おかやま宿泊クーポン 取扱旅行会社一覧
１．ＪＴＢ店舗
県名

店舗名

電話番号

住

所

1

JTB イオンモール岡山店

086-803-6380

岡山市 北区 下石井1-2-1 イオンモール岡山2階

2

JTB 岡山表町店

086-232-3810

岡山市 北区 表町1-7-36 JTB岡山ビル

JTB イオンモール倉敷店

086-430-5115

倉敷市 水江1番地 イオンモール倉敷1階

4

JTB 倉敷ゆめタウン店

086-426-0528

倉敷市 笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷1階

5

JTB イオンモール津山

0868-21-9300

津山市 河辺1000-1 イオンモール津山1階

6

JTB トラベルゲート広島紙屋町

082-542-5001

広島市 中区 紙屋町2-2-2 紙屋町ビル1階

7

JTB ロイヤル旅サロン広島店

082-212-0511

広島市 中区 基町6-27 そごう広島店本館8階

8

JTB 広島三越店

082-504-9525

広島市 中区 胡町5-1 広島三越店7階

9

JTB 広島駅前店

082-261-4133

広島市 南区 松原町9-1 エールエールA館1階

10

JTB 広島ゆめタウン店

082-250-6435

広島市 南区 皆実町2-8-17 ゆめタウン広島2階

11

JTB 広島アルパーク店

082-501-1177

広島市 西区 草津新町2-26-1 アルパーク東棟F館3階

JTB イオンモール広島祇園店

082-832-3690

広島市 安佐南区 祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園3階

JTB イオン三原店

0848-62-8261

三原市 城町2-13-1 イオン三原店1階

14

JTB イオンモール広島府中店

082-561-0280

安芸郡 府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中3階

15

JTB 東広島ゆめタウン店

082-423-0970

東広島市 西条土与丸1-5-7 ゆめタウン東広島別館2階

16

JTB 呉ゆめタウン店

0823-32-7850

呉市 宝町5-10 ゆめタウン呉店3階

17

JTB 福山天満屋店

084-922-6565

福山市 元町1番1号 天満屋福山店4階

18

JTB 福山ゆめタウン店

084-971-0030

福山市 入船町3-1-60 ゆめタウン福山1階

19

JTB 廿日市ゆめタウン店

0829-34-0190

廿日市市 下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市1階

20

JTB 下松ゆめタウン店

0833-44-3456

下松市 中央町21-3 ゆめタウン下松3階

21

JTB 徳山駅前店

0834-21-4666

周南市 銀座1-12 徳山セマディオビル1階

JTB 山口店

083-922-3322

山口市 中市町2-5

23

JTB 山口ゆめタウン店

083-995-1501

山口市 大内千坊6-9-1 ゆめタウン山口2階

24

JTB 南岩国ゆめタウン店

0827-34-1170

岩国市 南岩国町1-20-30 ゆめタウン南岩国店1階

JTB イオンモール鳥取北店

0857-38-3802

鳥取市 晩稲348 イオンモール鳥取北1階

JTB イオンモール日吉津店

0859-37-0211

西伯郡 日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津東館1階

JTB イオン松江店

0852-20-1203

松江市 東朝日町151 イオン松江店3階

JTB 出雲ゆめタウン店

0853-23-7245

出雲市 大塚町650-1 ゆめタウン出雲東館2階

JTB 高松店

087-851-2117

高松市 鍛冶屋町7-6 JTB高松ビル

JTB 丸亀ゆめタウン店

0877-24-2133

丸亀市 新田町150 ゆめタウン丸亀3階

JTB イオンモール徳島店

088-611-5020

徳島市 南末広町4-1 イオンモール徳島4階

JTB 徳島アミコ店

088-602-0721

徳島市 寺島本町西1-5 アミコ東館8階

JTB 徳島ゆめタウン店

088-692-1750

板野郡 藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島1階

JTB 松山三越店

089-932-8602

松山市 一番町3-1-1 松山三越2階

JTB イオンモール新居浜店

0897-32-7700

