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事業者名称 都道府県 URL

旅ステージ 福岡県 https://tabistage.co.jp

ユニバーサル旅行 福岡県 http://www.tabiuni.co.jp/

LTK福岡 福岡県 http://www.ltkfuk.jp/

エーエスエー 福岡県 http://asa2016.com

ハル・トラベル 福岡県 https://haru-t

ツアークラフト 福岡県

アジア福岡パートナーズ 福岡県 http://www.afpjp.com

ツアーバンク 福岡県 https://www.tourbank.co.jp/

DREAM INTERFACE 福岡県 http://dream-interface.jp

ランドシステムジャパン 福岡県 http://www.lsj-masters.com

篠栗観光バス 福岡県 http://www.sasakan-bus.jp/

北斗観光 福岡県 https://hokuto-kanko.co.jp/

ラボスタイル 福岡県 https://labo-style.net

プランニングツアー 福岡県 https://www.tabisuki.jp/

西日本観光旅行 福岡県 http://www.wj-tour.co.jp

筑後観光バス 福岡県

トラベルルック 福岡県

プラムツアー 福岡県

トラベルオペレーショングループ 福岡県 https://travel-operation.p-kit.com/

旅の輪九州 福岡県 https://tabinowa.jp/

漫遊 福岡県 https://www.manyou.biz/

九州観光 福岡県 http://www.kyushukanko.com/company/

西日本旅行 福岡県 http://www.travel-west.co.jp

ひまわり観光 福岡県 http://himawari-bus.com/

TRAVELAGE 福岡県 https://www.travelage947.com/

エンジョイ・トラベル・カンパニー 福岡県

YOUTOUR 福岡県 https://www.youtour.co.jp/

トラベルプラン 福岡県

くろき交通 福岡県 https://www.kuroki-kotsu.com/index.html

グリーンネットワーク 福岡県 https://www.green-network.jp/

ハルク 福岡県 http://www.hrk-japan.com/

アンバサダージャパン 福岡県 http:///www.ambassador3a.com

ティーアイプロジェクト 福岡県 http://tipro.jp

ユーユートラベル 福岡県

柳城トラベルズ 福岡県 https://himebus.com/

パル旅行社 福岡県

トップサポートカンパニー 福岡県 http://www.top-support.co.jp/

アイダヴリューエイツアー 福岡県 http://www.iwa-fuk.co.jp/

MHI福岡 福岡県 http://www.mankai-hospitality.com

サンリブ 福岡県 http://www.sunlive.co.jp/

八女観光バス 福岡県

高知観光トク割キャンペーン　参画旅行会社一覧　【九州・沖縄】

・旅行会社の取扱商品（団体・個人、その他）については各社・各店舗ごとに異なる場合がございます。

・参画事業者の店舗でも、全国旅行支援の取扱がない店舗が一部ある場合もございます。



事業者名称 都道府県 URL

ジェイエフトラベル 福岡県

堀川トラベルサービス 福岡県 http://www.horikawatravel.com/

西日本日中旅行社 福岡県 http://www.nnr-fuk.co.jp/

トラベルオンザロード 福岡県 https://www.onthe-road.co.jp

ロータス 福岡県 http://lotus-holdings-japan.com/

くるめ・旅倶楽部 福岡県 https://www.ktabiclub.com/

ジー・ピー・イー 福岡県

ウィルツアー 福岡県 http://www.willtour.jp/

国際観光社 福岡県

三進旅行サービス 福岡県

西日本ツーリスト 福岡県

タイガートラベル 福岡県 https://www.tiger-bus.com/

トラベル恵 福岡県 http://www.travelkei-kyushu.ecnet.jp/

九州ツーリスト 福岡県

第一観光 福岡県 https://www.daiichikanko.com/

アーバンツーリスト 福岡県

ビーアクセス 福岡県 http://www.tabiwari.com/

HAKATAグローバル 福岡県 http://hakata-global.com/

西部ガス都市開発 福岡県 http://www.sg-ud.co.jp

新日本観光 福岡県 http://sn-tour.com/

みどり太陽交通 福岡県 http://www.taiyo-koutu.co.jp/travel/

ツアー旅行社 福岡県 http://www.jtbtours.co.jp

有明交通 福岡県 http://www.ariake-bus.com/

小嶋観光 福岡県

