2021.10.14 更新
統括事務局

№

商号(屋号)

取り扱い支店、営業所名

営業時間

定休日

1

三洋航空サービス

岡本営業所

10:00-20:00

2

リントラベル

本店

10:00-17:00

土・日・祝

3

PGJ

本店

09:00-17:00

日・祝

4

コープツーリスト住吉

本店

10:00-18:00

5

えすぽツーリスト

六甲道営業所

6

三洋航空サービス

7

電話番号

住所

URL

078-411-8700 神戸市東灘区岡本１－７－８

http://www.travelsas.co.jp

078-857-5160 神戸市東灘区向洋町中７丁目２－１ ６番館８０６

https://www.rintravel.jp

078-585-7232 神戸市灘区篠原南町5丁目3−11

https://www.playgolf-japan.com

木

078-851-7139 神戸市東灘区住吉本町１丁目3-19

https://www.coop-assis.co.jp

10:00-18:30

火

078-856-3601 神戸市灘区永手町4-2-1 フォレスタ六甲 Ｂ1

http://www.espo-tabi.jp/

六甲道営業所

10:30-20:00

水・日・祝

078-854-7100 神戸市灘区深田町4-1-1 ｳｪﾙﾌﾞ六甲道２番街２Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

神鉄観光

本店

10:00-17:00

土・日・祝

078-521-1321 神戸市兵庫区荒田町１丁目２０-２

8

日本ツアーサービス

神戸本社

09:00-18:00

土・日・祝

078-577-2522 神戸市兵庫区駅前通１丁目３２－１ アルバビル２階

9

全国観光

三菱神戸営業所

09:30-17:10

土・日・祝

078-672-4890 神戸市兵庫区和田宮通3丁目１－１９ 三菱重工神戸造船所労働会館内

10 三洋航空サービス

新長田営業所

10:30-20:00

土・日・祝

078-631-2200 神戸市長田区大橋町４－４－９ アスタピア新長田１Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

11 NPO法人しゃらく

本店

08:45-17:00

土・日・祝

078-735-0163 神戸市須磨区須磨浦通4-4-6 須磨浦ビル207号室

http://www.123kobe.com

12 ジェイティービー

名谷須磨パティオ店

11:00-19:00

078-797-9910 神戸市須磨区中落合2-2-1 須磨パテイオ１番館２階

https://stores.jtb.co.jp/t6836-0

13 えすぽツーリスト

レバンテ垂水営業所

10:00-18:30

水

078-707-3311 神戸市垂水区日向1丁目4-1 レバンテ垂水１番館館１階

http://www.espo-tabi.jp/

14 山陽バス

山陽バス観光センター

10:00-18:00

土・日・祝

078-706-3415 神戸市垂水区日向1丁目5番1-116号

http://www.sanyo-bus.co.jp

15 トラベルテラス

本店

11:00-19:00

078-596-6067 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1ベルスト鈴蘭台304

http://www.travelterrace.com/

16 トラベルルーム

本店

09:00-18:00

17 Ｄａｗｎトラベル

本店

10:00-18:00

18 みずほトラベルサービス

本社営業所

10:00-17:00

火・木・日・祝

19 トラベル神戸

本店

09:30-18:00

土・日・祝

078-362-0606 神戸市中央区相生町1丁目1-18 富士興業西元町ビル3階

20 神港ツーリスト

本店

09:00-17:00

日・祝

078-341-3512 神戸市中央区相生町4丁目８－５ 神戸駅前マーチハイム１F

http://shinko-t.co.jp/

21 ジェイティービー

神戸大丸店

11:00-19:00

火

078-333-2844 神戸市中央区明石町40 大丸神戸店8階

https://stores.jtb.co.jp/t6830-0

22 近畿日本ツーリスト

神戸支店

10:00-17:00

土・日・祝

23 農協観光

兵庫支店

09:00-18:00

水・土・日・祝

24 阪急交通社

神戸センター

10:00-17:00

25 ジェイティービー

神戸支店

26 プロアクティブ

本店

日・祝

https://jts-travel.jp/

078-586-5222 神戸市北区日の峰3-5-13
080-1439-4288 神戸市北区山田町下谷上字下の勝10-1

078-597-2800 神戸市北区若葉台4-1-10 北鈴蘭台駅前ビル1階

https://324travel.jp

078-392-2433 神戸市中央区伊藤町121 神戸伊藤町ビル8Ｆ
078-333-5933 神戸市中央区海岸通１番地（兵庫県農業会館１０階）

https://ntour.jp

土・日・祝

078-331-3589 神戸市中央区加納町4-2-1 EKIZO神戸三宮

https://www.hankyu-travel.com/

09:30-17:30

土・日・祝

078-391-6955 神戸市中央区京町70 松岡ビル６階

09:30-18:00

土・日・祝

078-599-7110 神戸市中央区京町83 三宮センチュリービル3階

https://www.pac.ne.jp/
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№

商号(屋号)

