福井県外 ふくいdeお得キャンペーン取扱旅⾏会社⼀覧
富⼭県 宿泊予約＆ふくいdeお得⽇帰りマイカープラン予約のみ取扱い
商

号

本 社 所 在 地

電話番号

新富観光サ－ビス(株)本社

富⼭市上野322

076-428-5544

(株)富⼭県福祉旅⾏センタ－

⾼岡市関本町６１

0766-21-4700

(株)旅⾏企画

⿂津市釈迦堂１-１６-１２

0765-24-3900

(株)トラベル新湊

射⽔市中新湊１０-２７

0766-84-2055

(株)トラベルサ－ビス読売

南砺市⼆⽇町２１９１

0763-22-8888

アイトラベル達信(株) 本 社

砺波市杉⽊４-７５ ７４ビル１-３

0763-23-5511

(有)⻄部トラベル 本 社

富⼭市太郎丸⻄町２-７-１１ ビューラーＦＭ１階

076-422-6333

(株)第⼀ツア－ズ

南砺市福光７０６１-２

0763-52-6381

(株)ツア－ズジャパン 本 社

滑川市上⼩泉２９４８-１

076-476-0161

(有)マリ－旅⾏社

砺波市千代１４６-５

0763-33-0395

(有)⾼陵ニュ－トラベル

⾼岡市丸の内７-３５ 丸の内ビル２階

0766-24-0678

(株)トマト旅⾏

富⼭市萩原２５０-１

076-428-5110

となみ観光交通(株)

砺波市表町１-４４

0763-33-0039

(株)ツアーパートナーズ

富⼭市新庄町１-１０

076-482-4936

(株)ＹＫＫツーリスト

⿊部市飯沢６１２０－５

0765-54-8686

(株)ニュ－ジャパントラベル 本 社

富⼭市奥⽥新町８-１ ボルファ-トとやま１階

076-441-2000

(株)ニュ－ジャパントラベル ファボーレ店

富⼭市婦中町下轡⽥１６５-１ ファボーレ１階

076-465-1820

(株)ニュ－ジャパントラベル 南砺⽀店

南砺市やかた１４７

0763-22-2848

(株)ニュ－ジャパントラベル アル・プラザ⼩杉店

射⽔市三ケ２６０２ アル・プラザ⼩杉店１階

0766-95-5557

⽇本海ツ－リスト(株) 砺波本店

砺波市太郎丸１-９-２4

0763-33-5577

ＦＫＫツアーズ(株)

⾼岡市伏⽊湊町５-５

0766-44-0106

URL
https://www.enjoy-sks.co.jp
http://yado-club.com/
https://www.big-advance.site/s/138/1353/company
http://www.hotswap.jp/travelsh/

https://www.seibutravel.co.jp
http://www.tours-j.co.jp
https://www.marry-t.com/
https://oyado-net.com
http://tonami-kanko.jp
https://www.ykktourist.jp
https://www.njt.jp/
https://www.njt.jp/
https://www.njt.jp/
https://www.njt.jp/
http://www.tabizanmai.com/
http://ftsc.jp/

福井県外 ふくいdeお得キャンペーン取扱旅⾏会社⼀覧
滋賀県 宿泊予約＆ふくいdeお得⽇帰りマイカープラン予約のみ取扱い
ウイングトラベル㈱

⼤津市雄琴北⼀丁⽬20-21セラビ1Ｆ

077-578-6166

エイタク旅⾏企画

東近江市⼭上町3687

0748-27-2051

㈱滋賀旅⾏

甲賀市⽔⼝町⽔⼝5587-2

0748-63-3939

(有)旅助

⼤津市松⼭町11-20

077-528-2266

(有)第⼀ツーリストビクトリー

栗東市御園1028番 JRA栗東トレーニングセンターハーティーショップコーラル内

077-558-4377

中央旅⾏

愛知郡愛荘町市814-3

0749-42-2927

㈱トラプロ・ジャパン

蒲⽣郡⻯王町岡屋763番地5

0748-29-3107

蒲⽣郡⻯王町⼤字⼭之上3268

0748-57-8113

トラベルメイトサービス㈱

⻑浜市⼋幡東町266-1

0749-68-2888

http://www.travelmate-shiga.com

⻑浜観光㈱

⻑浜市中⼭町6-1

0749-63-4180

https://nagahama.gicz.tokyo

㈱トラベル・プロダクト

⻯王営業所

http://eitaku-kanko.com/
http://tabisuke.co.jp
http://daiichi-tourist.com/
http://www.torapro-japan.com/

福井県外 ふくいdeお得キャンペーン取扱旅⾏会社⼀覧
⽯川県 宿泊予約のみ取扱い
㈱トラベルシティ

⾦沢市⽟鉾4－197

076-291-8989

河北観光

かほく市⽊津ニ17-18

076-285-1160

YSトラベル

⾦沢市藤江北3-44-2

076-267-3000

ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル㈱

⾦沢市⿊⽥1-76-1

076-249-8378

㈱アルバトラベル

⾦沢市もりの⾥3－242

076-261-6006

ワールドトリップ㈱

⽩⼭市⼄丸町458

076-274-4000

㈲とりっぷａｇｅ

⽩⼭市幸明町270 ﾌｪｱﾓｰﾙｱﾋﾟﾀ内

076-274-6747

㈱ヴァケーション(ｲﾝﾀｰｳﾞｧｹｰｼｮﾝﾂｱｰｽﾞ)