九州旅客鉄道 福岡県 http://www.jrkyushu.co.jp/

西日本新聞旅行 福岡県 http://www.nnpryoko.co.jp

コスモ観光 福岡県

シーアンドシーツアーズ 福岡県

ネオ倶楽部 福岡県 https://no1.tour-oasis.com/

京阪トラベル 福岡県

西日本ユウコー商事 福岡県 http://www.yuukoo.co.jp

YKGトラベル 福岡県 http://travel.ykg-exp.com/

キントウンツアーズ 福岡県 https://www.kintoun-web.com

西鉄旅行 福岡県 https://www.nishitetsutravel.jp/

九州トラベル 福岡県

ジョイトラベル 福岡県 https://joy-travel.jp/

九州不動産管理センター(レジャープランKasane） 福岡県

たびっとくんツアー 福岡県 https://tabitokun.com/

九電産業 福岡県 https://www.qdentravel.com/

旅ランド 福岡県 http://tabiland.jp/

アドツーリスト 福岡県 https://www.ado-tourist.com/

トラベル北九州 福岡県 http://www.trakita.com

大牟田観光 福岡県

九州トラベルサービス 福岡県 https://kts-hp.com

ＬＣ 福岡県



事業者名称 都道府県 URL

海洋観光 福岡県 https://www.oceantravel.co.jp/news.html

ハッピートラベル 福岡県

オフィス敷田 福岡県

かすや 福岡県

日中友好旅行社 福岡県

日豊ツーリスト豊前旅行センター 福岡県 https://nptbuzen.Sakura.ne.jp

ケイエムトラベル 福岡県 https://www.kmtravel.net

つくしの観光バス 福岡県

トラベルウエスト 福岡県 https://travelwest.jp/

春日観光 福岡県 http://www.e-tabi-net.com

リョーユー商事 福岡県

筑後旅行センター 福岡県 http://www.jtbchikugo.jp

旅ネットジャパン西都 福岡県 https://tabinetjapansaito.co.jp/honeymoon/

トラベルウィズ 福岡県 http://travelwith-t.com/

ナイストラベル 福岡県

グレイスツアーズ 福岡県

サン・ツーリスト 福岡県

ツアーアラカルト 福岡県

ドーエイ 福岡県

アジアネットツアー 福岡県 https://www.asianettour.com

アフロトリップ 福岡県

ファーストライナー 福岡県 http://firstliner.jp/

マイトラベルサービス 福岡県

イトキュー 福岡県 https://itokyu.com

東和商事 佐賀県 https://towashoji.jimdofree.com/

トラベルイマリ 佐賀県

アーバントラベル 佐賀県

松尾建設 佐賀県 http://www.matsuo.gr.jp/

肥前ツーリスト 佐賀県 https://hizen-ts@rapid.ocn.ne.jp

祐徳旅行 佐賀県 http://www.yutokuryoko.com/

SAKI 佐賀県 https://trip-zenryo.net/saga-iroha

トラベル佐賀 佐賀県

日本旅行サービス 佐賀県

ジョイックストラベル 佐賀県

旅ひろば 佐賀県

鳥栖商工センター 佐賀県 https://www.tscenter.jp/

伊万里交通 佐賀県

ロイヤル観光 佐賀県 http://www.royal-kanko.com

佐賀大学 佐賀県

西九州ツーリスト 佐賀県

エム企画九州旅行 佐賀県

ナガサキトラベル 長崎県 http://www.ngst.jp/

日中悠友旅行 長崎県 http://jct-nagasaki.com/

雲仙観光 長崎県 http://e-unzen.co.jp/smarts/index/1/

長崎旅行企画 長崎県



事業者名称 都道府県 URL

長崎県交通観光 長崎県 http://www.koutukankou.com/

タイムリートラベル 長崎県

対馬空港ターミナルビル 長崎県

長崎空港ビルディング 長崎県 https://www.nabic.co.jp

西肥バス旅行社 長崎県 https://www.saihibusuryokousya.com

タイムリーツーリスト 長崎県 https://timelytourist.com/

長崎バス観光 長崎県 https://nbkanko.com/

長崎ダイヤモンドスタッフ 長崎県 https://www.diamondstaff.co.jp

新日本観光 長崎県 https://shinnihon-kanko.net/

対馬旅行センター 長崎県 https://stores.jtb.co.jp/b8383-0

アイラオリエンタルリンク 長崎県

長崎県職員生活協同組合 長崎県

ヒューマングループ 長崎県 http://humantravel.jp

村里運輸 長崎県 http://www.murasato.co.jp

川本観光社 長崎県

大川陸運 長崎県 http://hirado.sakura.ne.jp/

