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旅行会社名
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住所

山陰観光開発株式会社

08512-2-7100

島根県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

島根県松江市白潟本町13-4 大樹生命松江ビル7F

株式会社JTBイオン松江店

0852-20-1203

島根県松江市東朝日町151 イオン松江店3F

株式会社JTB山陰支店

0852-23-6720

島根県松江市朝日町477-17 松江ＳＵＮビル7F

株式会社山陰中央新報社

0852-32-3377

島根県松江市殿町383

株式会社日本旅行

0852-22-0011

島根県松江市朝日町472-2

株式会社安来旅行

0854-22-5252

島根県安来市安来町1966-22

株式会社一畑トラベルサービス

0852-26-2219

島根県松江市千鳥町24

株式会社JTB出雲ゆめタウン店

0853-23-7245

島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲東館2F

株式会社農協観光 山陰支店

0852-26-2600

島根県松江市灘町1-7 松江プラザビル8F

株式会社全国観光公社

0856-22-1144

島根県益田市常盤町5番29号

石王観光株式会社

0855-22-2222

島根県浜田市高田町56番地

株式会社石見観光 大田営業所

0854-82-0663

島根県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

島根県浜田市浅井町64-29

株式会社イワミツアー 山陰支店

0855-24-2500

島根県浜田市下府町327-47

株式会社石見エアサービス

0856-31-1470

島根県益田市駅前町17-2

株式会社読売旅行松江営業所

0852-22-7221

島根県松江市東朝日町3 ナガトミビル2階

ツーリストいずも株式会社

0853-21-0113

島根県出雲市矢野町924-1

一畑バス株式会社

0852-20-5202

島根県松江市西川津町1656-1

西尾自動車株式会社 サンフラワートラベル 0853-31-5580

島根県出雲市平田町1627番地

奥出雲観光株式会社

0854-49-8430

島根県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

島根県松江市朝日町484-16

松江市交通局

0852-60-1113

島根県松江市平成町1751-21

隠岐汽船株式会社

08512-2-1122

島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四

東出雲観光

0852-52-2081

島根県松江市東出雲町揖屋611-5

株式会社伯太観光（伯太トラベル）

0854-38-0631

島根県安来市伯太町上小竹193

一般社団法人Expe

0852-61-8015

島根県松江市殿町63 今井書店2階

一般社団法人邑南町観光協会

0855-95-2369

島根県邑智郡邑南町矢上7154番地10

株式会社富士観光

0856-23-1225

島根県益田市中島町イ1623-3

ツーリスト・アイ

0854-23-9211

島根県安来市西赤江町409-5

松江一畑交通株式会社

0852-22-3681

島根県松江市上東川津町1238

一般社団法人 奥出雲町観光協会

0854-54-2260

島根県仁多郡奥出雲町三成641-22

株式会社日本交通旅行社

0852-23-3703

島根県松江市東朝日町278-3

瑞穂観光合同会社

050-5207-4055

島根県邑智郡邑南町市木575-1

ちょっくらOKI

070-4172-6692

島根県隠岐郡隠岐の島町西田207

大和観光株式会社

0855-82-2252

島根県邑智郡美郷町都賀本郷125-2

富士湖南株式会社

0852-62-0456

島根県松江市玉湯町湯町113番地7

特定非営利活動法人 スサノオの風 第３－９８号 0853-84-0833

島根県出雲市佐田町反辺1747-4

国際医橋株式会社 島根営業所

0853-25-7201

島根県出雲市大社町北荒木854-3（有）出雲観光タクシー内

一般社団法人 飯南町観光協会

iinantour@gmail.com

島根県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9階
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株式会社 エイチ・アイ・エス

082-545-8786

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

082-545-1569

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

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

（株）フジ・トラベル・サービス 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

（株）フジ・トラベル・サービス 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

（株）フジ・トラベル・サービス 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

（株）フジ・トラベル・サービス 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

（株）フジ・トラベル・サービス 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

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

株式会社新日本観光センター 鳥取本社

0857-24-4175

鳥取県鳥取市二階町3丁目206-3

株式会社新日本観光センター 米子営業所

0859-31-0611

鳥取県米子市角盤町1-112

株式会社新日本観光センター 倉吉営業所

0858-26-5885

鳥取県倉吉氏山根557-1 パープルタウン1F

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

一般社団法人雲南市観光協会

0854-42-9770

島根県雲南市木次町里方26-1 JR木次駅内

サザンセト交通株式会社

0820-79-2121

山口県大島郡周防大島町小松91-6

東武トップツアーズ株式会社 鳥取支店

0857-23-2001

鳥取県鳥取市富安2丁目159 久本ビル6階
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有限会社ジャパン観光

