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（旅行会社を通じた予約）登録旅行会社一覧
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旅行会社名

連絡先（TEL)

住所

山陰観光開発株式会社

08512-2-7100

隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四、５４－３

東武トップツアーズ株式会社 松江支店

0852-21-5425

松江市白潟本町１３－４ ７F

JTBイオン松江店

0852-20-1203

松江市東朝日町１５１ イオン松江店３F

JTB山陰支店

0852-23-6720

松江市朝日町４７７－１７ 松江ＳＵＮビル７Ｆ

株式会社山陰中央新報社

0852-32-3377

松江市殿町３８３

株式会社日本旅行

0852-22-0011

松江市朝日町４７２－２

株式会社安来旅行

0854-22-5252

安来市安来町１９６６－２２

株式会社一畑トラベルサービス

0852-26-2219

松江市千鳥町２４

ＪＴＢ出雲ゆめタウン店

0853-23-7245

出雲市大塚町６５０－１ ゆめタウン出雲東館２Ｆ

株式会社農協観光 山陰統括支店

0852-26-2600

松江市灘町１－７ 松江プラザビル８F

株式会社日本旅行リテイリング ゆめタウン浜田支店

0855-22-1729

浜田市港町２２７－１ ゆめタウン浜田店１Ｆ

株式会社全国観光公社

0856-22-1144

益田市常盤町５番２９号

石王観光株式会社

0855-22-2222

浜田市高田町５６番地

株式会社石見観光 大田営業所

0854-82-0663

大田市大田町大田イ７０１－３

株式会社石見観光 浜田営業所

0855-23-3131

浜田市浅井町６４－２９（浜田駅前）

株式会社イワミツアー 山陰支店

0855-24-2500

浜田市下府町３２７－４７

株式会社石見エアサービス

0856-31-1470

益田市駅前町１７－２

読売旅行松江営業所

0852-22-7221

松江市東朝日町３ナガトミビル２階

ツーリストいずも株式会社

0853-21-0113

出雲市矢野町９２４－１

一畑バス株式会社

0852-20-5202

松江市西川津町１６５６－１

西尾自動車株式会社 サンフラワートラベル

0853-31-5580

出雲市平田町１６２７

奥出雲観光株式会社

0854-49-8430

雲南市加茂町南加茂８７７－１１

名鉄観光サービス株式会社 山陰営業所

0852-60-7001

松江市朝日町４８４－１６

松江市交通局

0852-60-1113

松江市平成町１７５１－２１

隠岐汽船株式会社

08512-2-1122

隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四

東出雲観光

0852-52-2081

松江市東出雲町揖屋６１１－５

株式会社伯太観光（ハクタトラベル）

0854-38-0631

安来市伯太町上小竹１９３

株式会社 長楽園

0852-62-0111

松江市玉湯町玉造３２３

一般社団法人 Expe

0852-61-8015

松江市殿町６３ 今井書店２階

一般社団法人 邑南町観光協会

0855-95-2369

邑智郡邑南町矢上７１５４番地１０

ツーリスト・アイ

0854-23-9211

安来市西赤江町４０９－５

株式会社富士観光

0856-23-1225

益田市中島町イ１６２３－３

一般社団法人 奥出雲町観光協会

0854-54-2260

仁多郡奥出雲町三成６４１－２２

松江一畑交通株式会社

0852-22-3681

松江市上東川津町１２３８

株式会社日本交通旅行社

0852-23-3703

松江市東朝日町２７８－３

瑞穂観光合同会社

050-5207-4055

邑智郡邑南町市木５７５－１

ちょっくらOKI

070-4172-6692

隠岐郡隠岐の島町西田２０７

大和観光株式会社

0855-82-2252

邑智郡美郷町都賀本郷１２５－２

富士湖南株式会社

0852-62-0456

松江市玉湯町湯町１１３番地７

特定非営利活動法人スサノオの風

0853-84-0833

出雲市佐田町反辺１７４７－４

国際医橋株式会社 島根営業所

0853-25-7201

出雲市大社町北荒木８５４－３（有）出雲観光タクシー内

防長交通株式会社津和野出張所

0856-72-0272

鹿足郡津和野町大字後田６５－７

一般社団法人 飯南町観光協会

iinantour@gmail.com

飯石郡飯南町下赤名８８０－３

株式会社グッドツーリスト広島支社

082-504-6708

広島県広島市中区中町７－３５ 和光中町ビル５階

株式会社西日本日中旅行社

082-242-4339

広島県広島市中区大手町１－１－２０ ニュー大手町ビル９Ｆ

株式会社 エイチ・アイ・エス

050-1742-3351

広島県広島市中区紙屋町１－２－２２ 広島トランヴェールビル３F

株式会社 阪急交通社 山口営業所

083-976-0505

山口県山口市小郡高砂町８－１１ 秋本ビル

株式会社 新日本海新聞社 旅行部

0857-23-7738

鳥取県鳥取市富安２丁目１３７番地

株式会社 阪急交通社 広島支店

0570-03-1289

広島県広島市中区大手町２－１１－１０ ＮＨＫ広島放送センタービル２１Ｆ

エメラルドツアーズ株式会社

0857-30-5931

鳥取県鳥取市千代水４丁目１０３番地

サンコウトラベル株式会社

082-831-2835

広島県広島市安佐南区緑井３－１３－８
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旅行会社名

連絡先（TEL)

