店舗名

郵便番号

住所

電話番号

1 トウブ急行株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1349-14

055-926-8211

2 株式会社トラベル・アニューコーポレーション

〒410-0022 静岡県沼津市大岡2043-1アニュープラザ2F

055-925-8818

3 株式会社ツアーネットワーク

〒410-0106 静岡県沼津市志下481-8

055-941-8840

4 東海バストラベル（東海自動車株式会社）沼津旅行センター

〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-3-3

055-963-5221

5 富士急トラベル株式会社

〒410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル1階

055-962-7300

〒410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-6イーラDE

055-954-6601

静岡支店

6 トラベルラウンジ沼津(旅行)
7 近畿日本ツーリスト（株）沼津支店

〒410-0801 静岡県沼津市大手町2-10-14大樹生命沼津大手町第2ビル6階

055-963-0496

8 株式会社オフィス・ネクスト

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫東坂２４３７－５

055-934-2323

9 有限会社タビーナ静岡

〒410-0832 静岡県沼津市御幸町１８－１３

055-934-7117

〒410-0865 静岡県沼津市東間門字上中溝５１５

055-929-5831

〒410-1102 静岡県裾野市深良3686-3

055-965-0880

〒410-1107 静岡県裾野市御宿1536-21トヨタ自動車東日本東富士総合センター

055-997-2535

〒410-1107 静岡県裾野市御宿１５００

055-965-3111

14 パワーラインツアーズ

〒410-1111 静岡県裾野市久根332-1

055-993-9132

15 株式会社

〒410-1123 静岡県裾野市伊豆島田215-2

055-960-6969

16 （有）伊豆中央サービス

〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩553

0558-83-2877

17 株式会社

〒410-3618 静岡県賀茂郡松崎町道部60-2

0558-43-2015

18 エイチ・アイ・エス ららぽーと沼津営業所

〒410-8541 静岡県沼津市東椎路字東荒３０１番地３ららぽーと沼津1階

055-929-9901

19 ＪＴＢららぽーと沼津店

〒410-8541 静岡県沼津市東椎路字東荒301-3ららぽーと沼津２階29160

055-926-0315

20 株式会社農協観光沼津支店

〒410-8544 静岡県沼津市三芳町２－１沼津農業会館

055-963-2618

21 東海バストラベル（東海自動車株式会社）三島駅前案内所

〒411-0036 静岡県三島市一番町16-1

055-975-0196

22 ジェイアール東海ツアーズ三島支店

〒411-0036 静岡県三島市一番町16-1ＪＲ三島駅南口

055-972-5167

23 三嶋観光バス株式会社

〒411-0122 静岡県田方郡函南町上沢２４１－２２

055-970-1011

24 ヘイワツーリスト株式会社

〒411-0816 静岡県三島市梅名316-4

055-977-1518

25 ＪＴＢ三島イトーヨーカドー日清プラザ店

〒411-0838 静岡県三島市中田町9-30日清プラザイトーヨーカドー三島店２階

055-981-6150

26 トラベルパーク

〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見58-1サントムーン柿田川アネックス３階

055-957-7373

27 ドリームトラベル株式会社

〒411-0914 静岡県駿東郡清水町畑中26-13

055-984-3100

28 伊豆箱根バス株式会社

〒411-8533 静岡県三島市大場300番地

055-977-0012

29 株式会社富士旅行

〒412-0021 静岡県御殿場市二枚橋２３９

0550-83-8805

30 時之栖ツアーズ株式会社

〒412-0033 静岡県御殿場市神山719

0550-86-0261

31 株式会社御殿場旅行

〒412-0042 静岡県御殿場市萩原６４５番地６

0550-84-8383

〒412-0043 静岡県御殿場市新橋1990-1

0550-82-1433

33 御殿場総合サービス株式会社

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1446-24

0550-88-5771

34 エーストラベル株式会社

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田498-2

0550-82-5553

35 熱海温泉ホテル旅館協同組合

〒413-0011 静岡県熱海市田原本町9-1

36 東武トップツア－ズ（株）熱海支店

〒413-0011 静岡県熱海市田原本町９−１

37 ＪＴＢ熱海店

