
令和4年8月31日現在

店舗名 住所 電話

農協観光兵庫支店 神戸市中央区海岸通１農業会館１０階 078-333-5933

㈱ヒットカンパニーリミッテット 神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3F 078-392-2151

阪急交通社神戸センター 神戸市中央区加納町4丁目2番1号EKIZO神戸三宮 078-331-3577

JTB 神戸支店 神戸市中央区京70松岡ビル6階 078-391-6955

JTB トラベルゲート神戸三ノ宮 神戸市中央区琴ノ緒町5-1-305JR三ノ宮駅東口改札すぐ 078-231-4118

チャイナウィングツアー 神戸市中央区琴ノ緒町5-2-2　三信ビル７０２号 078-241-1771

㈱KNPジャパン 神戸市中央区元町通2-9-1元町プラザ906 078-335-8980

東武トップツアーズ㈱神戸支店 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 078-221-1090

近畿日本ツーリスト㈱三ノ宮店 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

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

㈱セントラルツアーズ 神戸市中央区三宮町2丁目11番1号・A-1 センタープラザ西館B1 078-392-2008

㈱トラベル神戸 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 078-362-0606

㈱神港ツーリスト 神戸市中央区相生町4-8-5 078-341-3512

ワールドツアーシステム㈱ 神戸営業所 神戸市中央区多聞通2-4-4 ブックローン神戸ビル西館2階 078-382-0088

ボン・ヴォヤージュ神戸 神戸市中央区楠町6-3-19 078-351-0266

㈱ツーリストイン神戸 神戸市中央区北長狭通3-3-6 078-391-2481

ラグナトラベル 神戸市中央区北長狭通3-7-6-403 078-327-4388

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

JTB 神戸大丸店 神戸市中央区明石町40大丸神戸店8階 078-333-2844

えすぽツーリストレバンテ垂水営業所 神戸市垂水区日向１丁目4番1 レバンテ垂水１番館 078-707-3311

山陽バス観光センター 神戸市垂水区日向1丁目5番1-116号 レバンテ垂水2番館 078-706-3415

神姫トラベル 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-5497

JTB 西神中央店 神戸市西区糀台5-9-4西神中央駅2階 078-991-5591

三洋航空サービス 岡本営業所 神戸市東灘区岡本1-7-8 078-411-8700

株式会社天馬トラベル 神戸東営業所 神戸市東灘区御影本町8-7-10 078-959-5003

えすぽツーリスト六甲道営業所 神戸市灘区永手町4-2-1 フォレスタ六甲内 078-856-3601

㈱日本ツアーサービス 神戸市兵庫区駅前通1-32-1アルバビル2階 078-577-2522

㈱全国観光 三菱神戸営業所 神戸市兵庫区和田宮通3-1-19 三菱神船労働会館内 078-672-4890

みずほトラベルサービス㈱ 神戸市北区若葉台4-1-10 078-597-2800

トラベルルーム 神戸市北区日の峰3-5-13 078-586-5222

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

HIS ピオレ姫路営業所 姫路市駅前町188番1 ピオレ1　2階（区画：2021） 079-283-5610

JTB 姫路みゆき通り店 姫路市駅前町314 旅路ビル 079-224-7800

JTB イオンモール姫路リバーシティー店 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 079-231-2324

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

坊姫観光 姫路市飾磨区須加294 079-233-4324

えすぽツーリストゆめタウン姫路営業所 姫路市神子岡前3-12-17 ゆめタウン姫路2F 079-295-5121

㈱天馬トラベル 姫路市大津区天満353-3 079-230-0901

〜波の上の旅行社〜 SUNAMERI hotels 姫路市国府寺町15 黒田ビル2階 079-281-3931

㈱国際旅行 姫路市網干区和久478-1 079-273-2421

㈱日本旅行 姫路支店 姫路市豆腐町字水田316 JR姫路総合区2F 079-281-1360

JTB 姫路支店 姫路市南駅前町100パラシオ22階 079-289-2120

㈱あくと 姫路市南畝町1-41 079-283-0890

三洋旅行 旅サロン山陽百貨店 姫路市南町1番地 山陽百貨店西館6F 079-284-7100

東武トップツアーズ㈱姫路支店 姫路市白銀町18 日本生命姫路白銀町ビル6F 079-224-5761

神姫観光㈱ 姫路市北条口1-28 079-224-1881

タビックスジャパン姫路支店 姫路市北条口2-7カーニープレイス姫路第二ビル 079-223-3900

英和観光サービス 姫路市夢前町杉之内431 079-336-0320

えすぽツーリストソリオ宝塚営業所 宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1グランドフロア 0797-61-7101