住所

明徳観光株式会社

083-957-0410

山口県山口市阿東徳佐中３７３４－５

尾道海運株式会社 旅行センター

0848-23-2900

広島県尾道市東御所町９番１号

有限会社君田交通

0824-53-2314

広島県三次市君田町東入君６８２－１

EC団体旅行広島営業所

082-516-5405

広島県安芸郡坂町北新地２丁目３番３０号

トムズ緑井店

082-831-8005

広島県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

トムズ広島営業所

082-246-3436

広島県広島市中区宝町２番１号 フジグラン広島３階

トムズ東広島営業所

082-493-5801

広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地 フジグラン東広島２階

トムズ三原営業所

0848-61-0301

広島県三原市円一町１丁目１番７号 フジグラン三原２階

トムズ福山営業所

084-960-3339

広島県福山市神辺町新道上２丁目１０－２６ フジグラン神辺２階

株式会社農協観光代理業 JA鳥取中央旅行センター

0858-23-3054

鳥取県倉吉市越殿町１４０９番地

株式会社ＪＴＢイオンモール日吉津店

0859-37-0211

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１

JTBイオンモール鳥取北店

0857-38-3802

鳥取県鳥取市晩稲３４８ イオンモール鳥取北１階

日の丸旅行有限会社 福山営業所

084-961-0525

広島県福山市御幸町中津原１７０８－１

株式会社アール・ティー・エス

082-236-8616

広島県広島市中区大手町１－１－２０ 相生橋ビル７階

株式会社たびまちゲート広島

082-543-2020

広島県広島市中区胡町３－１９

株式会社ビーエス観光 米子営業所

0859-33-6456

鳥取県米子市角盤町２－３ 共建ビル２Ｆ

十番交通有限会社

0824-43-2010

広島県三次市吉舎町吉舎６９５番地１

ストーク有限会社

0823-82-3336

広島県東広島市黒瀬町市飯田１５４２

河原交通株式会社

0857-53-1912

鳥取県鳥取市長谷209－1

有限会社ヤマネツーリスト

0852-60-0120

島根県松江市春日町２８－３

備北交通株式会社

0824-72-2123

広島県庄原市東本町三丁目１２－１２

株式会社ツーリスト山口

0838-26-6412

山口県萩市御許町４２番地１ アトラス萩店１階

有限会社豊平交通

0826-83-0009

広島県山県郡北広島町戸谷１１２３－４

株式会社ZZB

084-973-8878

広島県福山市霞町１－２－３３

日ノ丸産業株式会社 日ノ丸産業旅行センター

0857-30-0101

鳥取県鳥取市五反田町１番地

株式会社ビーエス観光広島営業所

082-227-5120

広島県広島市橋本町１０－１－４０８

株式会社ＪＴＢ鳥取支店

0857-22-8851

鳥取県鳥取市扇町５８ ナカヤビル６階

株式会社日本旅行リテイリング ゆめタウン広島支店

082-250-6203

広島県広島市南区皆実町２丁目８－１７ ゆめタウン広島２階

株式会社日本旅行リテイリング イオン防府支店

0835-21-0271

山口県防府市中央町１－３ イオン防府１階

株式会社ユアーズエージェント

0847-41-2000

広島県府中市府中町２８－４

株式会社日本旅行リテイリング ゆめシティ新下関支店

083-251-1151

山口県下関市伊倉新町３－１－１ ゆめシティ１階

株式会社新日本観光センター

0857-24-4175

鳥取県鳥取市二階町３丁目２０６－３

まるよし交通株式会社

0824-66-3522

広島県三次市向江田町６６３－４

株式会社日ノ丸観光トラベル

0857-22-4004

鳥取県鳥取市古海６２０番地

株式会社日本交通旅行社

0857-26-3111

鳥取県鳥取市雲山２１９

株式会社イワミツアー広島支店

082-248-1830

広島県広島市中区南吉島２－１－４７

有限会社グリーントラベル山口中央旅行社

083-989-5686

山口県山口市嘉川３３７２－１

株式会社トラベルハウス

0857-37-3353

鳥取県鳥取市千代水２丁目４５ ＥＫビル２階

ニコニコ観光株式会社

084-923-6522

広島県福山市南本庄３丁目５－２４

株式会社大隅タクシー おおすみ観光

083-922-7611

山口県山口市朝田９２８－１

三球観光株式会社

082-431-6739

広島県東広島市西条町寺家６４８０番地の２