〒413-0011 静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海３階

0557-81-7158

38 株式会社ニコーサービス

〒413-0102 静岡県熱海市下多賀５６７－１

0557-85-2525

39 東海ツーリストジャパン

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田971-2

0557-23-2036

40 稲取温泉観光合同会社

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取２８２９－１

0557-95-1157

41 東海バストラベル（東海自動車株式会社）伊東旅行センター

〒414-0022 静岡県伊東市東松原町16-2

0557-36-0415

42 東海バストラベル（東海自動車株式会社）

〒414-0022 静岡県伊東市東松原町16-2

0557-38-6660

43 東海自動車㈱

〒414-0023 静岡県伊東市渚町２－２８

0557-36-1112

〒414-0051 静岡県伊東市吉田1006番地

0557-45-1234

45 有限会社伊豆バンドライン

〒414-0053 静岡県伊東市荻556-28

0557-45-7111

46 東海バストラベル（東海自動車株式会社）下田旅行センター

〒415-0035 静岡県下田市東本郷1-1-5

0558-22-2511

47 一般社団法人

〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1

0558-62-0141

〒416-0908 静岡県富士市柚木203-1

0545-67-0311

49 株式会社レイライン

〒416-0909 静岡県富士市松岡1170-1

0545-60-4192

50 株式会社ジャパンツーリスト

〒416-0911 静岡県富士市八幡町6-3マックスバリュ富士八幡町店２F

0545-65-0310

51 信興バス株式会社

〒416-0946 静岡県富士市五貫島550

0545-60-1234

52 有限会社

〒417-0002 静岡県富士市依田橋193-2

0545-33-3023

53 ヤマイチトラベル

〒417-0015 静岡県富士市鈴川町

0545-32-2333

54 吉原観光

〒417-0051 静岡県富士市吉原4-23-20

0545-52-3763

55 太洋観光トラベル

〒417-0061 静岡県富士市伝法894-4

0545-67-3905

56 ＪＴＢＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ富士吉原店

〒417-0071 静岡県富士市国久保2-1-10ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ富士吉原店１階

0545-57-4700

57 旅ステーションはんだ

〒417-0826 静岡県富士市中里148-6

0545-34-4316

58 シンフジハイヤー株式会社

〒417-0855 静岡県富士市三ツ沢２５３番地の１

0545-21-4511

59 株式会社エクセルツアーズ

〒417-0862 静岡県富士市石坂176－8

0545-22-5711

10 明電興産株式会社
11 株式会社

（法人営業）

2階

明興ツーリスト

恋路企画

12 株式会社ＥＪサービス

東富士営業所

13 株式会社ジョットツーリスト

裾野営業所

旅逢

伊豆バス

32 富士急トラベル株式会社

御殿場店

バス営業部

44 株式会社サザンクロス

旅行事業部

南伊豆町観光協会

48 時之栖ツアーズ株式会社

富士営業所

レイホ―トラベル

0557-81-5141
6階

7-10

KCハイツ片宿

0557-82-2238

店舗名

郵便番号

住所

電話番号

60 株式会社ふじ観光プランニング

〒418-0001 静岡県富士宮市万野原新田２９０２－１

0544-26-6755

61 富士急トラベル株式会社

〒418-0003 静岡県富士宮市ひばりが丘307-12

0544-26-1110

62 有限会社コロンブストラベル

富士宮店

〒418-0006 静岡県富士宮市外神1679-2

0544-58-1513

63 豆の木トラベル

〒418-0051 静岡県富士宮市淀師1707-5

0544-23-5314

64 株式会社フジワールド企画

〒418-0064 静岡県富士宮市元城町5-3

0544-24-3126

65 山静観光

〒418-0078 静岡県富士宮市阿幸地町９９番地

0544-26-1861

66 清観光サービス株式会社

〒418-0116 静岡県富士宮市上条４８６－１

0544-58-8555

67 （有）伊豆中央サービス三島

〒419-0112 静岡県田方郡函南町塚本343-3

055-944-6170

〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町1－2三井住友海上静岡ビル7F

054-254-4646

〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町2-2

054-272-0310

68 (株)近畿日本ツーリスト首都圏
69 株式会社レイライン

静岡支店

静岡営業所

(WEB販売)

