
〔別添３〕

株式会社JTB
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 JTB 三重支店 514-0004 津市栄町3-143-1    笠間第2ビル2階 059-228-0203 9：30～17：30 土・日・祝

2 JTB 四日市店 510-0075 四日市市 安島1-2-24 T・Kビルディング3階 059-353-8611 10：00～18：00 火

3 JTB イオンモール東員店 511-0255 員弁郡東員町大字長深字築田510-1    イオンモール東員２階 0594-75-0651 10：00～18：00 不定休

4 JTB 鈴鹿アクロスプラザ店 513-0833 鈴鹿市庄野共進２丁目７番４号 059-367-0825 10：00～18：00 水・金

5 JTB イオンモール明和店 515-0348 多気郡明和町中村1223    イオンモール明和１階 0596-55-8137 10：00～18：00 不定休

6 JTB 津店 514-0031 津市北丸之内12    朝日生命ビル1階 059-228-0201
10：00～18：00

（受付終了17：00）
水曜日・ 祝日

7 JTB 中部旅の予約センター 050-3786-7605 10：00～18：00 年中無休

8 株式会社第一観光 本店 510-0833 四日市市中川原1-1-29 059-351-1188 9：00～18：00 土・日

9 株式会社第一観光 四日市北店 510-8016 四日市市富州原町2-40イオンモール四日市北店2階 059-361-6200 10：00～19：00 水

10 株式会社第一観光 営業本部・BANCO四日市店 510-0032 四日市市京町2-13萬古工業会館3階 059-337-8778
9：00～18：00

土09:00 ～ 17:00
日

11 シンフォニア商事株式会社 トラベル部ララパーク店 516-0007 伊勢市小木町曽祢538イオンタウン伊勢ララパーク1階 0596-36-7772
10：30～18：30

（受付終了17：30）
当面

火・金
12 シンフォニア商事株式会社 トラベル部松阪店 515-0083 松坂市中町2004 0598-25-3200 10：30～18：00 水・土
13 株式会社三重旅行サービス 名張店 518-0413 名張市下比奈知字黒田3100-1MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃUNY名張店1F 0595-68-5181 10：00～18：00 年中無休

14 株式会社三重旅行サービス 伊賀上野店 518-0820 伊賀市平野西町71番地    岡森書店白鳳店内 0595-26-0211 10：00～18：00 年中無休

1 JTBメディアリテーリング 中部販売センター 052-715-5011 09：30～17：30 土・日・祝

近畿日本ツーリスト株式会社
№ 会社名（直営店） 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日

1 近畿日本ツーリスト株式会社 桑名店 511-0863 桑名市新西方１-２２　ｲｵﾝﾓｰﾙ桑名１番街 アンク専門店街１Ｆ 0594-24-5141
月～日

10：00～20：00
イオンモール桑名

の休業日

2 近畿日本ツーリスト株式会社 四日市支店（個人店舗） 510-0075 四日市市安島１-１-５６ 近鉄四日市駅構内 059-351-4891
10：00～18：00

(受付終了 17：00)
火・土・年末年始
（12/29～1/3）

3 近畿日本ツーリスト株式会社 四日市支店（団体店舗） 510-0075 四日市市安島１-１-５６ 近鉄四日市駅構内 059-351-4851 9：15～17：00 土・日・祝
4 近畿日本ツーリスト株式会社 津支店（団体店舗） 514-0042 津市新町１-１３-１２ 近鉄津新町駅ビル２階 059-227-5516 9：15～18：00 土・日・祝
5 近畿日本ツーリスト株式会社 宇治山田駅店 516-0037 伊勢市岩渕２-１-４３ 近鉄宇治山田駅構内 0596-28-4101 10：00～18：00 火・土・祝日

6
クラブツーリズム株式会社
販売商品：クラブツーリズムの旅
のみとなります。

名古屋国内旅行センター 460-0008 052-300-0022 9:15～17:30 日・祝

№ 会社名（代理業・特約店） 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日

1 株式会社グリーントラベル 四日市営業所 510-8027 四日市市茂福１４６－１ 0593-64-6767
月～火・木～土
9：30～18：00

全日9:00～20:00

2 近畿日本鉄道株式会社 近鉄四日市駅営業所 510-0075 四日市市安島１－１－５６ 0593-51-3004
平日　11：00～19：00

土日祝　10：00～18：00
年中無休

3 近畿日本鉄道株式会社 近鉄宇治山田駅営業所 516-0037 伊勢市岩渕２－１－４３ 0596-20-6133
平日　11：00～19：00

土日祝　10：00～18：00
年中無休

4 株式会社シティツアーズ ＴＡＢｉＡＬＬ津南 514-0817 津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3階 059-238-2530
月～日　10：00～21：00

最終受付時間 20：00
年中無休

5 株式会社シティツアーズ 鈴鹿店 513-0806 鈴鹿市算所２－５－１　鈴鹿ハンター１階 0593-70-1515

月～金　10：00～20：00
（最終受付19：00）

土・日　9：00～21：00
（最終受付20：00）

年中無休

6 有限会社ジョイツアーズ エコー亀山店 519-0124 亀山市東御幸町２２２　亀山エコー２階 0595-82-2221 月～日　10：00～19：00 木曜日不定休
7 有限会社ツーリスト旅仲間 本社営業所 519-3204 北牟婁郡紀北町東長島　２０９８－１６ 0597-46-0505 月～日　9：30～18：30 水