0857-26-5669

鳥取県鳥取市青葉町3丁目205番地

株式会社 島ファクトリー

08514-2-2377

島根県隠岐郡海士町大字福井1365-5

JA鳥取いなば 旅行センター

0857-32-1175

鳥取県鳥取市湖山町東5丁目261番地

株式会社農協観光山陰支店鳥取エリアセンター 070-1587-9316

鳥取県鳥取市永楽温泉町214 鳥取県ＪＡ会館別館1階

有限会社旅のたけだ屋

0863-33-7781

岡山県玉野市宇野1-38-1 メルカ2F

株式会社吉田ふるさと村

0854-75-0041

島根県雲南市吉田町川手161-4

下電観光バス株式会社

086-225-1234

岡山県岡山市北区厚生町1-2-8

井笠観光株式会社

0865-62-3344

岡山県笠岡市笠岡5595-1

株式会社トラベルプランニング

086-250-0119

岡山県岡山市北区奉還町1-6-7 3F-E

山陽新聞旅行社

086-803-8220

岡山県岡山市北区柳町2-1-1

株式会社リョービツアーズ

086-201-1150

岡山県岡山市北区錦町6-1 両備ビル8F

株式会社国際旅行

089-941-8686

愛媛県松山市室町2丁目7-5

株式会社トラベルビジョン

0897-47-7773

愛媛県新居浜市大生院958-1

愛媛バス株式会社

0898-66-0303

愛媛県西条市楠甲547-1

近畿日本ツーリスト株式会社 イオンモール岡山旅行サロン

086-212-1722

岡山県岡山市北区下石井1-2-1-2010-2

株式会社 美袋交通

0866-99-1281

岡山県総社市美袋32-2

岡山交通株式会社

086-263-3337

岡山県岡山市南区豊成1-14-12

稲荷交通株式会社

086-253-8559

岡山県岡山市北区岩井1-10-50

株式会社トラベルビジョン

087-835-3519

香川県高松市今里町1丁目32-1

（株）フジ・トラベル・サービス 松山支店

089-923-2711

愛媛県松山市宮西1丁目2番1号フジグラン松山3階

（株）フジ・トラベル・サービス エミフルＭＡＳＡＫＩ支店 089-961-6662

愛媛県伊予郡松前町筒井850番地エミフルＭＡＳＡＫＩ2階

（株）フジ・トラベル・サービス 東温支店

089-964-4151

愛媛県東温市野田3丁目1番13号フジグラン重信1階

（株）フジ・トラベル・サービス 宇和島支店

0895-25-8838

愛媛県宇和島市伊吹町912番地2号フジグラン北宇和島1階

（株）フジ・トラベル・サービス 東予支店

0897-58-2860

愛媛県西条市新田字北新田235番地フジグラン西条専門店棟

（株）フジ・トラベル・サービス 四国中央支店 0896-57-0522

愛媛県四国中央市妻鳥町1136番地1号フジグラン川之江専門店棟

光永観光バス

0868-29-1533

岡山県津山市堀坂174-1

岡山電気軌道株式会社

086-224-4100

岡山県岡山市北区岡南町1丁目14-41

株式会社日本旅行TiS広島支店

082-261-8300

広島県広島市南区松原町1-2 広島駅新幹線口ekie KITCHEN内

有限会社西日本キャリアコール 日東浅口トラベル 0865-44-0210

岡山県浅口市鴨方町鴨方59-6

日の丸旅行有限会社

0866-62-5511

岡山県井原市井原町109-1

名鉄観光サービス株式会社 岡山支店

086-225-2771

岡山県岡山市北区幸町8-29 大樹生命岡山ビル9F

両備ホールディングス株式会社

086-225-5194

岡山県岡山市北区錦町7-23

株式会社天満屋トラベル

086-231-7747

岡山県岡山市北区表町2-2-76

株式会社のと香

0868-76-7430

岡山県美作市小野2382-5

株式会社吉野自動車 吉野観光バス

0868-76-0311

岡山県美作市五名77

株式会社阪急交通社

086-226-2081

岡山県岡山市北区下石井1-1-3 日本生命第二ビル新館7階

株式会社日本旅行岡山支店

086-225-2040

岡山県岡山市北区駅前町2丁目1番7号

株式会社JTB イオンモール倉敷店

086-430-5115

岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷1F

株式会社JTB イオンモール高知店

088-826-7560

高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知3階

広交観光株式会社

082-238-3355

広島県広島市西区三篠町3丁目14番17号

株式会社全観トラベルネットワーク

086-455-2400

岡山県倉敷市北畝6-11-47

株式会社総合旅行サービス

086-244-1220

岡山県岡山市北区大元1-1-14

株式会社イワミツアー徳山支店

0834-63-0641

山口県周南市川崎三丁目10-2

株式会社JTB 山口支店

083-922-3322

山口県山口市中市町2-5

JTBイオンモール岡山店

086-803-6380

岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山2階
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株式会社JTB丸亀ゆめタウン店