九州旅行会 熊本県

熊本ツーリスト 熊本県

トラベラーズスカイ 熊本県

P＆P 熊本県 http://www.abc-china-mj.com/pp/

熊本阿蘇タクシートラベル 熊本県

熊本旅行(天草デスク） 熊本県

岸田観光 熊本県

ジェイツーリスト九州 熊本県 https://stores.jtb.co.jp/bg994-0

グレーストラベル 熊本県 https://grace-travel.jp

トラベルアシスト熊本 熊本県 https://www.tak390.co.jp/

天草観光企画 熊本県 https://www.akt-amakusa.com/home

ビッグミカエル 熊本県 http://seibu-kanko.com/

くまもと 熊本県 http://www.kumamoto.coop

ユース・コーポレーション 熊本県

山一観光 熊本県 http://www.yamaichi-kanko.co.jp

山の旅企画室 熊本県 https://renzan.net/

ユニオントラベル熊本 熊本県 https://www.unitora.com

なないろ 熊本県 https://www.nanairo7716.co.jp/

日本内外旅行 熊本県 http://nihon-naigai.com/

九州産交ツーリズム 熊本県 https://www.kyusanko.co.jp/tourism/

山口・トラベル 熊本県

日専連ツアーズ 熊本県 https://nissenren-tours.co.jp/

熊本市農業協同組合 熊本県

CKT企画 熊本県 http://ckt51.co.jp

セフティー観光JAPAN 熊本県 https://safety-kanko.jp/

ゆとり旅 熊本県

サンワールド九州 熊本県 http://sunworld-kyushu.co.jp/

Ｓｏｎｏｔａｂｉ７１８ 熊本県

鹿本農業 熊本県
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あそ熊本ツーリスト 熊本県

鶴屋百貨店 熊本県 https://www.tsuruya-dept.co.jp/index.html

カラーズプランニング 熊本県

バカンスプロジェクト 熊本県

サカキ・エンタープライズ 熊本県

あいら観光 熊本県

九州セブン観光バス 熊本県

熊本旅行 熊本県 http://www.kumaryo.com/

学会旅行センター熊本 熊本県

荒尾観光振興 熊本県

TKUヒューマン 熊本県 http://www.tkuhuman.co.jp

旅のよろこび 熊本県

玉名旅行センター 熊本県

熊本バス 熊本県 https://www.kuma-bus.co.jp

アースランド観光 熊本県

八代観光旅行社 熊本県

九州中央トラベル 熊本県 https://kctravel.jp

旅企画山都 熊本県

いわやまトラベル 熊本県

トラベルロード 熊本県 http://travelroad.jp/

熊本電気鉄道 熊本県 https://tour.kumamotodentetsu.co.jp/

南阿蘇観光 熊本県 https://www.minamiasokoutu.com/

熊本宇城 熊本県 https://www.jauki.or.jp/

くす旅サービス 大分県 https://kusu-tabi-s.storeinfo.jp/

ハート 大分県 https://www.tabigasuki.jp/

中津旅行センター 大分県 https://www.nakatsu-travel.com/

シティタクシーホールディングス　 大分県 https://www.ojk-citytaxi.jp

日田バス株式会社 大分県 https://hitabus.com

エスツアーズ 大分県 http://s-tours.co.jp/

オフィスケイ 大分県 https://k-travel.net/

サンライズトラベル 大分県

ツーリズム豊後大野 大分県 http://toyotabi.net/

エスエスツーリスト 大分県 https://stores.jtb.co.jp/b0490-0

ラッキートラベル 大分県

ゆふ旅行 大分県 https://www.yufuryokou.com/

オーシートラベル 大分県 http://www.occard.jp/octravel/

豊後ドリームラボ　ワールドトラベラー 大分県 https://wtraveler.jp

大分航空トラベル 大分県 http://www.oita-air-travel.jp/

日豊ツーリスト 大分県 https://ryoko-oita-takehiko.jimdofree.com/

ひた旅行センター 大分県

おおいたツーリスト 大分県 http://oitatourist.jp

大分交通 大分県 https://www.oitakotsu.co.jp

大分県労働者総合 大分県

いいたび 大分県 http://www.ii-tabi.jp

小代商工 大分県 http://www.koshiro-shoko.jp
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国東市観光協会 大分県 https://visit-kunisaki.com