取り扱い支店、営業所名

営業時間

定休日

電話番号

住所

27 ツーリストイン神戸

本店

09:30-17:00

土・日・祝

078-391-2481 神戸市中央区北長狭通3-3-6

28 全国観光

本社営業所

09:00-18:00

土・日・祝

078-321-2841 神戸市中央区北長狭通３丁目７－７ ナカニシビル３階

29 ラグナトラベル

本店

10:00-19:00

土・日・祝

078-327-4388 神戸市中央区北長狭通3-7-6-403

30 ボン・ヴォヤージュ神戸

本店

09:00-18:00

日・祝

078-351-0266 神戸市中央区楠町六丁目３番19号

31 ハイローズツアーズ

本店

09:00-17:00

078-221-5310 神戸市中央区国香通５丁目２－１９

32 ジェイティービー

トラベルゲート神戸三ノ宮

10:30-19:00

078-231-4118 神戸市中央区琴ノ緒町5-1-305

33 チャイナウィングツアー

本店

10:00-18:00

土・日・祝

078-241-1771 神戸市中央区琴ノ緒町５－２－２三信ビル７０２号

34 東武トップツアーズ

神戸支店

09:30-17:30

土・日・祝

078-221-1090 神戸市中央区御幸通6-1-20 ジイテックスアセントビル3F

35 国際トラベル

三ノ宮営業所

10:00-17:00

月・火

36 神姫観光

神戸支店

10:00-17:00

土・日・祝

37 神姫観光

ツアー課

10:00-17:00

38 神姫バス

真結ツアー課

10:00-17:00

39 ヒットカンパニーリミッテット

神戸本社営業所

40 セントラルツアーズ

URL
https://www.touristinkobe.com

http://www.lgn.co.jp

https://stores.jtb.co.jp/j6646-0

https://tobutoptours.jp/

078-251-8186 神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館13階
078-515-6176 神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル４階

https://shinkibus.com/

078-271-8005 神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル4階

https://www.shinkibus.com/

土・日・祝

078-806-8023 神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル6階

https://yui-shinkibus.com

09:30-18:30

土・日・祝

078-392-2151 神戸市中央区栄町通２-4-14 日栄ビル３F

http://e-hit.co.jp

本店

10:00-19:00

日・祝

078-392-2008 神戸市中央区三宮町2丁目11-1-A-1 センタ-プラザ西館B1F

https://www.atabi.co.jp/

41 三洋航空サービス

三ノ宮営業所

10:30-20:00

078-391-9000 神戸市中央区三宮町1-10-1

http://www.travelsas.co.jp

42 エイチ・アイ・エス

HIS神戸本店

11:00-18:00

078-393-1192 神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル4F

https://access.his-j.com/06/212/

43 近畿日本ツーリスト関西

三ノ宮営業所

10:30-18:30

078-391-4891 神戸市中央区三宮町1-10-1神戸交通センタービル2階

https://www.knt.co.jp

44 ワールドツアーシステム

神戸営業所

09:00-18:00

土・日・祝

078-382-0088 神戸市中央区多聞通2-4-4 ブックローン神戸ビル西館2F

http://www.e-wts.co.jp/

45 兵庫県職員互助サービス

本店

09:00-17:30

土・日・祝

078-361-6845 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館別館1階

http://www.hyogo-gojo-s.co.jp

46 ビートラベル

本店

10:00-17:00

土・日・祝

050-5305-2005 神戸市中央区浪花町56 Kip内

https://be-toraberu.co.jp/

47 名鉄観光サービス

神戸支店

09:00-18:00

土・日・祝

078-321-5005 神戸市中央区西町35 三井神戸ビル3階

48 日本旅行

TiS三ノ宮支店

11:00-17:00

49 ジェイティービー

神戸ハーバーランド店

10:30-18:30

水

50 日本旅行

神戸支店

09:15-17:30

51 カリヨントラベルサービス

本店営業部

52 神戸新聞旅行社

本社営業所

水・金

078-221-4500 神戸市中央区布引町4-1-1 ＪＲ三ノ宮駅東口コンコース

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6811/

078-360-0708 神戸市中央区東川崎町1-2 デュオこうべ地下街

https://stores.jtb.co.jp/j6866-0

土・日・祝

078-371-2810 神戸市中央区東川崎町１－３－２ ＪＲ西日本神戸支社５階

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6674/

09:00-17:00

土・日・祝

078-351-3501 神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル19階

https://carillon-travel.com/

09:30-17:00

土・日・祝

078-362-7173 神戸市中央区東川崎町1-5-7

http://www.kpt.jp
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取り扱い支店、営業所名

営業時間

定休日
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53 サンシャイントラベル

本社営業所

11:00-18:00

火・木

54 神姫トラベル

神戸学院大学プレイガイドQ
ポートアイランドキャンパス

10:30-16:30

土・日・祝

078-974-4186 神戸市中央区港島１－１－３

55 株式会社TASAKI タサキツーリスト 本社営業所

09:00-18:00

土・日・祝

078-303-7604 神戸市中央区港島中町6丁目3-2

56 神戸ポートピアホテル

本社営業所

10:00-18:30

57 KNPジャパン

本社営業所

10:30-17:30

土・日・祝

078-335-8980 神戸市中央区元町通2-9-1 元町プラザ906号

58 神姫トラベル

神戸学院大学プレイガイドQ
有瀬キャンパス

10:30-16:30

土・日・祝

078-974-5497 神戸市西区伊川谷町有瀬518

59 ファミリートラベル

本店

10:00-20:00

60 神姫ゾーンバス

西神営業所

09:00-17:35

日・祝

61 ジェイティービー

西神中央店

10:30-18:30

木

62 神姫観光

西神支店

10:00-17:00

63 神永トラベル

本店

64 国際旅行

URL

078-371-5531 神戸市中央区弁天町2-8 エスタシオン・デ・神戸 内

078-302-1111 神戸市中央区港島中町6-10-1

http://www.shinki-tr.co.jp

https://www.portopia.co.jp/

http://www.shinki-tr.co.jp

078-996-9301 神戸市西区井吹台東町1丁目1番地 セリオ
078-994-2831 神戸市西区押部谷町栄22-1
078-991-5591 神戸市西区糀台5-9-4