70 株式会社サンコートラベル

静岡県庁営業所

３階

〒420-0035 静岡県静岡市葵区追手町9-6静岡県庁本館1階

054-273-7017

71 M．A．C

〒420-0035 静岡県静岡市葵区七間町18-18

054-689-3648

72 サクマツーリスト

〒420-0042 静岡県静岡市葵区駒形通2丁目7-9

054-254-8714

73 アジムツーリスト

〒420-0063 静岡県静岡市葵区通車町2-22

054-275-0508

74 千代田タクシー株式会社

〒420-0801 静岡県静岡市葵区東千代田３丁目８番１号

054-297-5234

75 株式会社旅ネット静岡

〒420-0803 静岡県静岡市葵区千代田6-9-1

054-655-0911

76 ＪＴＢマークイズ静岡店

〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木1026ＭＡＲＫＩＳ静岡１階

054-263-3775

77 株式会社クローバートラベル

〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日二丁目１１－８

054-251-4681

78 株式会社來夢コンシェルジュ

〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町２－１田中産商第一生命共同ビル２階

054-253-7441

79 アオイ観光株式会社

〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目3-1

054-251-2000

80 株式会社静旅

〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠１－３－３サクライビル２F

054-251-3089

81 ジェイアール東海ツアーズ静岡支店

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町50ＪＲ静岡駅内

054-272-3928

82 ジェイアール東海ツアーズ法人営業静岡支店

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町29番地ＡＳＴＹ静岡ビル1Ｆ

054-287-1850

83 株式会社読売旅行静岡営業所

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町9-22読売静岡ビル2階

054-251-3131

84 株式会社日本旅行

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町６静岡セントラルビル９階

054-254-8375

85 エイチ・アイ・エス 静岡営業所

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート2階

054-255-6651

86 株式会社 阪急交通社静岡支店

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町11-30エクセルワード静岡ビル１４階

054-273-6771

87 ＪＴＢ静岡支店（法人）

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町5-9静岡フコク生命ビル8階

054-251-2398

88 ＪＴＢ静岡店

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町5-9静岡フコク生命ビル1階

054-253-4131

〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町３－１あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル１０階

