
旅行会社名 支店 都道府県 住所 電話番号 メールアドレス

東日本販売センター 千葉県 松戸市松戸1307-1松戸ビル12階 050-3172-4343

西日本販売センター 大阪府 大阪市北区野崎町５－９読売大阪ビル６Ｆ 050-3133-4343

京王新宿店 東京都 新宿区西新宿1-1-4 03-3342-7731 shinjuku@keio-kanko.co.jp

聖蹟桜ヶ丘店 東京都 多摩市関戸1-10-10 042-375-8611 sakura-sth@keio-kanko.co.jp

東京中央支店 東京都 新宿区新宿2-3-10 03-5312-6540 tyo-chuo@keio-kanko.co.jp

東京南支店 東京都 新宿区新宿2-3-10 03-5919-4831 tyo-minami@keio-kanko.co.jp

東京東支店 東京都 新宿区新宿2-3-10 03-5367-4860 kta-tyo-higashi@keio-kanko.co.jp

イベント＆ツアーセンター 東京都 新宿区新宿2-3-10 03-5367-4850 event.tour.c@keio-kanko.co.jp

さいたま支店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町2-55-2 048-647-0025 saitama@keio-kanko.co.jp

調布支店 東京都 調布市布田3-1-7 042-484-2881 chofu.branch@keio-kanko.co.jp

立川支店 東京都 立川市錦町2-4-2 042-525-3991 tachikawa@keio-kanko.co.jp

八王子支店 東京都 八王子市東町2-12 042-631-4721 hachioji.g@keio-kanko.co.jp

神奈川北支店 神奈川県 相模原市中央区鹿沼台1-3-12 042-786-6155 kanakita01@keio-kanko.co.jp

札幌支店 北海道 札幌市中央区北一条東1-2-5 011-241-6501 sapporo@keio-kanko.co.jp

仙台支店 宮城県 仙台市青葉区本町1-2-20 022-227-3281 sendai.info@keio-kanko.co.jp

福岡支店 福岡県 福岡市博多区博多駅前1-1-1 092-415-1514 fukuoka-branch@keio-kanko.co.jp	

旅行事業部関西事務所 大阪府 大阪市西区阿波座1-3-15 06-6541-7634 kansai@keio-kanko.co.jp

東京支店 東京都 千代田区丸の内1-9-1(JR東京駅八重洲南口) 03-3213-0152

品川支店 東京都 港区港南2-1-78(JR品川駅新幹線南口) 03-6718-1031

静岡支店 静岡県 静岡市葵区黒金町50(JR静岡駅内) 054-272-3928

浜松支店 静岡県 浜松市中区砂山町6-2(JR浜松駅内) 053-454-1240

刈谷支店 愛知県 刈谷市桜町1-55(JR刈谷駅内) 0566-22-7868

金山支店 愛知県 名古屋市中区金山1-17-18(金山総合駅内) 052-683-9101

名古屋支店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-4(JR名古屋駅中央コンコース) 052-688-0005

名古屋駅広小路口支店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-4(JR名古屋駅広小路口) 052-688-7100

岐阜支店 岐阜県 岐阜市橋本町１(JR岐阜駅1階長良口) 058-265-7710

春日部支店 埼玉県 春日部市粕壁東1-21-14メゾン・ド・華101 048-761-8741

新越谷駅支店 埼玉県 越谷市南越谷1-11-4東武新越谷駅ビル ヴァリエ1階 048-986-0366

ふじみ野駅支店 埼玉県 富士見市ふじみ野東1-26-1ふじみ野駅内 049-262-8441

志木駅支店 埼玉県 新座市東北2-38-1志木駅内 048-473-4771

柏駅支店 千葉県 柏市末広町1-7東武柏駅内 04-7144-2381

北千住駅支店 東京都 足立区千住旭町42-1東武北千住駅内 03-3881-6107

押上支店 東京都 墨田区押上2-18-12東武館1階 03-3624-1921

浅草駅トラベルサロン 東京都 台東区 花川戸1-4-1浅草駅内1階 03-3841-1471

池袋駅支店 東京都 豊島区西池袋1-1-25池袋駅西口地下1階 03-3981-1231

株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター(国内) 大阪府 大阪市北区梅田3−4−5毎日インテシオ16階 050-1748-6278

札幌店 北海道 札幌市中央区北二条西3-1-20札幌フコク生命越山ビル1F 011-221-5489

盛岡営業所 岩手県 盛岡市本宮7-1-1イオンモール盛岡南2F 019-631-1772

山形支店 山形県 山形市若宮3-7-8イオンモール山形南2F 023-685-8031

酒田営業所 山形県 酒田市あきほ町120-1イオン酒田南店1F 0234-23-7000

仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央2-6-37中央レントビル1F 022-221-4525

船橋店 千葉県 船橋市本町4-41-19本町セントラルビル1F 047-423-4311

大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-15 048-641-7011

横浜高島屋店 神奈川県 横浜市西区南幸1-6-31横浜髙島屋7F 045-319-2333

ヨドバシ横浜店 神奈川県 横浜市西区北幸1-2-7ヨドバシ横浜ビル7F 045-317-4301

ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ4F 044-522-8600

池袋店 東京都 豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル1F 03-3982-9071

吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-3-1山本ビル 0422-22-0611

新宿店 東京都 新宿区新宿3-4-8京王フレンテ新宿三丁目1F 03-3354-4021

葛飾区役所内旅行コーナー 東京都 葛飾区立石5-13-1葛飾区役所第2厚生棟2F 03-5670-3861

有楽町店 東京都 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F 03-3216-5921

福井営業所 福井県 福井市大和田2-1230アピタ福井大和田店シネマ棟1F 0776-52-8877

四日市支店 三重県 四日市市安島1-1-56近鉄四日市駅構内 059-351-4891

豊橋営業所 愛知県 豊橋市向山町中畑1-1アピタ向山店2F 0532-56-7511

名古屋中央店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-2-2名古屋近鉄ビルM地下1F 052-541-8686

