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アーバンツーリスト 北九州市⼩倉南区徳⼒2-5-1-301 093-961-3370

有明交通株式会社 柳川市⼤和町中島80 0944-76-3310

アンバサダージャパン合同会社 博多区榎⽥1-4-72-203号 092-482-2670

いいたび株式会社 ⼤分県⼤分市⼤⼿町3-2-2 097-547-8258

エスツアーズ株式会社 ⼤分県⼤分市⼤字曲1439-1ヴェルジュS2-
101

097-568-0887

MHI福岡株式会社 若松区ひびきの2-6 093-883-8812

⼤分県労働者総合⽣活協同組合 ⼤分市中央区4-1-32 097-548-5515

⼤分交通株式会社 ⼤分市新川⻄1丁⽬3-15 097-532-6368

⼤牟⽥観光 ⼤牟⽥市岬町3-4 イオンモール⼤牟⽥ 0944-54-1300

海洋観光株式会社 博多区奈良屋町14-20ベスト⼤博ビル5F 092-292-0908

春⽇観光株式会社 博多区元町1-3-6 092-581-1986

株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 博多区店屋町6-25 092-262-7778

株式会社IACEトラベル 中央区天神1-6-8ツインビル8階 050-2018-3248

株式会社アジア福岡パートナーズ 久留⽶市百年公園1-1久留⽶リサーチセン
タービル6階

0942-27-8683

株式会社アドツーリスト 中央区天神4-9-10第⼆正友ビル3F 092-738-0200

株式会社アンサーンブル 中央区薬院4-6-22-603 092-533-9195

株式会社エイチ・アイ・エス 中央区天神1-14-4 天神平和ビル8F 092-735-5510

株式会社エヌティーエー旅⾏ ⼭⼝県萩市⼟原165-1 0838-21-0020

株式会社オルト 中央区六本松4-9-10 092-771-3021

株式会社かすや かすや旅⾏センター 糟屋郡粕屋町⼤字⼤隈1229 092-938-3919

株式会社九州観光 ⼋幡東区⻄本町4-4-17-203 093-671-2561

株式会社九州国際 博多区博多駅南4-4-17-501 092-260-9997
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株式会社九州ツーリスト 早良区野芥4-3-15 092-873-4156

株式会社ツアー旅⾏社 中央区⼤名2-11-25 新栄ビル1階 092-752-0550

九州産交ツーリズム株式会社 熊本市中央区花畑町4-3 太陽⽣命熊本ビル
9F

096-325-3535

九州商船株式会社 ⻑崎県⻑崎市元船町16-12 095-828-3125

九州トラベル株式会社 柳川市⼤和町中島577-4 0944-76-0556

九州旅客鉄道株式会社 営業部旅⾏課 博多区博多駅東1-12-23 092-474-6790

九電旅⾏サービス  中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館6階 092-731-4891

近畿⽇本ツーリスト株式会社 福岡⽀店 博多区綱場町1-1D-LIFEPLACE呉服町8階 092-272-4891

キントウンツアーズ 株式会社 博多区沖浜町14-1博多港国際ターミナル3F 092-260-3433

くす旅サービス ⼤分県玖珠郡玖珠町帆⾜262-21 0973-72-3070

京王観光株式会社 福岡⽀店 博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4F 092-415-1514

ケイツー旅⾏社 ⼋幡⻄区市瀬1-1-7-304 093-621-2353

合同会社エーエスエー 博多区博多駅前4-33-7 ロマネスク博多駅前
2F 212号

092-477-8118

⼩嶋観光株式会社 朝倉市杷⽊久喜宮1639-1 0946-23-9080

コスモ観光株式会社 中央区⾼砂2-6-4 第10上村ビル5F 092-406-7477

有限会社出⽔観光旅⾏社 ⿅児島県出⽔市昭和町16-5 0996-62-1333

有限会社極東航空交通観光 福岡市東区⾹椎4丁⽬19-5 092-661-4549
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⼀般社団法⼈新宮町おもてなし協会 糟屋郡新宮町下府2-6-8 092-981-3470