三重交通株式会社
№ 旅行業者名 受託営業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 三重交通株式会社 旅行営業課 津市丸之内３３－３  三交丸之内ビル３階 059-224-5161 9:30～18:00 土・日・祝
2 三重交通株式会社 （テレホンセンター） ※バスハイク・ぶらさんぽ専用電話予約窓口 059-224-5535 9:30～18:00 土・日・祝
3 三重交通株式会社 北勢旅行支店 059-353-5911 9:30～18:00 土・日・祝
4 三重交通株式会社 四日市旅広場 059-353-2488 10:00～18:00 水曜日
5 三重交通株式会社 中勢旅行支店 059-236-5535 9:30～18:00 土・日・祝
6 三重交通株式会社 （個人旅行窓口） 059-236-5135 10:00～18:00 土・日・祝

7 三重交通株式会社 三重会館旅行センター 514-0032 津市中央１－１  （三重会館１Ｆ） 059-213-1135
10:00～12:40
13:20～18:00

土・日・祝

8 三重交通株式会社 イオン津城山旅行ｾﾝﾀｰ 514-1112 津市久居小野辺町１１３０－７（イオン津城山店１F） 059-254-3555

月～日
10：00～21：00

新規の受付・ご相談は
18:30まで

年中無休

9 三重交通株式会社 南勢旅行支店 0596-24-3101 9:30～18:00 土・日・祝
10 三重交通株式会社 伊勢旅広場 0596-24-3103 9:30～18:00 木・土・日・祝

11 三重交通株式会社 アピタ松阪三雲旅行センター 515-2121 松阪市市場庄町１２６６－1（アピタ１F） 0598-56-7558
月～日

10：00～21：00
年中無休

12 三重交通株式会社 南紀旅行支店 519-3617 尾鷲市野地町１３－３  （JR尾鷲駅前） 0597-22-2877
9:30～12:30
13:30～18:00

土・日・祝

№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 名阪近鉄旅行株式会社 桑名サンシパーク旅行センター 511-0947 桑名市大仲新田字新井水下84-1（スーパーサンシ桑名店１F） 0594-31-8121 月～日10：00～18：30 第3木曜日
2 名阪近鉄旅行株式会社 ツアー予約センター ※カッコーパルック専用電話予約窓口 059-221-3500 9:15～17:45 無休

   ＊旅の予約センターでは、宿泊を伴うご旅行のみの受付となります。

【株式会社JTBメディアリテーリング】
「JTB旅物語（三重県民限定商品）」は、JTBメディアリテーリングのみでの販売となります。

営業時間 定休日

販売取扱店舗一覧

伊勢市神田久志本町字須賀崎１５０９－４
（伊勢車庫内）

514-0033

510-0824

514-0131

516-0016

津市あのつ台4-1-1
（中勢北部サイエンスシティ内）

四日市市城東町２１－１８



株式会社日本旅行（要予約）
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 株式会社日本旅行 津支店 514-0004 津市栄町３丁目２５７  関権第５ビル３階 059-226-5577 13:00～18:00 土・日・祝
2 株式会社日本旅行 四日市営業所 510-0087 四日市市西新地１４－１  太平洋四日市ビル６階 059-350-3727 13:00～18:00 土・日・祝
3 株式会社日本旅行 伊勢支店 516-0073 伊勢市吹上１－１－４ 0596-28-5191 13:00～18:00 水・木・土・日・祝

名鉄観光サービス株式会社
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 名鉄観光サービス株式会社 津支店 514-0004 津市栄町3丁目141-1(モアビル内) 059-225-7676 10:00～18:00 土・日・祝日

冨士交通株式会社
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 冨士交通株式会社 本社営業所 510-0074 四日市市鵜の森２丁目１－１０  冨士交通ビル１F 059-352-5403 9：00～18：00 土日・祝日

株式会社三重トラベル
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日

1 株式会社三重トラベル 本社営業所 514-0835 津市幸町33-20  059-228-8181

2 株式会社三重トラベル 久居営業所 514-1135 津市久居本町1575 059-255-3351

東武トップツアーズ株式会社
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 東武トップツアーズ株式会社 514-0035 津市西丸之内21-19 丸之内ジャスティス3F 059-221-3331 9:30～17:30 土・日・祝日

株式会社ＩＮＴ’Ｌ　TOURS SYSTEM
№ 旅行業者名 店舗名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間 定休日
1 511-0243 員弁郡東員町穴太2340 0594-76-0733 9:00～17:30 土・日・祝日株式会社ＩＮＴ’Ｌ　TOURS SYSTEM

月～金9：30～18：00
土曜日9：30～16：00

日・祝

※営業時間、定休日につきましては、変更が生じる場合がございますのでホームページやお電話にてお問合せください。


