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近畿日本ツーリスト㈱ 桑名店 北勢 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

名阪近鉄旅行㈱ 桑名サンシパーク旅行センター 北勢 桑名市 大仲新田字新井水下84-1　スーパーサンシ桑名店1Ｆ 0594-31-8121

(株)北勢観光サービス 北勢 桑名市 安永1531 0594-22-3363

(株)中部トラベルサービス 北勢 桑名市 下深谷部4706-2 0594-33-6577

銀河トラベル(株) 北勢 桑名市 長島町西外面1541 0594-41-1131

ナカムラトラベルサービス 北勢 桑名市 多度町香取2199-115 0594-48-2460

たどトラベルサロン 北勢 桑名市 多度町御衣野4022 0594-48-6123

ビーラックトラベル(株) 北勢 桑名市 多度町美鹿512 0594-87-5129

㈱JTB イオンモール東員店 北勢 東員町 大字長深字築田510-1　イオンモール東員２階 0594-75-0651

株式会社INT'L 本社 北勢 東員町 穴太2340 0594-76-0733

名阪ツーリスト(株) 北勢 東員町 東員町大木586-2 0594-40-7125

(株)HM ココアトラベル 北勢 川越町 川越町豊田347-7 059-361-1600

㈱JTB 四日市店 北勢 四日市市 安島1-2-24 T・Kビルディング3階 059-353-8611

(株)第一観光 本店 北勢 四日市市 中川原1-1-29 059-351-1188

(株)第一観光 四日市北店 北勢 四日市市 富州原町2-40イオンモール四日市北店2階 059-361-6200

(株)第一観光 営業本部・BANCO四日市店 北勢 四日市市 京町2-13萬古工業会館3階 059-337-8778

近畿日本ツーリスト㈱ 四日市営業所（個人店舗） 北勢 四日市市 安島１-１-５６　近鉄四日市駅構内 059-351-4891

近畿日本ツーリスト㈱ 四日市営業所（団体店舗） 北勢 四日市市 安島１-１-５６　近鉄四日市駅構内 -

㈱グリーントラベル 四日市営業所 北勢 四日市市 茂福１４６－１ 059-364-6767

㈱日本旅行 四日市営業所 北勢 四日市市 西新地１４－１　太平洋四日市ビル６階 059-350-3727

三重交通㈱ 四日市旅広場 北勢 四日市市 城東町２１－１８ 059-353-2488

冨士交通㈱ 本社 北勢 四日市市 鵜の森２丁目１－１０ 冨士交通ビル１F 059-352-5403

名鉄観光バス㈱ 四日市支店 北勢 四日市市 新正5-2-1 059-353-8618

芳野観光 北勢 四日市市 西日野町4388-2 059-321-4859

勢の國交通(株) 北勢 四日市市 日永東2丁目3-27 059-327-7092

(株)旅する温泉道場 丸福観光 北勢 四日市市 生桑町311 059-331-8111

(株)第一観光 北勢 四日市市 京町2-13　萬古工業会館３階 059-337-8778

(株)スリーナインズトリップゲート 北勢 四日市市 高角町2825番地 059-337-9093

(有)トラベル遊 北勢 四日市市 赤堀1丁目7-25 059-350-1008

(株)三重ジャーナル観光社 北勢 四日市市 中町8-21 059-351-3605

冨士交通(株) 北勢 四日市市 鵜の森2-1-10 059-352-5403

日鉄観光(株) 北勢 四日市市 沖の島町3-15 059-352-8106

カネニ総業(株) コスモトラベル 北勢 四日市市 安島1-4-16 KANENIビル8F 059-353-8555

(株)エイワ 北勢 四日市市 久保田2-11-6 059-354-2727

(有)ユニバーサルツアー 北勢 四日市市 稲葉町6-1 059-355-4128

住電装サービス(株) 北勢 四日市市 西末広町1-14 059-356-2200

(株)トラべラックス 北勢 四日市市 中川原3-6-13 059-356-3100

三岐鉄道(株) 三岐観光サービス 北勢 四日市市 富田3-22-83 059-364-2345

(株)旅くらぶ 北勢 四日市市 小古曽2-16-6 080-3687-7867

菰野東部交通(株) 北勢 菰野町 菰野町小島31 059-396-5151

㈱シティツアーズ 鈴鹿店 北勢 鈴鹿市 算所２－５－１　鈴鹿ハンター１階 059-370-1515

電話番号事業者名 営業所 地域 市町 所在地
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電話番号事業者名 営業所 地域 市町 所在地