株式会社　DREAM　INTERFACE 早良区城⻄1-8-36　Phonenix⻄新3Ｆ 092-846-0168

株式会社 新⽇本観光 糟屋郡粕屋町⼤字酒殿字⽼ノ⽊192-1　イオン
モール福岡2F 092-692-5490

株式会社サミットインターナショナル 博多区博多駅3-9-5-511 090-2851-0085

株式会社CKT企画 熊本市東区江津3-4-12Hagino51BLD5F 096-370-2222

株式会社ジー・ピー・イー 博多区博多駅前3-22-6ビジネスワン博多駅前ビ
ル7F 092-413-6588

㈱JTB 中央区天神2-12-1天神ビル1階 092-752-0700

株式会社セラヴィ北九州営業所 北九州市⼩倉北区⿂町1-4-21　⿂町センタービ
ル7階 093-513-2220

株式会社タイガートラベル ⼩倉南区新道寺469-1 093-453-1717

株式会社旅ステージ 久留⽶市⽇吉町5-43 0942-27-6329

株式会社旅ネットジャパン⻄都 ⻄区⻄都2丁⽬11-18-1 092-807-8616

株式会社　旅ランド 直⽅市頓野4132-1 080-4745-0252

株式会社筑後旅⾏センター 筑後市⼤字⼭ノ井709-2 0942-52-4911

株式会社ツアー・ウェーブ九州営業所 博多区博多駅前３丁⽬２７－２５ 第⼆岡部ビ
ル９階 092-686-8017

株式会社ツアーバンク 博多区春町2-3-26-301 092-404-0983

株式会社ＴＮ　トラベルネクスト 久留⽶市篠⼭町12番地3 パーク・ノヴァ久留⽶中
央604 0942-27-7446

株式会社dodo 博多区東那珂3丁⽬3-37 092-452-7711

株式会社トラベルウィズ 宮若市本城1119　いきいき本城ⅡA棟 0947-44-1056

株式会社トラベルウエスト 中央区天神5-10-11 イトーピア天神ビル7F 092-717-5822

株式会社トラベルオンザロード 博多区神屋町9-20パソナール博多2階 092-291-3633

株式会社トラベルハート 直⽅市湯原2丁⽬1-1イオンモール直⽅1階 0949-29-0015

株式会社トラベルルック ⼋幡⻄区折尾4-9-9 093-602-6666
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株式会社トラベルロード 熊本市北区植⽊町植⽊136-7 096-223-5339