⾦沢市北安江3-13-13 NDﾋﾞﾙ

076-232-6611

トラベル愛ランド㈱

七尾市⼩島町ハ部68-3

0767-53-7744

⾦城交通㈱

(⾦城トラベル)

⾦沢市増泉4-3-3

076-255-7771

⾦城交通㈱

(⾦城トラベル)千⽊営業所

⾦沢市千⽊1丁⽬47番地

076-253-1300

㈱マップ (マップ＆旅企画)

⾦沢市中屋町⻄509-1

076-249-7300

㈱旅くらぶ四季彩

加賀市合河町ロ47

0761-74-1250

㈱冨⼠トラベル⾦沢

⾦沢市浅野本町ニ150 冨⼠交通本社2F

076-252-6668

㈱デープラス

⾦沢市⼩⽴野2-27-16

076-254-1798

⼤和タクシーコールネット㈱

⾦沢市⻄⾦沢1-102-1

076-218-4117

グリーン旅⾏北陸
北鉄⾦沢バス（株）

⽩⼭市相川新町20

076-276-0867

⾦沢市割出町556番地

076-237-8355

http://www.travelcity-1.com/

https://puratto-hokuriku.com
https://aluba.jp
https://www.world-trip.info
https://www.go-vacation.co.jp
http://travelailand.com/
www.kinjou.co.jp
https://map.ishikawa.jp
https://www.fujitravel-kanazawa.com/
https://deplus-jc.com/
http://daiwa-taxi.com
https://www2.hokutetsu.co.jp/

福井県外 ふくいdeお得キャンペーン取扱旅⾏会社⼀覧
新潟県

宿泊予約のみ取扱い

(株)トップトラベル新潟

新潟市中央区上近江4丁⽬12-20 デッキィ401 1Ｆ

025-285-2400

https://www.dekky-tabi.net

(株)ワールド・トリップ

新潟市中央区美咲町1-7-55

025-288-0178

https://world-trip.asia

蒲原鉄道(株) 蒲鉄トラベル

五泉市村松甲1364番地

0250-58-8860

http://kantetsu-travel.co.jp

(株)越後トラベル

燕市吉⽥東栄町５３－１１

0256-92-6533

越後交通(株)

⻑岡市千秋２丁⽬２７８８-１

0258-29-1515

(有)⼩千⾕トラベル

⼩千⾕市本町2丁⽬１番２６号

0258-83-4004

Ａltrave'x アルトラベックス

柏崎市関町10-6 ルネ関町1階

0257-23-8626

https://altravex.com

柏崎交通(株)

柏崎市東本町３－１－３７

0257-23-5153

https://www.hakutaku.co.jp/

頸城観光(株)⽷⿂川営業所

⽷⿂川市寺町2-9-12

025-552-5311

http://www.kubikikanko.com/

(株)三愛旅⾏社 ⽷⿂川本社

⽷⿂川市⼤町1-4-3

025-552-3445

http://sanai-travel.com

http://www.echigo-kotsu.co.jp/

福井県外 ふくいdeお得キャンペーン取扱旅⾏会社⼀覧
静岡県

宿泊予約のみ取扱い

東亜ツーリスト

掛川市⼤坂539 ⼤東ショッピングプラザ ピア内

0537-72-5556

㈱コトブキ観光

静岡市駿河区⼩⿅1-2-1

054-281-0393

㈱富⼠旅⾏

御殿場市⼆枚橋239

0550-83-8805

(有)スケッチの旅

静岡市駿河区国吉⽥6-14-34

054-265-7757

エーストラベル㈱

御殿場市川島⽥498-2

0550-82-5553

(有)サークルツー

牧之原市勝俣1265-1

0548-22-6502

静交トラベル

静岡市清⽔区由⽐469-10

054-375-4523

㈱マルユウトラベル

牧之原市波津1-2

0548-52-1235

㈱サンコートラベル

静岡市葵区追⼿町9-6 静岡県庁本館1階

054-273-7017

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

(有)タビーナ静岡

沼津市御幸町18-13

055-934-7117

https://tavina.jp

㈱柿澤学園

静岡市清⽔区折⼾2-13-3

054-334-0777

http://www.sulga.co.jp/sts/

㈱⼤鉄アドバンス

島⽥市⾦⾕東2丁⽬1112-2

0547-46-3131

https://daitetsu-adv.co.jp/

島⽥バス㈱

島⽥市幸町14-1

0547-36-8111

⽇本トラベルサービス(有)

菊川市半済980-2

0537-35-5151

中部⽇本トラベル㈱

牧之原市波津3-1

0548-52-3315

https://chutorashizuoka.com

㈱レイライン

富⼠市松岡1170-1

0545-60-4192

https://www.rayline.co.jp

㈱静岡ツーリスト

菊川市堀之内1371

0537-36-2225

https://www.kotobuki-tabi.co.jp
https://sketchnotabi.info
http://circle-2.info