0877-24-2133

香川県丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀3階

福山観光旅行株式会社

084-924-5816

広島県福山市丸の内1-3-19

T-LIFEパートナーズ株式会社 広島支店

082-261-8800

広島県広島市南区稲荷町2-14

JTB下松ゆめタウン店

0833-44-3456

山口県下松市中央町21-3 ゆめタウン下松3階

中国タクシー株式会社

0847-45-4128

広島県府中市中須町1675番地

株式会社農協観光 西日本商品企画センター 086-225-6630

岡山県岡山市北区磨屋町9-18岡山県農業会館6階

倉敷観光株式会社

086-462-5621

岡山県倉敷市鳥羽14-2

カヨー中央観光サービス

0866-54-1184

岡山県加賀郡吉備中央町上竹5742-1

株式会社全観国際ツーリスト

086-287-6543

岡山県岡山市北区吉備津1039-9

名鉄観光サービス株式会社松山支店

089-921-5131

愛媛県松山市三番町4丁目12-4

株式会社ＪＴＢ高松店

087-851-2117

香川県高松市鍛冶屋町7-6 ＪＴＢビル1階

JTB南岩国ゆめタウン店

0827-34-1170

山口県岩国市南岩国町1-20-30 ゆめタウン南岩国店1階

株式会社大川観光

0879-52-2521

香川県さぬき市長尾西1061

株式会社福山観光サービス

084-973-9227

広島県福山市入船町1-6-8

NTAトラベル萩本店

0838-21-0020

山口県萩市土原165-1

NTAトラベル 小郡支店

083-974-0055

山口県山口市小郡前田町2-1 イオンタウン小郡

NTAトラベル 周南支店

0834-61-0551

山口県周南市古市1丁目4-1 イオンタウン周南

NTAトラベル 広島八丁堀福屋支店

082-207-1266

広島県広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店8階

NTAトラベル シーモール下関支店

083-227-3144

山口県下関市竹崎町4丁目4-8シーモール1F

NTAトラベル おのだサンパーク支店

0836-81-3815

山口県山陽小野田市中川6丁目4-1 おのだサンパーク本館2F

サナダトラベル

0847-41-5285

広島県府中市出口町739-1

JTBイオンモール徳島店

088-611-5020

徳島県徳島市南末広町4-1 イオンモール徳島4階

株式会社JTB松山三越店

089-932-8602

愛媛県松山市一番町3-1-1 松山三越3階

サンデン旅行株式会社

083-263-3348

山口県下関市一の宮町3-10-5

株式会社JTB福山ゆめタウン店

084-971-0030

広島県福山市入船町3-1-60 ゆめタウン福山1階

JTB福山天満屋店

084-922-6565

広島県福山市元町1-1 天満屋福山店4階

株式会社JTB広島支店 広島三越店

082-504-9525

広島県広島市中区胡町5-1 広島三越7階

株式会社JTBロイヤル旅サロン広島店

082-212-0511

広島県広島市中区基町6-27 そごう広島店本館8階

株式会社JTBトラベルゲート広島紙屋町

082-542-5001

広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル1階

株式会社防長トラベル

0834-31-1241

山口県周南市有楽町23番地

ホープバス協同組合（たびーと）

0826-73-0657

広島県山県郡北広島町有田1532

株式会社JTB高松支店

087-822-0033

香川県高松市鍛冶屋町7-6 JTBビル2階

とさでん交通株式会社 知寄町営業所

088-882-0111

高知県高知市桟橋通4丁目12-7

株式会社三愛旅行社

086-473-8741

岡山県倉敷市児島稗田町1539-2

株式会社JTB東広島ゆめタウン店

082-423-0970

広島県東広島市西条土与丸1-5-7 ゆめタウン東広島別館2階

株式会社JTBイオンモール広島祇園店

082-832-3690

広島県広島市安佐南区祇園3-2-1

T-LIFEパートナーズ株式会社 岡山支店

086-232-6565

岡山県岡山市北区大供2-1-1 7F

西日本旅行株式会社

088-622-6022

徳島県徳島市東船場町2丁目41番地

株式会社JTB広島ゆめタウン店