⻄部ガス旅⾏ 博多区千代1-17-1パピヨン241F 092-633-2477

サザンセト交通株式会社 ⼭⼝県⼤島郡周防⼤島町⼩松91-6 0820-79-2121

ジェイツーリスト九州　JTB総合提携店 熊本県⼋代市建⾺町3-1 0965-30-9700

ジャパン九州ツーリスト株式会社 ⼩倉北区浅野3-8-1AIMビル6階 093-521-8897

JAPAN HOPE株式会社 博多区東光2-5-14　第５平野ビル4F 092-292-3232

ジャパンホリデートラベル福岡営業所 博多区中洲3-7-24-11F　WE　WORK 050-5491-7685

ジョイトラベル有限会社 古賀市中央1-6-40 092-943-1355

すえトラベル 朝倉市屋永4137-1 0946-22-9311

綜合交通株式会社のがみトラベル 東区箱崎ふ頭5-9-36 092-643-7707

第⼀観光株式会社 博多区中呉服町5-8 092-271-0044

たびっとくんツアー 博多区博多駅前2-12-9　第6グリーンビル5F 092-415-6311

旅の輪九州株式会社 早良区⻄新7-1-57⽥村ビル1階 092-707-7577

中和国際株式会社 ⼤分県⼤分市錦町1-2-2 097-576-7082

T-LIFEパートナーズ株式会社　福岡⽀店 博多区博多駅前3-6-12オヌキ博多駅前ビル3F 092-451-2500

東海教育産業株式会社　イーエスツアー　熊本旅⾏センター 熊本市東区渡⿅9-1-1東海⼤学けやき会館2階 096-385-0377

東武トップツアーズ 中央区天神３丁⽬11-1　天神武藤ビル4階 092-739-0010

TRAVELAGE 東区箱崎1-32-31　スパタルハコザキ2F 050-5832-3123

トラベルオペレーショングループ合同会社 博多区東光1-2-8内⼭東光ビル201 092-475-1888

トラベルラボ 糟屋郡志免町王⼦1-24-26 092-937-2470

有限会社トラベルアシスト熊本 熊本県上益城町⼤字平⽥2328-6 096-287-1777

有限会社タック・トラベル 糟屋郡粕屋町⼤字⼤隈413 092-939-9522



「福岡の避密の旅」（第４弾）利⽤可能 旅⾏会社⼀覧
＜ナ〜ハ⾏＞

2022/9/2現在

5 / 8 ページ

旅⾏会社名 住所 電話番号

株式会社⻄⽇本⽇中旅⾏社 博多区冷泉町5-32オーシャン博多ビル4F 092-283-8989

株式会社農協観光九州統括⽀店 中央区天神4-9-13JA共済天神ビル 092-711-7005

(株)ビッグストーン・ツアーズ 中央区⼤名1-9-45　404号 092-406-2421

株式会社中津旅⾏センター 中津市中殿町3-9-14 0979-53-9900

株式会社南海国際旅⾏福岡営業⽀店 中央区天神2-14-2　福岡証券ビルディング4F 092-751-1151

株式会社　⻄⽇本旅⾏ 久留⽶市⻄町864-2 0942-32-8383

株式会社⻄⽇本新聞旅⾏ 中央区天神1-4-1-14階 092-711-5518

株式会社⽇中友好旅⾏社 早良区南庄2-18-3 090-1363-2228

株式会社⽇本旅⾏　 博多区中洲５－１－１　⽇本旅⾏博多ビル４階 092-282-7997

株式会社ネオ倶楽部 博多区中洲5-6-24 第６ガーデンビル5階 092-282-5571

株式会社ハッピートラベル 博多区博多駅前1-31-17 TOHO福岡ビル11階 092-483-1177

株式会社ハルク 中央区警固2丁⽬11-6宇⽥ビル203号 092-734-5500

(株）阪急交通社 中央区渡辺通2-1-82電気ビル共創館12F 0570-089-039

株式会社ビーアクセス 博多区博多駅東2-4-17　第6岡部ビル6階 092-433-1444

株式会社ひまわり観光 嘉⿇市⽜隈770番地 0948-57-3601

株式会社ブループラネット（ブループラネットツアー） 糟屋郡篠栗市篠栗町尾仲67-5-103 092-406-6950

株式会社　フレアツアーズ 中央区今泉1-12-8天神QRビル3階 092-737-5720

株式会社防⻑トラベル ⼭⼝県周南市有楽町23番地 0834-31-1241

⻄鉄旅⾏株式会社 福岡市中央区天神2-11-2 092-741-4952

⻄⽇本観光旅⾏株式会社 ⼩倉北区京町3-14-11 093-551-5757

⻄⽇本ツーリスト株式会社 京都郡苅⽥町上⽚島2222-2 0930-25-5489

⻄⽇本ユウコー商事株式会社　⻄⽇本ユウコーツーリスト 博多区下川端町3-1 博多リバレイン9F 092-271-5898
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⻄⽇本観光サービス株式会社 ⼭⼝県防府市駅南町7-37 0835-22-7573

⽇豊観光バス株式会 社⽇豊観光トラベル ⼤分県⼤分市森町234番地1 097-529-5555

⽇豊ツーリスト ⼤分県⽇⽥市城町1-3-70 0973-28-6173

⽇本ツーリストクラブ株式会社 ⼭⼝県周南市児⽟町2丁⽬13番地3階 0834-2-3200

ハートトラベル ⼤分県⼤分市荷町9-9　イワオビル1階 097-594-3303

HAKATAグローバル株式会社 博多区博多駅前2-4-7　新博多ビル201 092-982-5792

ひた旅⾏センター ⽇⽥市⽟川3-1455-1 0973-24-6181

プラムツアー 博多区⻄春町1-1-30サンケイコーポ1F 092-585-2600

堀川トラベルサービス株式会社 ⼋⼥市本村347-1 0943-24-2100

有限会社 北⽃観光 三潴郡⼤⽊町横溝1743-3 0944-85-8594

有限会社藤⼭観光 ⽇⽥市⼤字三和95番1号 073-23-9964
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株式会社　漫遊 糟屋郡新宮町美咲2-8-6　コスモスBLD.6　202 092-985-1553

株式会社　マエスト 博多区中洲5-1-22松⽉堂ビル2F 0570-012-329

株式会社都屋 中央区渡辺通3-6-22 092-771-8833

株式会社宮崎旅⾏サービス 宮崎県都城市蔵原町12街区3号 0986-51-5200

株式会社ミヨシツーリスト 中央区⿊⾨8-2 092-735-8811

株式会社姪浜タクシー 姪浜トラベル ⻄区⼩⼾4丁⽬19番20号 092-885-8833

株式会社やずや 南区那の川1-6-14 092-526-0828

株式会社⼭⼀観光 ⼤牟⽥営業所 ⼤牟⽥市⼤正町5-1-13 0944-51-3255

株式会社ヤングリゾート 博多区博多駅東1-18-25第五博多借成ビル8階 092-477-6588

株式会社UNAラボラトリーズ 中央区薬院3-12-22-302 092-982-7956

みどり太陽交通株式会社　太陽旅⾏ ⾏橋市宮市町4番8号 0930-26-2333

名鉄観光サービス株式会社　福岡⽀店 博多区博多駅前1-2-5　紙与博多ビル 092-451-8811

ユーユートラベル有限会社 ⼋幡東区⻄本町4-1-1 093-681-0555

ユニバーサルトラベルビューロー株式会社 北九州市⼩倉北区鍛冶町1-1-1　北九州東洋ビル3階 0800-600-4921

株式会社読売旅⾏福岡営業所 中央区⼤名1-2-23ビジネス・ワンけやき通りビル6階 092-726-5581
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株式会社 ケイエムトラベル 遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 093-291-4488

株式会社ランドシステムジャパン マスターズトラベル 博多区博多駅前2-10-12　ハイラーク博多駅前
815 092-482-1838

株式会社柳城トラベルズ 柳川市下宮永町651-1 0944-73-1963

株式会社YKJ 柳川市東蒲池189-10 0944-73-5151

有限会社旅⾏庵 久留⽶市新合川1-2-1ゆめタウン久留⽶1階 0942-43-8222

祐徳旅⾏株式会社 佐賀県⿅島市⼤字⾼津原4078番1 0954-63-1151

ラッキートラベル株式会社 ⼤分県佐伯市⻑島町1-35-27 0972-23-8888

ラド観光株式会社 博多区博多駅前3-10-24　博多駅前藤井ビル2
階 092-432-1860

リンケージ株式会社 博多区中洲中島町4-23-1002 092-292-7088

レジャープラン Kasane 中央区天神4-9-10 第⼆正友ビル1階 092-725-9090