https://stores.jtb.co.jp/t6709-0

土・日・祝

078-939-2090 神戸市西区竹の台1-407-2

https://www.shinkibus.com/

09:00-18:00

日・祝

078-963-3890 神戸市西区平野町芝崎125

本店

09:30-18:00

日・祝

079-273-2421 姫路市網干区和久478-1 アサヒビル1F

http://www.kokusairyokou.co.jp

65 エイチ・アイ・エス

HISピオレ姫路営業所

11:00-18:00

079-283-5610 姫路市駅前町１８８番１ ピオレ1【2階】

https://access.his-j.com/06/242/

66 ジェイティービー

姫路みゆき通り店

10:30-18:30

079-224-7800 姫路市駅前町314 旅路ビル

http://www.jtb.co.jp/

67 ジェイティービー

イオンモール姫路大津

10:00-20:00

079-230-0540 姫路市大津区大津町2-5 イオンモール姫路大津1階

https://stores.jtb.co.jp/t6726-0

68 天馬トラベル

本店

09:30-18:30

日・祝

079-230-0901 姫路市大津区天満353-3

http://tenma-travel.jp/

69 SUNAMERI hotels

本店

09:00-18:00

日・祝

079-281-3931 姫路市国府寺町15番地 黒田ビル2階

70 坊姫観光

本店

09:00-17:00

木・日

079-233-4324 姫路市飾磨区須加294 ポートセンタービル1階

71 ジェイティービー

イオンモール姫路
リバーシティー店

10:00-19:00

72 東武トップツアーズ

姫路支店

09:30-17:30

土・日・祝

73 Kompass

本社営業所

09:00-18:00

日・祝

74 日本旅行

姫路支店

09:30-17:30

土・日・祝

75 神姫観光

姫路旅行センター

10:00-17:00

76 あくと

本店

09:30-17:00

日・祝

77 近畿日本ツーリスト

姫路支店

09:15-18:00

土・日・祝

079-288-5681 姫路市東延末1-1姫路ＮＫビル９階

78 神姫観光

姫路支店

10:00-17:00

土・日・祝

079-224-1501 姫路市保城338-1

火

079-231-2324 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

https://stores.jtb.co.jp/t6781-0

079-224-5761 姫路市白銀町18 日本生命白銀町ビル6F

https://tobutoptours.jp/

079-255-8393 姫路市苫編383-6
079-281-1360 姫路市豆腐町字水田316
079-289-0111 姫路市西駅前町1番地4 キュエル姫路1Ｆ
079-283-0890 姫路市南畝町１丁目４１番地

https://www.travel-network-act.com/

https://www.shinkibus.co.jp/
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79 神姫観光

営業部

10:00-17:00

土・日・祝

079-224-1881 姫路市北条口1-28

https://shinkibus.com/

80 株式会社タビックスジャパン

姫路支店

09:00-18:00

土・日・祝

079-223-3900 姫路市北条口２－７ カーニープレイスビル６階

http://www.tabix.co.jp/

81 えすぽツーリスト

ゆめタウン姫路営業所

10:00-19:00

079-295-5121 姫路市神子岡前3-12-17 ゆめタウン姫路２階

http://www.espo-tabi.jp/

82 ジェイティービー

姫路支店

09:30-17:30

079-289-2129 姫路市南駅前町100 パラシオ2 2階

https://www.jtb.co.jp

83 日本旅行

TiS姫路支店

10:00-17:00

079-225-3493 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

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6830

84 三洋旅行

旅サロン山陽百貨店営業所

10:00-19:00

079-284-7100 姫路市南町１番地 山陽百貨店西館６Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

85 英和観光サービス

本店

08:30-17:30

日・祝

86 菊水観光

本店

10:00-18:00

土・日・祝

87 日本旅行リテイリング

あまがさきキューズモール支店

10:00-18:00

火・木

88 平和堂旅行センター

平和堂旅行センター
アル・プラザつかしん

10:00-19:00

89 ドリーム観光

本社営業所

10:00-16:00

土・日・祝

90 ひなたの風（介護旅行 ひなたの風） 本店

09:00-17:00

日・祝

91 株式会社赤玉旅行

武庫之荘本店

10:00-17:00

土・日・祝

92 国際トラベル

イオン土山営業所

10:00-18:00

水・土

078-949-0917 明石市魚住町清水2208-1

93 日本旅行リテイリング

TiS明石支店

10:30-17:00

火・木

078-913-2491 明石市大明石町1-1-23

94 三洋航空サービス

大久保営業所

10:30-20:00

水・日・祝

95 ジェイティービー

イオン明石店

96 ジェイティービー

土・日・祝

079-336-0320 姫路市夢前町杉之内431
06-6401-1124 尼崎市杭瀬本町１－２５－１２
06-6470-3211 尼崎市潮江1-3-1

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6965/

06-6420-8420 尼崎市塚口本町４丁目８－１

http://travel.heiwado.jp/

06-6488-5300 尼崎市長洲西通１丁目3-24 公楽ビル

http://www.dreamtravel.co.jp/

06-7162-0047 尼崎市南七松町１-８-18

https://www.hinatanokaze.com

06-6432-7050 尼崎市武庫之荘１－１９－１ 中村ビル３F

http://www.akadama-travel.com/

078-934-4100 明石市大久保町ゆりのき通1-3-1 VIERRA大久保２Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