054-255-1919

90 全国旅行サービスステーション株式会社

〒420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町33-17-2Ｆ

054-248-8888

91 レジャー開発株式会社

〒420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町２１－７

054-254-5661

92 株式会社そふと研究室

〒420-0868 静岡県静岡市葵区宮ケ崎町3

054-272-0525

93 セイシン観光バス株式会社

〒420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名4丁目7-77

054-263-0303

94 エイトトラベル

〒421-0122 静岡県静岡市駿河区用宗4-7-13

054-266-3850

95 スルガ観光株式会社

〒421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸3001-1

0548-33-1000

96 吉田観光株式会社

〒421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸790-5

0548-33-0001

97 プリンセス観光

〒421-0404 静岡県牧之原市静谷2545-98

0548-23-3131

〒421-0407 静岡県牧之原市布引原２０６－１

0548-27-3817

〒421-0414 静岡県牧之原市勝俣１２６５－１

0548-22-6502

〒421-0523 静岡県牧之原市波津1-2

0548-52-1235

101 中部日本トラベル株式会社

〒421-0523 静岡県牧之原市波津3-1

0548-52-3315

102 静交トラベル

〒421-3103 静岡県静岡市清水区由比469-10

054-375-4523

103 富士市観光案内所

〒421-3305 静岡県富士市岩淵1488-1道の駅富士川楽座１階

0545-81-5556

104 有限会社スケッチの旅

〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田6-14-34

054-265-7757

105 中央観光トラベル

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田６７４－１

106 株式会社農協観光静岡支店

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金３丁目８番１号静岡県農業会館

107 アシストツアー

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金2-1-1

054-280-5151

108 エンジョイトラベル静岡

〒422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷3708-2

054-237-7248

109 株式会社コトブキ観光

〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿１丁目２番１号

054-281-0393

110 有限会社

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-15-25アサマコーポ105

054-237-7988

〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇１１６３－３

054-204-0531

112 有限会社新日本ツアーズ

〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町エスカイヤ森下1Ｆ

054-266-5658

113 T-LIFEパートナーズ(株)静岡支店

〒422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町1-12ウエストコースト泉町３階

054-654-1250

114 名鉄観光サービス株式会社静岡支店

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町１８－１サウスポット静岡８階

054-286-5681

115 株式会社静岡ユニオントラベル

〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11-22労働会館３階

054-203-6877

116 株式会社ローカルトラベル・パートナーズ

〒422-8072 静岡県静岡市駿河区小黒２丁目１−１０ ３F

054-260-4890

117 アート旅行サービス

〒422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡２−１５−１２

054-286-5925

118 有限会社オフィス寺泉

〒424-0001 静岡県静岡市清水区梅ケ谷１６２－１２

054-346-7910

119 株式会社新日本トラベル

〒424-0004 静岡県静岡市清水区蜂ケ谷南町7番5号

054-367-3000

120 ツカサトラベルサービス株式会社

〒424-0013 静岡県静岡市清水区下野緑町８番７号

054-364-9789

静岡支店

89 東武トップツアーズ株式会社

静岡支店

株式会社TAGATA

98 株式会社ジョットツーリスト

牧之原営業所

99 有限会社サークルツー
100 株式会社

マルユウトラベル

オフィス山西

111 大鉄観光サービス

静岡営業所

054-263-8820
地下１階

054-283-2711

店舗名

郵便番号

住所

電話番号

121 丸勇交通サービス株式会社

〒424-0041 静岡県静岡市清水区高橋５－１１－４９