鈴鹿ツーリスト 北勢 鈴鹿市 郡山町2061-2 059-372-1566

神勢観光(株) 北勢 鈴鹿市 下大久保町2224-2 059-373-3123

(株)ジェイワントラベル 北勢 鈴鹿市 庄野東1-4-18 059-375-0020

三重観光開発(株) 北勢 鈴鹿市 白子1-6-23 059-386-1861

（有）ジョイツアーズ エコー亀山店 北勢 亀山市 東御幸町２２２　亀山エコー２階 0595-82-2221

㈱JTB 三重支店 中南勢 津市 栄町3-143-1　笠間第2ビル2階 -

㈱JTB 津店 中南勢 津市 北丸之内12　朝日生命ビル1階 059-228-0201

近畿日本ツーリスト㈱ 津支店（団体店舗） 中南勢 津市 新町１-１３-１２　近鉄津新町駅ビル２階 -

㈱シティツアーズ ＴＡＢｉＡＬＬ津南 中南勢 津市 高茶屋小森町145　イオンモール津南3階 059-238-2530

㈱日本旅行 津支店 中南勢 津市 栄町３丁目２５７　関権第５ビル３階 059-226-5577

東武トップツアーズ㈱ 三重支店 中南勢 津市 栄町2-312　津第一生命ビルディング5階 059-221-3331

名鉄観光サービス㈱ 津支店 中南勢 津市 栄町3丁目141-1 059-225-7676

三重交通㈱ 中勢旅行支店 中南勢 津市 あのつ台４丁目１番１　中勢北部サイエンスシティ内 059-236-5135

三重交通㈱ 三重会館旅行センター 中南勢 津市 中央１－１　三重会館１Ｆ 059-213-1135

三重交通㈱ イオン津城山旅行センター 中南勢 津市 久居小野辺町１１３０－７　イオン津城山店1F 059-254-3555

三重交通㈱ テレホンセンター 中南勢 津市 丸之内３３－３ 059-224-5535

三重交通㈱ 旅行営業課 中南勢 津市 丸之内３３－３ 059-224-5161

㈱三重トラベル 本社 中南勢 津市 幸町33-20 059-228-8181

㈱三重トラベル 久居 中南勢 津市 久居本町1575 059-255-3351

ジェイアール東海ツアーズ 津支店 中南勢 津市 羽所町1191-1 059-222-9050

(株)トラベルラボ 中南勢 津市 乙部2017-1 059-221-7000

(株)全旅みえ 中南勢 津市 神戸202　津スポーツセンター2F 059-222-9000

伊勢観光(株) 中南勢 津市 大門17-13 059-225-3131

(株)グレイスキタムラホールディングス 中南勢 津市 大門23-5 059-226-5503

ＳＥＡ－ＴＲＩＰ 中南勢 津市 一身田豊野1406-35 059-231-3102

(株)トラベルグラニー 中南勢 津市 栗真小川町869-14 059-232-3374

(有)ジャストツアーシステム 中南勢 津市 大里川北町577-12 059-236-0850

三重大学生活協同組合 中南勢 津市 栗真町屋町1577 059-236-1080

ＬＳＳトラベルメイク 中南勢 津市 一志町八太1592-6 059-253-1100

日本旅研(株) 中南勢 津市 大門5-2 059-253-5125

(有)トラベルアイ 中南勢 津市 安濃町川西1236 059-253-7805

(有)旅屋 中南勢 津市 久居北口町560-43 059-253-8181

東海ツーリスト(株) 中南勢 津市 戸木町4113-12 059-254-4444

(有)ツーリスト宝島 中南勢 津市 香良洲町142-1 059-292-7002

(有)ワールドワープ 中南勢 津市 上弁財町18-13 0599-90-7700

三重交通㈱ アピタ松阪三雲旅行センター 中南勢 松阪市 市場庄町１２６６－１　アピタ１Ｆ 0598-56-7558

(株)日本ユニバース観光 中南勢 松阪市 外五曲町84-5 0598-21-1500

(株)エクセランツーリスト 中南勢 松阪市 西之庄町86-1 0598-25-2033

(株)インプレストラベル 中南勢 松阪市 平成町32-8 0598-25-5677

エーストラベル(株) 中南勢 松阪市 垣鼻町808 0598-26-1331

旅ネットワーク(株) 中南勢 松阪市 春日町1-192 0598-26-2100
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電話番号事業者名 営業所 地域 市町 所在地