10:00-19:00

078-938-3160 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

https://www.jtb.co.jp

明石店

10:00-18:00

078-918-1111 明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石1階

https://stores.jtb.co.jp/t6771-0

97 山陽バス

山陽バス団体旅行センター

10:00-18:00

078-915-7170 明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石北館3階

http://www.sanyo-bus.co.jp

98 ジェイティービー

明石イトーヨーカード店

10:00-18:00

078-944-1341 明石市二見町西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店3階

https://stores.jtb.co.jp/t6737-0

99 三洋航空サービス

苦楽園営業所

10:30-20:00

木

0798-73-8200 西宮市石刎町３－２

http://www.travelsas.co.jp

100 ジョイトラベルサービス

本店

09:00-17:00

土・日・祝

101 ジェイティービー

ららぽーと甲子園店

10:00-18:00

火

0798-81-6510 西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園2階

https://stores.jtb.co.jp/t6738-0

102 ジェイティービー

西宮北口店

10:30-18:30

水

0798-63-5750 西宮市甲風園1-5-12 宮井ビル1階

https://www.jtb.co.jp

103 阪急交通社

西宮トラベルセンター

11:00-19:00

0798-67-0150 西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ東モール3F

https://www.hankyu-travel.com/

104 WORLD EXPRESS

本社

10:00-18:00

土・日・祝

土・日・祝

0798-52-2420 西宮市上甲東園3丁目7-4

06-6345-8873 西宮市殿山町2-27
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105 ベルツリートラベル

本店

12:00-23:55

106 三洋航空サービス

夙川営業所

10:30-20:00

107 山旅人

本店

10:00-17:00

108 ツーリスト洲本

本社

09:30-18:30

109 ケイズ トラベル プラン

本店

10:30-18:30

土・日・祝

110 ジェイティービー

芦屋店

10:30-18:30

木

111 アリストラベル

本社

10:00-17:00

土・日・祝

112 ブルーム・アンド・グロウ

本店

10:30-18:00

火

113 ジェイティービー

イオンモール伊丹昆陽店

10:00-20:00

114 えすぽツーリスト

伊丹営業所

10:00-19:00

水

115 亜州観光サービス

本店

09:00-19:00

日・祝

116 ジェイティービー

イオンモール伊丹店

10:00-21:00

117 マルーントラベル

本社営業所

10:00-18:00

土・日・祝

118 ウエスト神姫

相生営業所

09:00-18:00

土・日

119

本店

10:00-17:30

120 ツーリストサンフラワー

本店

09:30-18:30

日・祝

121 ＪＡたじま旅行センター

本店

08:30-17:00

土・日・祝

0796-24-8200 豊岡市九日市上町５５０－１

https://www.ja-tajima.or.jp/kurashi/travel/

122 キョーエーツーリスト

北近畿出張所

09:30-17:30

土・日・祝

0796-20-3912 豊岡市倉見163-1

https://www.kyoei-tourist.co.jp/

123 セカンドクラス旅設計事務所

本店

10:00-18:00

土・日・祝

0796-37-8515 豊岡市昭和町4-22 三協ビル

124 たんたんツーリスト

本店

07:00-21:00

125 株式会社たびぞう

本社事務所

09:00-17:00

土・日・祝

126 i.スマイル

本店

10:00-18:00

日・祝

127 KBツーリスト

本店

10:00-18:00

128 JA兵庫南旅行センター

本店

09:00-17:30

土・日・祝

129 日本旅行リテイリング

加古川支店

10:30-17:00

水・土

130 大西洋ツーリスト

ニッケパークタウン店

10:00-19:00

株式会社出石まちづくり公社いずしトラベルサービス

090-3465-5420 西宮市名塩新町11-1-313

http://belltree-travel.com/

水・日・祝

0798-39-0010 西宮市羽衣町７－３０－２１０ グリーンタウン２Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

土・日・祝

0798-56-1026 西宮市門戸荘18-38

https://yamatabito.com/

0799-22-3111 洲本市栄町2-1-22

http://www.t-sumoto.jp/

0799-53-5128 洲本市本町6-4-33
0797-34-0838 芦屋市大原町10-1 ホテル竹園芦屋1階

https://stores.jtb.co.jp/t6706-0

0797-34-1983 芦屋市大原町１３－１０

http://www.alicetravel.co.jp/

0797-23-8740 芦屋市山手町24-5

https://bloom-grow.jp/

072-778-9270 伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4階

https://www.jtb.co.jp

072-773-0555 伊丹市西台１－１－１ 阪急伊丹駅ビル３Ｆ

http://www.espo-tabi.jp/

072-770-9388 伊丹市中野西3丁目55番地
072-771-6730 伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹3階

https://stores.jtb.co.jp/t6776-0

0791-23-0111 相生市汐見台6-8

https://www.aioikankobus.jp/maroontravel.html

0791-22-5180 相生市竜泉町394-1
0796-52-4960 豊岡市出石町内町104-7

https://daytrip-izushi.jp/

0796-22-4281 豊岡市泉町４－７

090-5247-0854 豊岡市但東町奥藤279

0796-29-1500 豊岡市戸牧539-8

https://tavizo.jp/puchitabi

0796-26-6140 豊岡市若松町７番４０号
079-426-6337 加古川市尾上町池田1832-2

http://www.kakogawabus.com/tourist/

079-424-1510 加古川市加古川町篠原町300番地 リトハ加古川A-105
079-423-2251 加古川市加古川町篠原町30-1

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6349/

079-423-7888 加古川市加古川町寺家町173-1 ニッケパークタウン1階

https://www.taiseiyotourist.com/
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131 大西洋ツーリスト