054-361-6644

122 グリーントラベル

〒424-0051 静岡県静岡市清水区北脇新田108-14

054-264-8078

123 日本ゼネラル観光株式会社

〒424-0814 静岡県静岡市清水区本郷町１－２

054-365-3706

124 JGA株式会社

〒424-0815 静岡県静岡市清水区江尻東2-67-3

080-4132-8298

125 全国観光トラベル株式会社

〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町７－１５

054-363-0800

126 トラベルプラザ

〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町6‐17

054-366-6214

127 静岡総合観光株式会社

〒424-0817 静岡県静岡市清水区銀座14-16

054-367-1234

128 陸富カンパニー株式会社

〒424-0886 静岡県静岡市清水区草薙１３１５－１５

054-348-5768

129 チャオステーション草薙

〒424-0886 静岡県静岡市清水区草薙1-2-25ＨＹビル２階

054-344-1117

130 株式会社しずおか体験企画

〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保２７２８－４

054-340-5601

131 チャオステーション折戸

〒424-0902 静岡県静岡市清水区折戸2-13-3

054-334-0777

132 株式会社東海キャッスルツーリスト

〒424-0907 静岡県静岡市清水区駒越東町６－２サルーン東屋１階

054-337-2600

133 （株）アンビ・ア

〒425-0027 静岡県焼津市栄町アンビアパークビル２階

054-620-7725

134 一般社団法人焼津市観光協会

〒425-0027 静岡県焼津市栄町1丁目2-14

054-626-6266

135 静鉄ジョイステップバス株式会社

〒425-0085 静岡県焼津市塩津294-5

054-639-7511

136 中央バス株式会社

〒426-0017 静岡県藤枝市大手2-11-1

054-644-5677

137 株式会社 WORLD FORCE

〒426-0034 静岡県藤枝市駅前3丁目14番7号

054-631-9437

138 株式会社

〒426-0037 静岡県藤枝市青木３丁目１２番地１号

054-644-6633

139 ＪＴＢ藤枝店

〒426-0037 静岡県藤枝市青木3-14-1ソフィアビル１階

054-644-1281

140 ヤマトツーリスト

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2115-1

054-634-2811

141 藤枝ローカルパートナーズ

〒426-0062 静岡県藤枝市高岡4-3-27

054-625-7111

142 ユニオン旅行開発

〒427-0013 静岡県島田市御請136-1

0547-35-7005

143 旅の素プラザ

〒427-0022 静岡県島田市本通３丁目３−１ ２Ｆ

0547-35-5700

144 オレンジネットワーク

〒427-0024 静岡県島田市横井3－21－26

0547-54-4466

145 島田バス株式会社

〒427-0027 静岡県島田市幸町１４ー１

0547-36-8111

146 駿遠観光株式会社

〒427-0038 静岡県島田市稲荷３丁目１４－１３

0547-39-7800

〒428-0013 静岡県島田市金谷東二丁目１１１２－２

0547-46-3131

148 鈴恵観光（株）

〒430-0907 静岡県浜松市中区高林4丁目14-10

053-482-9888

149 カルチャーClub旅行サロン（株）

〒430-0923 静岡県浜松市中区北寺島町210-2新大邦ビル106号

053-454-4545

150 ノヴァコーポレーション

〒430-0923 静岡県浜松市中区北寺島町２１６－５社会保険センター浜松

053-456-1229

〒430-0923 静岡県浜松市中区北寺島町215-22エムアイビル5階

053-456-8661

〒430-0925 静岡県浜松市中区寺島町200

053-453-4671

153 ジェイアール東海ツアーズ浜松支店

〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町6-2ＪＲ浜松駅内

053-454-1240

154 エイチ・アイ・エス 浜松営業所

〒430-0927 静岡県浜松市中区旭町11-1浜松プレスタワー1階

053-458-6501

155 日本旅行浜松支店

〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町１−３３さぼてんビル

053-454-3358

156 ＪＴＢ浜松支店（法人）

〒430-0934 静岡県浜松市中区千歳町70-1ファンビルディング１階

053-454-6981

157 ＪＴＢ浜松店

〒430-0934 静岡県浜松市中区千歳町70-1ファンビルディング１階

053-453-2111

158 東武トップツアーズ株式会社浜松支店

〒430-0944 静岡県浜松市中区田町324-3EPO浜松ビル６階

053-453-0166

159 株式会社ヤマハコーポレートサービス

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町１０－１

160 遠州鉄道（株）旅行営業部

〒430-8655 静岡県浜松市中区旭町１２－１遠鉄百貨店新館

ウイング

アンビアツアーズ

静岡旅行センター

147 大鉄観光サービス

本社営業所

151 近畿日本ツーリスト(株)
152 株式会社

浜松支店(法人)