ワンダーシティ上小田井店 愛知県 名古屋市西区二方町40モゾワンダーシティ4F 052-509-2355

桑名店 三重県 桑名市新西方1-22イオンモール桑名1番街アンク専門店街1F 0594-24-5141

宇治山田駅店 三重県 伊勢市岩渕2-1-43近鉄宇治山田駅構内 0596-28-4101

アクアウォーク大垣店 岐阜県 大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣店2F 0584-77-4110

モレラ岐阜店 岐阜県 本巣市三橋1100モレラ岐阜店1F 058-320-3210

株式会社読売旅行

東武トップツアーズ株式会社

京王観光株式会社

近畿日本ツーリスト(株)

株式会社ジェイアール東海ツアーズ



東大阪店 大阪府 東大阪市長堂1-1-18近鉄布施駅2F（ロンモール布施2F） 06-6783-3151

グランフロント大阪店 大阪府 大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪南館6F 06-6359-1271

上本町店 大阪府 大阪市天王寺区上本町6-1-55大阪上本町駅構内地下1F 06-6772-9101

天王寺店 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町10-48天王寺MIOプラザ館2F 06-6771-0181

あべのハルカスプレミアムサロン 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス17F 06-4399-9500

三ノ宮店 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 078-391-4891

イオンモール奈良登美ヶ丘店 奈良県 生駒市鹿畑町3027イオンモール奈良登美ヶ丘1F 0743-71-4891

イオンモール岡山旅行サロン 岡山県 岡山市北区下石井1-2-1-2010-2イオンモール岡山2F 086-212-1722

広島八丁堀店 広島県 広島市中区八丁堀16-11スタートラム広島1F 082-221-6111

イオンモール広島府中店 広島県 安芸郡府中町大須2-1-1-3021イオンモール広島府中3F 082-284-7546

福山営業所 広島県 福山市入船町3-1-25天満屋ハピータウンポートプラザ店1F 084-971-1271

トラベルサロン博多座前 福岡県 福岡市博多区上川端町13-15安田第7ビル1Ｆ 092-287-9980

株式会社農協観光

中部トラピックスバスツアー 愛知県 名古屋市中村区名駅2-45-14東進名駅ビル5階 0570-05-8939 kokunai-ngo@hei.hankyu.co.jp

中部トラピックスフリープラン 愛知県 名古屋市中村区名駅2-45-14東進名駅ビル5階 0570-09-8939 kokunai-ngo@hei.hankyu.co.jp

関西トラピックスバスツアー 大阪府 大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービスOSAKA 0570-01-5589 kokunai-osa@hei.hankyu.co.jp

関西トラピックス宿泊プランＴｈｅお宿 大阪府 大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービスOSAKA 0570-01-8986 oyado-osa@hei.hankyu.co.jp

株式会社ホワイト・ベアーファミリー クロッシング事業部 大阪府 大阪市北区中津1丁目11番1号中津センタービル2階 06-6371-3309 sensho@wbf.co.jp

東京団体支店 東京都 文京区本郷3-10-15 JFAハウス5階 03-6742-0324

名古屋支店 愛知県 名古屋市中区錦3-4-3 西鉄ホテルクルーム名古屋内 052-961-5876

天神支店 福岡県 福岡市中央区天神2-11-2 ソラリアステージビル1階 092-741-4952

福岡支店 福岡県 福岡市中央区平尾1-3-11-2階 092-525-2211

北九州支店 福岡県 北九州市小倉北区青葉1-2-32 西鉄青葉車庫2階 093-563-3710

久留米支店 福岡県 久留米市東町40-12 久留米QRビル5階 0942-33-1573

筑豊支店 福岡県 飯塚市片島2-19-1 西鉄バス筑豊(株)本社2階 0948-22-5303

佐賀支店 佐賀県 佐賀市駅南本町6-7 第一内田ビル7階 0952-24-7245

株式会社ゆこゆこ ゆこゆこ予約センター 東京都 中央区銀座2-3-6 050-3851-0165

株式会社ＪＴＢ

ＪＴＢガイアレック

名鉄観光サービス株式会社

株式会社ビーエス観光

株式会社クルーズプラネット

株式会社ワールド航空サービス

郵船トラベル株式会社

産経新聞開発株式会社・サンケイツアーズ

株式会社一休

左記の旅行会社につきましては、「いまならキャンペーン。2022プラス」に参画しておりますが、

只今、各社の販売店舗に関する情報ございません。

大変お手数ですが、事前に各社にご確認ください。（店舗等の連絡先は各社ホームページ等をご参照下さい）

　※　販売店舗の情報の確認ができ次第、当リストを更新させていただきます。

株式会社阪急交通社

近畿日本ツーリスト(株)

ホームページをご参照下さい。　https://ntour.jp/corporate/shop/ntour/

西鉄旅行株式会社

※一部の店舗ではお取扱いできない場合があります