イオン加古川店

10:00-19:00

079-426-8700 加古川市平岡町新在家615-1 イオン加古川1階

132 ツーリスト イン サンシャイン

本店

10:00-16:00

079-422-7288 加古川市平岡町新在家615-1 イオン加古川店1階

133 ガリバー旅行社

加古川本店

10:00-17:00

134 国際トラベル

グリーンプラザべふ

10:00-19:00

135 ジェイ・ツーリスト

本社営業所

09:30-18:00

136 ネイブルツアー

本店

09:00-18:00

137 でんくうトラベル

本店

10:00-17:00

138 大西洋ツーリスト

西脇営業所

10:00-19:00

139 日本観光旅行センター

本社

09:30-17:00

140 ウイングツアー

本店

141 メルコツーリスト赤穂

土・日・祝

URL
https://www.taiseiyotourist.com/

078-939-3581 加古川市平岡町土山459‐6
079-430-0489 加古川市別府町緑町2番地グリーンモール2階

土・日・祝

0795-24-5656 西脇市小坂町字横溝１４８－２
0795-25-0085 西脇市寺内65-1

水・木

0795-38-7272 西脇市寺内517番地の1

https://denku-travel.com/

050-7100-1432 西脇市富吉南町76-1

https://www.taiseiyotourist.com/

土・日・祝

0795-22-1720 西脇市西脇712-88

http://www.jstnihon.com/

10:00-17:00

土・日・祝

0795-23-5525 西脇市西脇９１５

http://www.wingtour.co.jp

赤穂支店

08:15-17:00

土・日・祝

0791-43-6564 赤穂市鷆和651

142 えすぽツーリスト

ソリオ宝塚営業所

10:00-18:30

水

143 阪急交通社

宝塚トラベルセンター

11:00-18:00

木・日

144 三洋航空サービス

逆瀬川営業所

10:30-20:00

145 銀のステッキ

本店

146 新日本ツアーズ

0797-61-7101 宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1グランドフロア

http://www.espo-tabi.jp/

0797-85-8866 宝塚市栄町2-3-1 阪急宝塚駅 ブックファースト横

https://www.hankyu-travel.com/

水

0797-73-0944 宝塚市逆瀬川１－２－１ アピア1－3Ｆ

http://www.travelsas.co.jp

09:00-17:00

土・日・祝

0797-91-2260 宝塚市逆瀬川1-1-46 なみきビル１階

http://www.gin-st.com

本店

10:00-18:00

土・日・祝

0797-20-4742 宝塚市中筋山手2-3-5

147 たなばた旅行

本店

10:00-18:00

土・日・祝

0797-88-7597 宝塚市山本東2-4-12-215

https://www.tanavel.com/

148 大西洋ツーリスト

イオン三木店

10:00-19:00

0794-81-0881 三木市大村字砂163番地イオン三木3階

https://www.taiseiyotourist.com/

149 夢ツアーズ

本店

09:00-18:00

日

0794-89-5833 三木市口吉川町殿畑23-2

150 伊保タクシー

本店

09:00-17:30

日・祝

079-448-0587 高砂市梅井１丁目１１－１６

151 大西洋ツーリスト

高砂本社

10:00-18:00

土・日・祝

079-431-8881 高砂市神爪1丁目1-20-102

152 高砂バスツーリスト

本店

09:00-17:00

土・日・祝

079-448-2828 高砂市北浜町牛谷661-9

153 ミツワトラベル

本店

10:00-17:00

土・日・祝

072-756-1777 川西市久代1-13-1

https://mitsuwatravel.info

154 たびプラザ

たびプラザ川西

10:00-18:00

水

072-758-3232 川西市栄町11-1-12 パルティK2ビル1階

https://www.otp.co.jp/

155 e-旅行

兵庫営業所

09:00-18:00

072-795-3579 川西市山下町21-10

https://www.e-touristbureau.com/

156 阪急交通社

池田トラベルセンター

11:00-18:00

072-753-0150 池田市栄町1-1 阪急池田駅構内

https://www.hankyu-travel.com/

木・日

https://www.taiseiyotourist.com/
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157 北はりま観光