新居浜市 前田町8-8 イオンモール新居浜1階

JTB 高知はりまや橋店

088-823-2321

高知市 堺町1-21 JTBビル1階

JTB イオンモール高知店

088-826-7560

高知市 秦南町1-4-8 イオンモール高知1階

3

12
13

22

25
26
27
28
29
30

岡山県

広島県

山口県

鳥取県
島根県
香川県

31
32

徳島県

33
34
35
36
37

愛媛県
高知県

２．ＪＴＢ総合提携販売店
県名
1

住

所

（株）全観トラベルネットワーク

086-455-2400

倉敷市 北畝6-11-47

3

NTAトラベル 広島八丁堀福屋支店

082-207-1266

広島市 中区 胡町6-26 福屋広島八丁堀本店8F

4

セレスワ－ルドツア－ズ

082-568-8111

広島市 南区 西蟹屋2丁目9-13 広島ブライダル館3F

中国ターミナルサービス株式会社

082-512-1070

広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクスビル3階

6

広島内外旅行

0824-62-2830

三次市 十日市中一丁目6番13号

7

ビサンゼセッション

0848-37-5317

尾道市 久保3丁目8-33

8

ＮＴＡトラベル

083-227-3144

下関市 竹崎町4-4-8 シーモール下関1F

9

NTAトラベル はぎ本店

0838-21-0020

萩市 土原165-1

NTAトラベル 周南支店

0834-61-0551

周南市 古市1丁目4-1 イオンタウン周南

NTAトラベル 小郡支店

083-974-0055

山口市 小郡前田町2-1 イオンタウン小郡

12

西日本観光サービス（株）

0835-22-7573

防府市 駅南町7-37

13

ジェイトラベル山口

0836-81-3815

山陽小野田市 中川6-4-1 おのだサンパーク2Ｆ

14

マルナカツーリスト 宇多津営業所

0877-56-7511

綾歌郡 宇多津町2419-1 スーパーセンター宇多津店1F

15

トラベルビジョン高松支店

087-835-3519

高松市 今里町1丁目32番地1

マルナカツーリスト 太田営業所

087-815-0725

高松市 多肥下町1552-17 パワーシティレインボー２階

17

マルナカツーリスト 屋島営業所

087-843-8010

高松市 屋島西町百石1912-1 パワーシティー屋島店生活館１階

18

マルナカツーリスト 本社営業所

087-868-3666

高松市 西ハゼ町18番地

マルナカツーリスト 徳島営業所

088-663-8837

徳島市 西新浜町1-6-1 スーパーセンター徳島店2F

マルナカツーリスト 脇町営業所

0883-55-0388

美馬市 脇町拝原1711-1 マルナカ脇町店1F

全観トラベルネットワーク今治支店

0898-35-5891

今治市 にぎわい広場1-1 イオンモール今治新都市

トラベルビジョン愛媛

0897-47-7773

新居浜市 大生院958-1

マルナカツーリスト

088-802-5470

高知市 一宮南町1丁目15-13

5

10
11

16

19
20
21
22
23

岡山県

店舗名

広島県

山口県

香川県

徳島県
愛媛県
高知県

シーモール下関支店

高知営業所

おかやま宿泊クーポン 取扱旅行会社一覧
３．岡山県内のＪＴＢパートナー店
県名

店舗名

電話番号

住

所

1

ＴｉＳ岡山支店（岡山旅行センター）

086-221-0355

岡山市北区駅元町1-1

2

東武トップツアーズ

086-225-1746

岡山市北区磨屋町10-20磨屋町ﾋﾞﾙ8F

3

名鉄観光サービス

岡山支店

086-225-2771

岡山市北区幸町8-29三井生命岡山ﾋﾞﾙ9階

4

リョービツアーズ

岡山支店

086-224-3381

岡山市北区磨屋町1-6岡山磨屋町ﾋﾞﾙ1階

5

リョービツアーズ

総社支店

0866-93-3381

総社市中央4-1-106

6

岡山大学生活協同組合

086-251-0204

岡山市北区津島中2-1-1

7

天満屋トラベル

本社営業所

086-231-7747

岡山市北区中山下2-3-20

8

天満屋トラベル

岡山岡南営業所

086-261-4080

岡山市南区築港新町1-18-5ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ1階

9

農協観光

中四国統括事業部

086-235-9557

岡山市北区駅前町1-9-15明治安田生命岡山ﾋﾞﾙ2階

10

中鉄観光

本社

0868-21-3100

