512-1070

株式会社たびまちゲート広島 広島県 広島市中区胡町　３番１９号 082-543-2022

株式会社中広商事 広島県 広島市中区八丁堀 1-8-201 082-502-7958

プラザ広島株式会社 広島県 広島市東区若草町 11-2 グランアークテラス2F 082-568-5050

ニューワールドツーリスト中国観光株式会社 広島県 広島市南区京橋町　１番２号 082-261-5255

株式会社　防長トラベル 広島支店 広島県 広島市南区皆実町2-7-19 082-250-2323

広交観光株式会社 広島県 広島市西区三篠町三丁目 14番17号 082-238-3355

広島修道大学生活協同組合　旅行部 広島県 広島市安佐南区大塚東１丁目１－１　 082-830-1004

サンコウトラベル株式会社 広島県 広島市安佐南区緑井三丁目　１３番８号 082-831-2835

株式会社あすなろ旅倶楽部 広島県 呉市中通２丁目 １番２３号 0823-32-5100

有限会社　呉ツーリスト 広島県 呉市中央3丁目 3番19号ハイツ中央公園101 0823-21-4173

株式会社中国トラベル 広島県 福山市南蔵王町 ５丁目１０番１１号 084-940-3310

株式会社SHOコーポレーション　タシマ観光 広島県 福山市御幸町森脇　４２０－１ 084-982-6680

株式会社福山観光サービス 広島県 福山市入船町 1-6-8 084-973-9227

青山商事株式会社（青山トラベル） 広島県 福山市王子町２丁目　１４番３８号 084-920-0044

中国タクシー株式会社 広島県 府中市中須町　１６７５ 0847-45-4128

広島内外旅行株式会社 広島県 三次市十日市中１丁目　６番１３号 0824-62-2830

備北交通株式会社　たび館三次 広島県 三次市十日市東1-5-10 0824-62-3155

備北交通株式会社　たび館庄原 広島県 庄原市東本町3-12-12 0824-72-7440

株式会社ツーリストプラザ 広島県 大竹市新町　１－７－１２ 0827-53-5101

芸陽バス株式会社 広島県 東広島市西条西本町　２１番３９号 082-424-4700

株式会社日本トラベルサービス 広島県 東広島市西条栄町 9-23 082-424-1333

西日本の素敵な宿・高枕（運営：オフィスガンボ） 広島県 廿日市市宮島町　９７０－５ 0829-40-2486

有限会社ツーリストスクエア 広島県 廿日市市宮園二丁目 6番27号 0829-39-3313

株式会社三矢旅行広島 広島県 安芸高田市高宮町原田　２０５５－２ 0826-59-0370

サンデン旅行株式会社 下関支店 山口県 下関市一の宮町3-10-5 083-263-4444

株式会社　防長トラベル下関支店 山口県 下関市南部町３－１９　山佐ビル３階 083-232-1324

サンデン旅行株式会社 山口宇部支店 山口県 宇部市中央町2-4-14 0836-31-3211

サンデン旅行株式会社　山口営業所 山口県 山口市東山2丁目5-8 083-923-2500

株式会社　防長トラベル 山口支店 山口県 山口市葵２丁目２－７ 083-922-7543

株式会社　防長トラベル 萩支店 山口県 萩市唐樋町１１－２ 0838-22-1861

西日本観光サービス株式会社 山口県 防府市駅南町　７番３７号 0835-22-7573

株式会社　防長トラベル 岩国柳井支店 山口県 岩国市麻里布町１－４－１９　村永ビル 0827-21-3148

株式会社　防長トラベル 長門支店 山口県 長門市深川８－１ 0837-27-0357

株式会社　防長トラベル 徳山支店 山口県 周南市有楽町２３番地 0834-31-1241

株式会社徳バス観光サービス 徳島県 徳島市出来島本町一丁目　２５番 088-655-2311

阿波交通 徳島県 徳島市出来島本町　四丁目７番地 088-625-7666



マリーナ観光株式会社 徳島県 小松島市小松島町字北浜 118番地2 0885-38-6576

有限会社美郷観光 徳島県 吉野川市山川町前川 224-2 0883-42-6106

美波観光株式会社 徳島県 海部郡美波町奥河内字弁才天 84番1号 0884-77-0373

ことでんバス株式会社 香川県 高松市朝日町４丁目　１番６３号 087-821-3033

株式会社穴吹トラベル 香川県 高松市古新町　２番１号アルファレガロ１Ｆ 087-823-1666

株式会社タダノビジネスサポート タダノツーリスト 香川県 高松市新田町甲３４　 087-839-5794

株式会社トラベルビジョン 香川県 高松市今里町　１丁目３２－１ 087-835-3519

マルイ観光バス株式会社 香川県 高松市香南町池内　８４７－１ 087-879-0801

有限会社　第一観光 香川県 高松市円座町 1174-2 087-886-2000

株式会社オーガトラベル 香川県 観音寺市大野原町大野原 4936-1 0875-52-5511

(株)大川観光 香川県 さぬき市長尾西 1061 0879-52-2521

琴平バス株式会社 香川県 仲多度郡琴平町五條　１０４５－１ 0877-73-3331

株式会社日本交通社 愛媛県 松山市勝山町１丁目　１８番地１０ 089-931-6060

株式会社漣観光社 愛媛県 松山市永代町 １１－１ 089-932-3373

株式会社　せとうち観光社 愛媛県 今治市美須賀町１丁目　２－２ 0898-33-1000

愛媛バス株式会社 愛媛県 西条市楠甲　５４７番地１ 0898-66-0303

若竹旅行株式会社 愛媛県 四国中央市三島中央 1-11-27 0896-24-3100

株式会社高知新聞企業 高知県 高知市本町３丁目２－１５　 088-825-4334

とさでん交通 株式会社 高知県 高知市知寄町二丁目 2番41号 088-882-0111

有限会社　香北観光トラベル 高知県 香美市香北町美良布　１０６１－１ 0887-59-3393