本店

10:00-17:00

日・祝

0794-66-5000 小野市粟生町2946

https://bus@kitaharima-kanko.com

158 小野旅行センター

本店

09:00-17:30

日・祝

0794-63-4600 小野市王子町800-1

https://ot-center.net/

159 ハロートラベル

本店

09:00-18:00

日・祝

0794-63-6315 小野市王子町914 パークサイドハイツ

http://www.hello-travel.co.jp

160 モーニングトラベル

本社営業所

09:00-18:00

0794-70-8898 小野市王子町512-2

http://onoknko-bus.com/morningtravel.html

161 神姫観光

小野支店

10:00-17:00

土・日・祝

0794-64-2800 小野市鹿野町2468-2

https://shinkibus.com/

162 アイ・ツーリスト

本店

09:00-18:00

日・祝

163 兵庫トラベル

本社

09:30-18:30

079-553-8223 三田市相生町9-18

https://hyotora.com/

164 ジェイティービー

イオン三田ウッディタウン店

10:00-19:00

079-569-7290 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン1階

https://stores.jtb.co.jp/t6840-0

165 クラブコンコルド

えるむプラザトラベルサロン

10:00-19:00

079-556-5591 三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ2F

http://clubconcorde.net

166 大西洋ツーリスト

アスティア加西店

10:00-19:00

0790-43-3939 加西市北条町北条28-1 アスティア加西1階

https://www.taiseiyotourist.com/

167 アート観光

イオンモール加西北条店

10:00-18:00

0790-45-3339 加西市北条町北条308-1 イオンモール１階

https://stores.jtb.co.jp/bp238-0

168 さとうトラベルサービス

篠山店営業所

10:00-19:00

079-594-3700 丹波篠山市杉265

https://www.sato-kyoto.com/tenpo/service.html

169 丹波旅行センター

本店

09:30-17:30

土・日・祝

079-552-2247 丹波篠山市東岡屋49-1

170 みずほトラベルサービス

篠山店

09:00-17:00

土・日・祝

080-4243-3380 丹波篠山市中459-2

https://324travel.jp

171 スカイウェイ

本店

10:00-16:00

土・日・祝

079-664-2552 養父市上箇182番地

http://skyway-web.com

172 全但バス

本店

09:00-17:00

日・祝

079-662-2131 養父市八鹿町八鹿113-1

https://www.zentanbus.co.jp/

173 ツーリスト開発

本社営業所

09:30-17:00

土・日・祝

174 関西旅行社

本店

09:00-19:00

日

0795-72-0325 丹波市柏原町柏原1146-1 JR柏原駅構内

175 ハートトラベル

本社営業所

10:00-20:00

木

0795-73-0810 丹波市柏原町母坪３３５－１「コモーレ内」

176 氷上観光

本店

08:30-18:00

日

0795-82-3973 丹波市氷上町氷上339

177 イースター・ツアー

本店

09:00-17:00

日・祝

178 三共バス

本店

08:30-17:00

179 淡路トラベル

本店

09:00-18:00

土・日・祝

0799-44-6116 南あわじ市倭文長田430

180 ドリーム観光

兵庫北営業所

10:00-16:00

土・日・祝

079-674-1777 朝来市和田山町加都1654-1

181 縁結びトラベル

本店

10:00-16:00

木・土・日・祝

079-668-9955 朝来市和田山町寺谷338-1

182 マックトラベルサービス

エスタ店

10:00-18:00

日

079-670-2727 朝来市和田山町枚田岡774

水・木

金

0794-62-6237 小野市浄谷町3200

0795-86-7123 丹波市市島町上牧553

http://www.kansairyoko.co.jp/

https://hikami1.co.jp/wordpress/?page_id=42

0799-42-2256 南あわじ市榎列小榎列535番地
0799-43-2339 南あわじ市市善光寺25-5

http://www.sankyo-bus.jp

http://www.dreamtravel.co.jp/

http://www.mactrv-s.jp/
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183 ショーゼン観光