阪急交通社宝塚トラベルセンター 宝塚市栄町二丁目３番１号 0797-85-8866

たなばた旅行 宝塚市山本東2-4-12-215 0797-88-7597

㈱新日本ツアーズ 宝塚市中筋山手2-3-5 0797-20-4742

日本旅行リテイリングＴｉＳ加古川支店 加古川市加古川町篠原町 30-1ＪＲ加古川駅構内 0570-06-0046

JA兵庫南旅行センター 加古川市加古川町篠原町300番地リトハ加古川 A-105 079-424-1510

カブシキガイシャ ツーリスト イン サンシャイン 加古川市平岡町新在家615-1 079-422-7288

㈱国際トラベル 加古川市別府町緑町2番地アリオ加古川2階 079-430-0489

≪新うどん県泊まってかがわ割　隣県旅行代理店施設一覧≫【兵庫県】



MKRトラベル たつの市誉田町福田450-7 0791-63-6377

播磨乃国観光バス㈱ たつの市龍野町 0791-63-0188

㈱ブルーム・アンド・グロウ 芦屋市山手町24-5 0797-23-8740

JTB 芦屋店 芦屋市大原町10-1ホテル竹園芦屋1階 0797-34-0838

JTB イオンモール伊丹昆陽店 伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4階 072-778-9270

えすぽツーリスト伊丹営業所 伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急駅ビル3階 072-773-0555

亜州観光サービス 伊丹市中野西3-55 072-770-9388

JTB イオンモール伊丹店 伊丹市藤ノ木1-1-1-3017 イオンモール伊丹3階 072-771-6730

カズインターナショナル旅倶楽部 伊丹市若菱町3-1 090-4646-5556

㈱ミツワトラベル 川西市久代1-13-17 072-756-1777

えすぽツーリストイオンモール猪名川営業所 川辺郡猪名川町白金2-1 イオンモール猪名川3階 072-765-2001

アート観光㈱イオンモール加西北条店 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条店 0790-45-3339

滝野観光㈱ 加東市下滝野4丁目132番地 0795-48-2407

アート観光Bio本店 加東市社1126-1イオン社店2階 0795-40-2566

メルヘンツアー兵庫営業所 加東市社1235-1 0795-43-8333

JAみのり旅行センター 加東市社1777-1 0795-42-5400

日本エース㈱ 加東市社77-4 0795-42-0796

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

㈱クラブコンコルド 三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ2F 079-556-5591

㈲　兵庫トラベル 三田市相生町9-18 079-553-8223

モーニングトラベル 小野市王子町512-2 0794-70-8898

小野旅行センター 小野市王子町800-1 0794-63-4600

㈱ ハロートラベル 小野市王子町914 0794-63-6315

㈲ アイ・ツーリスト 小野市浄谷町3200 0794-62-6237

JTB 西宮北口店 西宮市甲風園1-5-12 宮井ビル1階 0798-63-5750

阪急交通社西宮トラベルセンター 西宮市高松町１４番２号阪急西宮ガーデンズ阪急西宮ガーデンズ東モール内 0798-67-0150

G&Gトラベル 西宮市東町1-11-7 0798-22-2731

㈱ネイブルツアー 西脇市寺内65-1 0795-25-0085

日本観光旅行センター 西脇市西脇712-88 0795-22-1720

ツーリストジャパン 相生市垣内町8-20 0791-23-0297

㈱ 関西旅行社 丹波市柏原町柏原1146-1 0795-72-0325

ハートトラベル 丹波市柏原町母坪335-1 0795-73-0810

さとうトラベルサービス篠山店営業所 丹波篠山市杉265 0795-94-3700

淡路夢ツアーズ 淡路市夢舞台1番地 0799-74-1080

㈱ドリーム観光サービス兵庫北営業所 朝来市和田山町加都1654-1 079-674-1777

マックトラベルサービス 朝来市和田山町枚田岡774 079-670-2727

日本旅行リテイリングあまがさきキューズモール支店 尼崎市潮江 1-3-1 あまがさきキューズモール 3 階 0570-06-0079

㈱ドリーム観光サービス本社 尼崎市長洲西通1丁目3-24-205 06-6488-5300

菊水観光 尼崎市杭瀬本町1-25-1 06-6401-1124

㈲ i.スマイル 豊岡市若松町7-40 0796-26-6140

セカンドクラス旅設計事務所 豊岡市昭和町4-22 三協ビルセカンドクラス旅設計事務所 0796-37-8515

㈱キョーエーツーリスト 北近畿出張所 豊岡市倉見163-1 0796-20-3912

JTB イオン明石店 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 078-938-3160

JTB 明石店 明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石1階 078-918-1111

日本旅行リテイリングＴｉＳ明石支店 明石市大名石町 1-1-23　ＪＲ明石駅構内 078-913-2491

㈲大西洋ツーリスト 高砂市神爪1-1-20 グランパティオ宝殿102 079-431-8881

あすか観光 揖保郡太子町鵤1255-3 079-280-1977

㈱スカイウェイ 養父市上箇182 079-664-2552

全但バス㈱本店 養父市八鹿町八鹿113-1 079-662-2131

㈲ツーリスト洲本 洲本市栄町2丁目1番22号 0799-22-3111

神崎交通㈱ 神崎郡福崎町福田93-7 0790-22-3322

丹波旅行センター 丹波篠山市東岡屋49-1 079-552-2247

＊実際の受付状況については旅行代理店により対応が異なる場合がございますので、必ず事前に該当旅行代理店にお問い合わせください。