近畿トラベル(株) 中南勢 松阪市 豊原町1000-1 0598-28-8000

(株)なごみ 中南勢 松阪市 久保町1855番地1083 0598-29-4600

(有)バケーションシステム 中南勢 松阪市 嬉野町中川町40-2 0598-42-6951

合同会社アースナビ 中南勢 松阪市 垣鼻町1085 0598-50-1110

㈱JTB イオンモール明和店 中南勢 明和町 中村1223　イオンモール明和１階 0596-55-8137

青木バス(株) 中南勢 多気町 多気町色太759-2 0598-49-3317

エス・パール交通(株) 中南勢 大台町 大台町上三瀬265-3 0598-82-3593

奥伊勢ツーリスト 中南勢 大台町 大台町栃原937-2 0598-85-0509

滝原西村ハイヤー(有) 中南勢 大台町 大紀町滝原1507-1 0598-86-2007

(株)Ｖｅｒｄｅ大台ツーリズム 中南勢 大台町 大台町下真手308 080-4840-7315

シンフォニア商事㈱ トラベル部ララパーク店 伊勢志摩 伊勢市 小木町曽祢538イオンタウン伊勢ララパーク1階 0596-36-7772

シンフォニア商事㈱ 団体営業部 伊勢志摩 伊勢市 竹鼻町100番地 0596-36-1804

近畿日本ツーリスト㈱ 宇治山田駅店 伊勢志摩 伊勢市 岩渕２-１-４３　近鉄宇治山田駅構内 0596-28-4101

㈱日本旅行 伊勢支店 伊勢志摩 伊勢市 吹上１－１－４ 0596-28-5191

三重交通㈱ 伊勢旅広場 伊勢志摩 伊勢市 神田久志本町字須賀崎1509-4　　三重交通伊勢営業所内 0596-24-3103

(有)旅日記 伊勢志摩 伊勢市 浦口2-9-6 0596-20-8280

伊勢農業(協組)JA伊勢旅行センター 伊勢志摩 伊勢市 河崎1-4-35 0596-20-8388

(株)伊勢国際観光 伊勢志摩 伊勢市 下野町654-208 0596-31-3335

(有)日交旅行 伊勢志摩 伊勢市 田尻町433-1 0596-36-3195

共生旅行(株) 伊勢志摩 伊勢市 二見町三津1201-1 0596-44-1500

(有)みえツアーズ 伊勢志摩 玉城町 玉城町矢野579-114 0596-58-8700

(株)伊勢志摩ツーリズム 伊勢志摩 志摩市 阿児町神明752-21 0596-20-2290

(有)和栄タクシー 伊勢志摩 志摩市 阿児町神明1828-1 0599-43-6086

(一社)志摩市観光協会 伊勢志摩 志摩市 阿児町鵜方1670-2 0599-46-1112

東部交通(株) 伊賀 伊賀市 別府67-11 0595-53-1013

(株)ミヤマトータルイノベーション 伊賀 伊賀市 長田3480-3 0595-48-7700

ハローツーリスト 伊賀 伊賀市 緑ヶ丘東町1019-3 0595-48-5860

(株)三重旅行サービス 伊賀 伊賀市 平野西町71番地 岡森書店白鳳店内 0595-26-0211

コスモス観光 伊賀 伊賀市 上野丸の内500　ハイトピア伊賀1F 0595-22-1188

JAいがふるさと旅行センター 伊賀 伊賀市 平野西町1-1 0595-21-3180

上野観光(有) 伊賀 伊賀市 上野池町1231 0595-21-1316

㈱三重旅行サービス 伊賀上野店 伊賀 伊賀市 平野西町71番地　岡森書店白鳳店内 0595-26-0211

名張観光ツーリスト 伊賀 名張市 つつじが丘北2-43 0595-68-4103

深山運送(有) 名張Ｆバス 伊賀 名張市 蔵持町原出522-8 0595-62-7216

(株)メイハン 名阪観光ナビ 伊賀 名張市 東田原1395 0595-48-6071

㈱三重旅行サービス 名張店 伊賀 名張市 下比奈知字黒田3100-1MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃUNY名張店1F 0595-68-5181

三重交通㈱ 南紀旅行支店 東紀州 尾鷲市 野地町１３－３ＪＲ尾鷲駅前 0597-22-2877

（有）ツーリスト旅仲間 本社営業所 東紀州 紀北町 東長島２０９８－１６ 0597-46-0505

熊野エコツーリスト 東紀州 熊野市 飛鳥町神山1132-2 0597-84-0011

(有)熊野市観光公社 東紀州 熊野市 井戸町654-1 0597-89-2229