カワイアシスト

旅行営業課

053-460-2567
事務所フロア１２階

053-488-7676

161 アポロ観光

〒431-0211 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪１６５０

053-592-2456

162 浜名湖観光会

〒431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和1-8

053-542-3151

163 株式会社農協観光浜松支店

〒431-3122 静岡県浜松市東区有玉南町１９７５とぴあ浜松農協ビル１階

053-476-1911

164 有限会社水窪タクシー

〒431-4101 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家2955-1

053-987-0118

165 株式会社TAGツアーズ浜松営業所

〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台4-1-10グランヒル山の手

053-455-4765

166 大鉄観光サービス

〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台６－２３－３－２０１

053-401-0901

167 株式会社つなぐ（スプリームトラベル）

〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江二丁目28番14号

053-543-6650

168 株式会社東海トラベル

〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場2-9-16

053-456-3550

169 株式会社エマ観光

〒432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町６５‐２０

053-488-6696

〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町16428-9

053-449-2634

171 株式会社ラニトラベル

〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町9860番地の1入野パークホームズ604

053-489-4776

172 遠江ツーリスト株式会社

〒432-8064 静岡県浜松市南区倉松町シーサイドコーポ103

053-448-2121

173 ＪＴＢイオンモール浜松志都呂店

〒432-8069 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1イオンモール浜松志都呂３階

053-415-2140

174 株式会社浜松ツーリストサービス

〒433-8112 静岡県浜松市北区初生町596-1アビタシオンイースト１階南

053-488-7650

175 株式会社ハマカントラベル

〒433-8122 静岡県浜松市中区上島2丁目23-34

053-478-2000

176 太陽観光株式会社

〒433-8122 静岡県浜松市中区上島7-4-1

053-472-2233

177 株式会社サニートラベル

〒433-8125 静岡県浜松市中区和合町936-503

053-476-0432

178 有限会社戸塚トラベルサービス

〒434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861サンストリート浜北内

053-545-3917

179 なゆたトラベルサービス

〒434-0041 静岡県浜松市浜北区平口５５３５－１

053-587-8311

180 浜松バス株式会社

〒434-0044 静岡県浜松市浜北区内野２４２３－１

053-584-4000

170 株式会社

浜松営業所

浜松支店

レジエンドツアー

店舗名

郵便番号

住所

電話番号

181 アクト観光株式会社

〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1038-1

053-422-5555

182 ラビットトラベル株式会社

〒435-0022 静岡県浜松市南区鶴見町539-2

053-421-0202

183 株式会社タイムトラベル

〒435-0046 静岡県浜松市中区丸塚町５４３－２０

053-466-0026

184 ＪＴＢイオンモール浜松市野店

〒435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野１階

053-411-3731

185 株式会社

〒436-0012 静岡県掛川市上内田１２５５

0537-61-1182

186 トラベルユウ

〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲1-19-12

0537-62-4545

187 株式会社太平洋トラベルサービス

〒436-0030 静岡県掛川市杉谷南２－２０－２

0537-23-8800

188 ジーネット株式会社

〒436-0034 静岡県掛川市梅橋３５１－１

0537-24-2210

189 いいとも観光

〒436-0038 静岡県掛川市領家130

0537-62-6555

190 丸和観光開発株式会社

〒436-0077 静岡県掛川市駅前1-9D-oneビル2F

0537-23-1271

191 トーア・トラベル株式会社

〒437-0014 静岡県袋井市永楽町287

0538-42-3156

192 ヤマハリゾート

〒437-0121 静岡県袋井市宇刈2505-2

0538-48-6111

193 鯱バス株式会社静岡さくら営業所

〒437-0123 静岡県袋井市下山梨2384-3

0538-49-1101

194 パブリックツアーズ

〒437-0125 静岡県袋井市上山梨1600-1

0538-84-7911

195 株式会社エマ観光

〒437-1204 静岡県磐田市福田中島２１１－１

平野工業

（ハニー観光）

本社

0538-58-1234

196 東亜ツーリスト

〒437-1421 静岡県掛川市大坂539大東ショッピングプラザ

197 ㈱静岡旅の企画室

〒437-1514 静岡県菊川市下平川6418

0537-73-8111

198 株式会社旅ＳＴＹＬＥＳ

〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉3485-1カインズ内

0537-25-7557

〒437-1612 静岡県御前崎市池新田５８３２－１イオンタウン浜岡ショッピングセンター内

0537-86-9099

199 浜岡中央観光トラベル株式会社

遠州営業所

ピア内

0537-72-5556

200 ㈱エポック・ＹＭＥ観光

〒437-1614 静岡県御前崎市塩原新田1269

0537-85-7166

201 岸井トラベル

〒438-0039 静岡県磐田市東新町２－９－１１

090-3443-0950

202 スズキトラベル

〒438-0067 静岡県磐田市草崎23－2

0538-34-2248

203 株式会社バーントラベル

〒438-0071 静岡県磐田市今之浦２－４－３

0538-35-1001

204 株式会社エマ観光

〒438-0074 静岡県磐田市二之宮３７－２

0538-37-5555

〒438-0205 静岡県磐田市堀之内221-2

070-5036-1166

206 ＪＴＢららぽーと磐田店

〒438-0801 静岡県磐田市高見丘1200ららぽーと磐田2階

0538-59-0185

207 (株)静岡ツーリスト

〒439-0006 静岡県菊川市堀之内１３７１

0537-36-2225

208 日本トラベルサービス有限会社

〒439-0019 静岡県菊川市半済９８０－２

0537-35-5151

205 株式会社

磐田支店

たびサポート

ワン