本社営業所

08:30-17:00

日・祝

0799-62-6826 淡路市木曽下162-3

http://www.shozen.com/tour/

184 滝野観光株式会社

本店

09:00-18:00

日・祝

0795-48-2407 加東市下滝野４丁目１３２番地

185 ＪＡみのり旅行センター

本店

08:45-17:15

土・日・祝

0795-42-5400 加東市社1777-1

https://ja-minori.jp/

186 アート観光

Bio店

10:00-17:30

月・水・土

0795-40-2566 加東市社1126-1 イオン2階

https://stores.jtb.co.jp/be174-0

187 日本エース観光

本店

10:00-18:30

日・祝

0795-42-0796 加東市社77番地4

http://www.ace-kankou.jp/

188 メルヘンツアー

兵庫営業所

09:00-17:50

日・祝

0795-43-8333 加東市社1235-1 アレックスやしろ1F

189 神姫観光

龍野支店

10:00-16:00

土・日・祝

0791-62-4001 たつの市龍野町北龍野217

https://shinkibus.com/

190 大西洋ツーリスト

たつの赤とんぼ広場店

10:00-19:00

水

0791-64-6888 たつの市龍野町堂本260-1

https://www.taiseiyotourist.com/

191 播磨乃国観光バス

本社

09:00-18:00

0791-63-0188 たつの市龍野町富永360-1

http://www.harimanokuni.com/

192 えすぽツーリスト

イオンモール猪名川営業所

10:00-19:00

072-765-2001 川辺郡猪名川町白金2-1 イオンモール猪名川3階

http://www.espo-tabi.jp/

193 神崎ツーリスト

本社営業所

09:00-18:00

土・日・祝

0790-22-3322 神崎郡福崎町福田93-7

http://www.kanzakikotsu.com/bus/kasikiribus.html

194 ガリバー旅行社

福崎

10:00-17:00

土・日・祝

0790-33-9381 神崎郡福崎町南田原3113‐1

195 あすか観光

本店

09:30-17:30

日・祝

196 大原観光交通

佐用営業所

08:30-18:00

197 トラベルトピア

本社営業所

198 たびプラザ

079-280-1977 揖保郡太子町鵤1255-3 寺本ビル３F

https://www.asuka-kanko.com

土・日・祝

0790-82-0467 佐用郡佐用町佐用228-3

https://www.oharakanko.com

09:00-17:30

土・日・祝

06-6534-3042 大阪市西区立売堀2-1-9 日建ビル7階

本社営業所

10:00-18:00

土・日・祝

06-6543-1901 大阪市西区新町1丁目3-12 四ツ橋セントラルビル2階

199 サウスランドトラベル

本店

10:00-18:00

土・日・祝

06-6533-5811 大阪市西区新町１-4-26 四ツ橋グランドビル7階

200 ジェイティービー

JTBイオンモール大阪ドームシティ店 10:00-20:00

201 ワールドツアーシステム

本社

09:00-18:00

202 ビーウェーブ

本店

10:00-19:00

203 歓喜旅行サービス

本店

10:00-18:00

204 ジェイティービー

新大阪駅内店

10:30-19:30

205 神姫観光

LIMON事業部

10:00-17:00

206 日本ツアーサービス

大阪支社

207 ブラザー観光

本店

208 阪急交通社

https://www.otp.co.jp/

06-6581-8400 大阪市西区千代崎3-13-1 イオンモール大阪ドームシティ店2階

https://stores.jtb.co.jp/j6869-0

06-6773-8001 大阪市天王寺区真法院町1-15 2F

http://www.e-wts.co.jp/

06-6630-7878 大阪市浪速区元町1-5-17 難波MORIビル7階

https://bewave.jp

06-6691-0088 大阪市住吉区苅田3丁目12番16号

https://www.kanki-travel.co.jp/

06-6302-5507 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2階

https://www.jtb.co.jp/

土・日・祝

06-4805-7100 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5階

http://www.limonbus.com/

09:00-18:00

土・日・祝

06-7668-8364 大阪市淀川区宮原1丁目１－１ 新大阪阪急ビル３階

https://jts-travel.jp/

09:30-18:30

土・日・祝

06-6327-9218 大阪市東淀川区豊里7-1-1

http://www.brotherkanko.com

西日本メディア営業一部国内営業三課 09:30-17:30

土・日・祝

06-4795-5838 大阪市北区梅田2-5-25ハービスOSAKA11階

https://www.hankyu-travel.com/?p_baitai=9360&xadid=9360&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content

土・日・祝

土・日・祝
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209 阪急交通社

西日本メディア営業一部国内営業二課 09:30-17:30

土・日・祝

06-4795-5846 大阪市北区梅田2-5-25ハービスOSAKA11階

https://www.hankyu-travel.com/?p_baitai=9360&xadid=9360&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content

210 阪急交通社

西日本メディア営業一部国内営業四課 09:30-17:30

土・日・祝

06-4795-5857 大阪市北区梅田2-5-25ハービスOSAKA11階

https://www.hankyu-travel.com/?p_baitai=9360&xadid=9360&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content

211 阪急交通社

フロント営業課大阪係

09:30-17:30

土・日・祝

06-4795-5830 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA12階

https://www.hankyu-travel.com/

212 ジェイティービー

トラベルゲート大阪梅田

11:00-19:00

06-6341-8830 大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング11階

https://stores.jtb.co.jp/j6627-1

213 阪急交通社

阪神航空トラベルサロン

10:00-20:00

06-6347-6202 大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街3号

https://www.hankyu-travel.com/shiten/hansin_salon.php?yclid=YSS.1000088949.EAIaIQobChMI0b6AjcL48QIVU