竹田市観光ツーリズム協会 大分県

旅助 大分県 https://www.tabisuke-oita.net/

藤山観光 大分県 https://fujiyama-kanko.co.jp

太平洋トラベル 大分県

宇和島運輸交通社 大分県 http://www.uwajimaunyu.co.jp/associatedcompany/unyukotsusha/

双葉タクシー 大分県 http://bus.futabataxi.jp/

オーシー 大分県

大分バス 大分県 https://www.oitabus.co.jp/

グッチョイストラベル中島 宮崎県 https://www.ekiten.jp/shop_7004386/

コープみやざき 宮崎県 http://www.miyazaki.coop

宮崎旅行サービス 宮崎県 https://www.tabinokotonara.com

ハッコートラベル 宮崎県 https://www.h-liner.com

西部旅行 宮崎県

大坪建設工業（ひなたJIKAN） 宮崎県 https://www.hinatajikan.com/

宮崎県勤労者旅行会 宮崎県 http://kinryo.lekumo.biz/

平和観光 宮崎県 http://www.nagamine-g.co.jp

西日本観光 宮崎県

トラベルナイス 宮崎県

アレンジ 宮崎県

トラベルジャパン 宮崎県

旅工房 宮崎県 https://tabi-kobo.com/

亜細亜観光 宮崎県 http://azikanman.jp

アイロード・プラス 宮崎県

宮崎ツアーサービス 宮崎県 http://www.mtour.co.jp/

JUJUトラベル 宮崎県 http://jujutravel777555@gmail.com

宮崎交通 宮崎県 http://www.miyakoh-kanko.com/

エムシーツーリスト 宮崎県 http://www.mc-tourist.co.jp

トラベルワン 宮崎県 http://traone.com/

ワールドトラベル 宮崎県

大清 宮崎県 http://travel.taisei.cc/index.html

メモリード宮崎（ベルズ宮崎ツーリスト） 宮崎県

新日本観光社 鹿児島県

JKトラベル 鹿児島県

サニーワールド 鹿児島県 https://sunnyworld.co.jp/

スカイトラベル出水 鹿児島県 https://izumi-travel-agency.business.site/

国分トラベルサービス 鹿児島県

霧島観光社 鹿児島県 https://kirishima-kanko.jp/

山形屋 鹿児島県 https://www.yamakataya.co.jp

スカイトラベル 鹿児島県 http://sky-travel.co.jp/

ヤクデン商事 鹿児島県 http://www.yakushimatravel.com

Ｌｅａｆ 鹿児島県

種子島航空センター 鹿児島県

叶運輸 鹿児島県

鹿児島交通観光 鹿児島県 https://www.iwasaki-group.com/travel/
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南国交通 鹿児島県 https://nangokukotsu-travel.com/

南栄ツーリスト 鹿児島県

全日本旅行センター 鹿児島県 https://stores.jtb.co.jp/b0398-0

西川海陸輸送 鹿児島県 http://www.nisikawa.net/index.html

鹿児島県旅行業協同組合 鹿児島県 https://mitabi.net/

旅丸ツーリスト 鹿児島県

MISOLA LINK 鹿児島県 https://misolalink.com/

希 鹿児島県 https://sakurakanko-travel.com/

トラベルメイク 鹿児島県

奄美航空 鹿児島県 https://www.ama2.jp/

出水観光旅行社 鹿児島県 https://izumi-kanko.jp/

南薩観光 鹿児島県 https://www.gse-nansatsu.com/

アーベル 鹿児島県 https://www.earth-bell.com

名瀬港運 鹿児島県

エアーアシスト 沖縄県 http://kippuppu.com

沖縄リゾートトラベル 沖縄県

日本旅行沖縄 沖縄県 https://www.ntaoka.co.jp/

スケヨシ 沖縄県

結トラベルデザイン 沖縄県

イーストホームタウン沖縄 沖縄県 https://eht.okinawa/

ガリバー旅行企画 沖縄県 http://www.gariver-t.co.jp

琉球ツアーオフィス 沖縄県 https://ryukyutournew.ti-da.net/

カリーツアーズ 沖縄県

エイチ・アイ・エス沖縄 沖縄県 https://www.his-j.com/okinawa.html

ジャンボツアーズ 沖縄県 https://www.jumbotours.co.jp/

リウボウ旅行サービス 沖縄県 https://rts21.co.jp

北谷ツーリズムデザインラボ 沖縄県

スカイツアーズ 沖縄県 https://www.e-myholiday.com/

沖縄スカイ観光サービス 沖縄県 https://sks.okinawa.jp

中央ツーリスト 沖縄県 https://www.5454.co.jp/

ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ 沖縄県

沖縄ツーリスト 沖縄県 https://otspremium.com/

レキオツーリスト 沖縄県 https://www.lequio-tourist.okinawa/

美ら島 沖縄県 http://www.churabus.co.jp/

JTB沖縄 沖縄県

ツーリスト大旗 沖縄県

東亜旅行社 沖縄県 http://www.toa-travel.com/

名護ツアーセンター 沖縄県 http://www.nagotc.net/

富士ツーリスト 沖縄県 https://www.fujitourist.co.jp/

沖電ビジネスサービス 沖縄県

旅らぼ沖縄 沖縄県 http://tabilabo.okinawa/

国際旅行社 沖縄県 https://its1.jp/

パンプキンサポート沖縄 沖縄県

ワールドツーリスト 沖縄県

国際旅行社南部 沖縄県



事業者名称 都道府県 URL

ビックアオバ 沖縄県

美らステイ沖縄 沖縄県 https://www.churastay.com/