津山市川崎143-1ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ川崎2階

岡山支店

両備ホールディングス
11

本社

086-225-5194

岡山市北区錦町7-23

12

玉野観光センター

0863-32-2511

玉野市築港2-18-8

13

津山観光センター

0868-22-6187

津山市津山口126-1

14

ＪＦＥ観光センター

086-448-6777

倉敷市水島川崎通1-1

15

玉島観光センター

086-525-1220

倉敷市玉島中央町2-3-6

16

西大寺観光センター

086-943-3810

岡山市東区西大寺上1-1-50

17

岡山観光センター

086-271-3366

岡山市中区国富615-1

18

県庁通り観光センター

086-222-3050

岡山市北区錦町7-23

19

倉敷観光センター

086-422-2700

倉敷市昭和2-1-5

20

両備イオンモール岡山観光センター

086-803-6511

岡山市北区下石井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山2階

21

両備スカイプラザ

086-224-3131

岡山市北区磨屋町10-12交通ｵｱｼｽﾋﾞﾙ6階

086-803-8220

岡山市北区柳町2-1-1山陽新聞社本社ﾋﾞﾙ1階

086-231-5335

岡山市北区駅元町1-10ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山

086-212-1722

岡山市北区下石井1-2-1-2010-2ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山2F

086-430-3434

岡山県倉敷市水江1ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2階

086-232-6565

岡山市北区大供2-1-1ｾｼﾙﾋﾞﾙ7階

22

山陽新聞旅行社

23

ビューティフルツアー

近畿日本ツーリスト中国四国

24
岡山県
25

岡山営業所

イオンモール岡山旅行サロン
近畿日本ツーリスト中国四国
イオンモール倉敷営業所

26

タビックスジャパン

岡山支店

27

ＭＥＳファシリティーズ

0863-23-2185

玉野市玉2-11-1

28

ワタベウェディング

086-235-4111

岡山市北区下石井2-2-5ﾆｯｾｲ岡山ｽｸｴｱﾋﾞﾙ1F･2F

29

岡電観光センター

086-224-4100

岡山市北区岡南町1-14-41

30

倉敷観光

086-462-5621

倉敷市鳥羽14-2

31

総合旅行サービス

本社営業所

086-244-1220

岡山市北区大元1-1-14協栄ﾋﾞﾙ1F

32

総合旅行サービス

津山支店営業所

0868-22-8787

津山市北園町22-4北園ﾏﾝｼｮﾝ1F

33

中鉄美作バス株式会社

0867-44-2622

真庭市勝山411-6

34

日の丸旅行

本社営業所

0866-62-5511

井原市井原町109-1

35

日の丸旅行

真備営業所

086-698-1588

倉敷市真備町有井192-1

36

パルツアー

本社営業所

086-241-0638

岡山市北区田中598-3

37

三備観光

本社

086-279-1338

岡山市中区長利313-3

38

コープツアーズ

086-256-1125

岡山市北区奉還町1-7-7ｵﾙｶﾞﾋﾞﾙ1階

39

光トラベルセンター

08687-2-5682

美作市栄町189-2

40

中鉄観光

0866-93-6211

総社市駅前2-2-10

41

エールツアー

086-231-2770

岡山市北区野田屋町1-6-20

42

ビホクツーリスト

本社営業所

0866-22-8778

高梁市旭町1306高梁複合施設内

43

ビホクツーリスト

落合営業所

0867-52-0054

真庭市赤野409-28

44

下電観光バス

本社営業所

086-224-8811

岡山市北区厚生町1-2-8

45

下電観光バス

岡山大学営業所

086-256-2311

岡山市北区津島中2-1-1

46

下電観光バス

倉敷営業所

086-463-5400

倉敷市松島278-4

47

ロウズ観光

086-466-6411

倉敷市片島町1018-6

48

旅のたけだ屋

0863-33-7781

玉野市宇野1-38-1ﾒﾙｶ2F

49

東亜トラベルセンター

086-237-7877

岡山市東区目黒町500-190

岡山店

本社

本社

本社

岡山営業所
本社

本社営業所
本社
本社