214 ジェイティービー

東梅田店

11:00-19:00

06-4795-6070 大阪市北区梅田1-1-3-100 大阪駅前第3ビル1階

https://www.jtb.co.jp/

215 ジェイティービー

エキマルシェ大阪

11:00-19:00

06-6345-4787 大阪市北区梅田3-1-1

https://stores.jtb.co.jp/j6534-0

216 ジェイティービー

大丸梅田店

11:00-19:00

06-6343-4111 大阪市北区梅田3－1－1大丸梅田店11階

https://stores.jtb.co.jp/j6535-0

217 日本旅行

TiS大阪支店

11:00-17:00

06-6345-5987 大阪市北区梅田3丁目1番1号 大阪駅構内

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6801/

218 日本旅行リテイリング

西日本いい旅予約センター

10:00-18:00

06-6476-8745 大阪市北区梅田１－１－３ 大阪駅前第3ビル３階

https://www.ntar.co.jp/

219 日本旅行リテイリング

TiS梅田支店

11:00-18:00

06-6345-2351 大阪市北区梅田３－１－１ ＪＲ大阪駅桜橋口改札横

https://www.ntar.co.jp/

220 エイチ・アイ・エス

HIS LINKS UMEDA営業所

11:00-18:00

06-6359-1891 大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 7階

https://access.his-j.com/06/202/

221 近畿日本ツーリスト関西

グランフロント大阪

11:00-19:00

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

http://tempo.knt.co.jp/shop_search/5342.html

222 阪急交通社

梅田支店

11:00-18:00

06-6361-3200 大阪市北区角田町8-7 梅田阪急ビル地下1階

https://www.hankyu-travel.com/

223 マアト

本店営業所

10:00-18:00

土・日・祝

080-9165-3272 大阪市北区芝田2-7-18ルシードスクエア7F

https://jp-maat.com/

224 たびプラザ

たびプラザ南森町

11:00-18:00

水

06-6136-0111 大阪市北区天神橋3-7-32

https://www.otp.co.jp/

225 キョーエーツーリスト

本店

09:30-17:30

土・日・祝

06-6351-6051 大阪市北区東天満2-10-14 TCS-HD南森町ビル

https://www.kyoei-tourist.co.jp/

226 メルヘンツアー

大阪営業所

09:00-17:50

日・祝

06-6376-0508 大阪市北区本庄東1-6-21ブリージェ天六ビル7階

https://www.marchen-t.com/

227 チームトラベルクラモト

本店

09:00-18:00

土・日・祝

06-6245-0878 大阪市中央区久太郎町4-2-9 新中央ビル3F

https://www.team-travel.co.jp

228 ジェイティービー

大阪船場店

10:00-18:00

土・日・祝

06-6261-4771 大阪市中央区船場中央2-1船場センタービル4号館1階

https://stores.jtb.co.jp/j6637-0

229 ワ－ルドツア－ズ

本店

09:30-17:30

土・日・祝

06-6763-2556 大阪市中央区東平２丁目３番１５号 大実ビル２階

230 ジェイティービー

大阪なんば店

11:00-19:00

231 エイチ・アイ・エス

HISエディオンなんば店

11:00-18:00

232 クラブツーリズム

関西国内旅行センター

233 スカイツ－リング
234 日本旅行

木

火・木

06-6636-2871 大阪市中央区難波5-1-60 南海なんば駅2階中央改札口すぐ

https://www.jtb.co.jp/

水・金

06-6649-0277 大阪市中央区難波3-2-18 エディオンなんば本店 3F

https://access.his-j.com/06/230/

09:15-17:30

日・祝

06-6733-0077 大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル

https://www.club-t.com/area/kansai/

本店

09:00-18:00

土・日・祝

天王寺支店

11:00-20:00

06-6943-0222 大阪市中央区内平野町１－１－５－２０６西大手前ビル
06-6779-1281 大阪市天王寺区悲田院町10-48 MIOプラザ館2階

https://www.nta.co.jp
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235 日本旅行

TiS天王寺支店

11:00-17:00

236 日本旅行

ＴｉＳ京橋支店

11:00-18:00

237 ジェイティービー

千里中央店

238 ジェイティービー

定休日

電話番号

住所

URL

06-6771-0007 大阪市天王寺区悲田院町10-45 JR天王寺駅構内

https://www.nta.co.jp

06-6352-8641 大阪市都島区東野田町３－２ ＪＲ京橋駅構内 ＪＲ京橋駅構内

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6657/

10:00-18:00

06-6832-8801 豊中市新千里東町1-1-3 イオンSENRITO専門館4階

https://www.jtb.co.jp/

ららぽーとEXPOCITY店

11:00-19:00

06-4864-8410 吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY

https://www.jtb.co.jp/

239 夢旅人

南千里店

10:00-18:00

06-6155-1701 吹田市津雲台1-1-30 トナリエ南千里2F

https://www.yumetabibito-jtb.jp/

240 ジェイティービー

高槻店

11:00-19:00

水

072-681-3962 高槻市紺屋町1-1-201 グリーンプラザたかつき1号館2階

https://stores.jtb.co.jp/j6626-0

241 日本旅行

TiS高槻支店

11:00-17:00

火・木

072-682-0835 高槻市白梅町1番1号

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6640/

242 ジェイティービー

イオンモール大日店

10:00-18:00

06-6902-5755 守口市大日東町1-18 イオンモール大日ショッピングセンター3階

https://stores.jtb.co.jp/t6799-0

243 ジェイティービー

イオンモール茨木店

10:00-18:00

072-620-1450 茨木市松ケ本町8-30-3 イオンモール茨木3階

https://stores.jtb.co.jp/t6842-0

244 エイチ・アイ・エス

HIS みのおキューズモール営業所 11:00-18:00

火・木

072-727-6671 箕面市西宿1-15-30 みのおキューズモールCENTER棟1階

https://access.his-j.com/06/245/

245 ジェイティービー

みのおキューズモール店

10:00-18:00

木

072-749-3980 箕面市西宿1-15-30 みのおキューズモール店CENTER2階

https://stores.jtb.co.jp/t6703-0/events

246 たびプラザ

たびプラザ古川橋

11:00-18:00

水

06-6780-5151 門真市幸福町3-1 CORE古川橋西館

https://www.otp.co.jp/

247 千里山観光株式会社

本社営業所

09:00-18:00

土・日・祝

06-7166-2598 摂津市東別府3丁目8番32号

http://senriyamabus.co.jp

248 株式会社アートツーリスト

本社

10:00-17:00

土・日・祝

075-252-2234 京都市中京区頭町２１－５

https://art-tourist.co.jp

249 さとうトラベルサービス

綾部店営業所

10:00-19:00

0773-43-1527 京都府綾部市綾中町花ノ木30

https://www.sato-kyoto.com/tenpo/service.html

250 千代屋トラベル

本社

10:00-19:00

0772-22-7210 京都府宮津市住吉1816

https://i-bic.net

251 さとうトラベルサービス

宮津店営業所

10:00-19:00

0772-25-1280 京都府宮津市浜町3012

https://www.sato-kyoto.com/tenpo/service.html

252 阪急交通社

東日本営業本部 メディア営業一部

10:00-19:00

03-6745-1863 東京都港区海岸１丁目１６番１ ニューピア竹芝サウスタワー１４階

https://www.hankyu-travel.com/

火・木

火・水

土・日・祝
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