082-250-6435

広島県広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島2階

株式会社菅野梱包運輸・SK観光

086-238-8313

岡山県岡山市中区四御神56-20

太陽トラベル株式会社

086-522-2737

岡山県倉敷市新倉敷駅前3-73-1

芸陽バス株式会社

082-424-4700

広島県東広島市西条西本町21番39号

新広島トラベル株式会社

0823-25-8139

広島県呉市宝町2-23-3 レクレヴァンデュール呉駅南

株式会社オーガトラベル

0875-52-5511

香川県観音寺市大野原町大野原4936-1

JTB広島アルパーク店

082-501-1177

広島県広島市西区草津新町2-26-1アルパーク東棟3階

「再発見！あなたのしまねキャンペーン」
（旅行会社を通じた予約）登録旅行会社一覧
※順不同
6月30日更新

旅行会社名

連絡先（TEL)

住所

株式会社JTB徳島ゆめタウン

088-692-1750

徳島県板野郡藍住町奥野東中須88-1ゆめタウン徳島1階

株式会社日本旅行 高知支店

088-884-0910

高知県高知市駅前町1-8 第7駅前観光ビル2F

有限会社瀬戸田観光社

0845-27-0517

広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田349-12

オフィスTTツアーズ

0869-22-5111

岡山県瀬戸内市邑久町虫明3592-1

有限会社長楽クリエイト

0852-62-0111

島根県松江市玉湯町玉造323

つばめ交通株式会社 つばめトラベル

082-222-8181

広島県広島市東区牛田本町4-5-10

バードツーリスト有限会社

084-924-4533

広島県福山市北吉津町3丁目10-12

フォーティートラベル

0868-25-0404

岡山県津山市上河原543-2 北の街ビル3階

株式会社二葉観光運輸

0866-83-0002

岡山県小田郡矢掛町853-1

株式会社JTB高知支店

088-823-2331

高知県高知市堺町1-21 JTBビル3階

横瀬観光有限会社

0885-42-2068

徳島県勝浦郡勝浦町大字三渓字上川原43-17

エヌ・ティー・エス

0859-66-4500

鳥取県西伯郡南部町阿賀379-1

有限会社ひめさき観光（ひめさき観光旅行センター） 089-961-6055

愛媛県伊予郡松前町昌農内613-4

ささき観光トラベル

0829-40-5008

広島県広島市佐伯区湯来町伏谷下小伏原303-1

株式会社BTX

086-231-5335

岡山県岡山市北区駅元町1-10

有限会社津山トラベルセンター

0868-38-3001

岡山県勝田郡勝央町石生446番地

有限会社 三豊中央観光バス

0875-57-1717

香川県観音寺市池之尻町1013-1

近畿日本ツーリスト株式会社 イオンモール広島府中店

082-284-7546

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内3階

オフィスガンボ 西日本の素敵な宿・高枕

0829-40-2486

広島県廿日市市宮島町970-5

株式会社中部旅行社

0858-26-4531

鳥取県倉吉市山根540-1

株式会社ユーエムエス

082-840-1588

広島県広島市安佐北区小河原町185-2

近畿日本ツーリスト株式会社 広島八丁堀店 082-221-6111

広島県広島市中区八丁堀16-11 スタートラム1階

近畿日本ツーリスト株式会社 福山営業所

084-971-1271

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１階

株式会社チロル

0859-75-3300

鳥取県日野郡江府町佐川1002-1

常盤タクシー株式会社（ときわトラベル）

0898-22-0068

愛媛県今治市常盤町5丁目5-29

近畿日本ツーリスト株式会社 岡山支店

086-224-4444

岡山県岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビル2階

津山ツーリスト株式会社

0868-22-6151

岡山県津山市志戸部673-3

日本ツーリストクラブ株式会社

0834-22-3200

山口県周南市児玉町2丁目13番地

ユニバーサルトラベルビューロー株式会社

052-910-0050

広島県広島市安佐南区西原2-30-4

