令和3年7月20日 現在

「地元で愉しもう！とやま観光キャンペーン」参加旅行会社
旅行会社名
富山市

支店名

住所

TEL

営業時間

定休日

(株)ＪＴＢ

富山店

富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル1階

076-441-1311

10:00～17:00

火･水･祝日

(株)ＪＴＢ

富山支店

富山市桜町1-1-36 富山地鉄ビル1階

076-431-7581

9:30～17:30

土･日･祝日

(株)ＪＴＢ

富山アピタ店

富山市上袋100-1 アピタ富山店1階

076-495-3377

10:00～17:00

アピタ富山店の休業日

(株)ＪＴＢ

富山大和店

富山市総曲輪3-8-6 大和富山店5階

076-491-5155

10:00～17:00

大和富山店の休業日

(株)アイ・エム・インターナショナル

本社

富山市町村199-3

076-424-4246

10:00～18:00

日

(株)エコロの森

本社

富山市文京町3-4-8

076-444-0576

9:00～20:00

不定休

(株)エヌトラベル

本社

富山市五福3601-13

076-433-0048

10:00～17:00

土･日･祝日

富山市安住町2-14 北日本新聞社3階

076-445-3587

9:00～17:00

土･日･祝日

(株)北日本新聞開発センター
(株)近畿日本ツーリスト中部

富山支店（法人専用）

富山市本町3-25 富山本町ビル5階

076-433-8855

9:15～18:00

土･日･祝日

(株)品川グループ本社

本社

富山市千歳町2-5-26 富山トヨタ自動車内

076-444-5566

9:00～17:30

月･祝日

(株)ツアーパートナーズ

本社

富山市新庄町1番地10

076-482-4936

9:30～18:00

土･日･祝日

(株)東和観光

本社

富山市婦中町速星253-1

076-482-5888

9:00～17:00

土･日･祝日

(株)トマト旅行

本社

富山市萩原250-1

076-428-5110

9:30～18:00（土10:00～18:00）

日･祝日

(株)日本旅行

ＴｉＳ富山支店（店頭営業）

富山市明輪町1-230 クラルテ1階(富山駅構内)

076-441-8353

10:00～18:00

水･祝日

(株)日本旅行

ＴｉＳ富山支店（法人営業）

富山市明輪町1-230 クラルテ1階(富山駅構内)

076-433-1184

10:00～18:00

土･日･祝日

(株)ニュージャパントラベル

本社

富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま1階

076-441-2000

10:00～16:00

土･日･祝日

(株)ニュージャパントラベル

ファボーレ店

富山市婦中町下轡田165-1 ファボーレ1階

076-465-1820

10:00～19:00

定休日なし

(株)阪急交通社

富山営業所

富山市桜橋通り6-11 富山フコク生命第二ビル7階

076-471-7112

9:30～17:30

土･日･祝日

(株)ホクタテ

本社

富山市中野新町1-2-10

076-421-7210

9:00～17:00

土･日･祝日

(株)ワ－ルドトラベルサ－ビス

本社

富山市新根塚町1-9-45 BNK第一ビル2F

076-491-2337

10:00～16:00

土･日･祝日

(有)タイセイツアーズ

富山県庁内営業所

富山市新総曲輪1-7

076-441-1152

8:30～17:30

土･日･祝日

(有)タイセイツア－ズ

本社

富山市八尾町福島251

076-455-8211

9:00～18:00

土･日･祝日

(有)西部トラベル

本社

富山市太郎丸西町2-7-11 ビューラーFM1F

076-422-6333

9:00～18:00

日

(一社)地域・観光マネジメント

本社

富山市北新町2-2-7 今井ビル6B

076-471-6103

10:00～18:00

日･祝日

タビックスジャパン

富山支店

富山市安住町7-14 第一生命ビル3F

076-433-1010

10:00～17:00

土･日･祝日

ティアンドティツアーズ(株)

本社

富山市花園町3-2-9 池田ビル1F

076-492-4365

9:00～17:00

土･日･祝日

東武トップツアーズ(株)

富山支店

富山市本町9-10 大同生命富山ビル7F

076-431-7638

9:30～17:30

土･日･祝日

東武トップツアーズ(株)

富山県教職員厚生会デスク

富山市本町9-10 大同生命富山ビル7F

076-444-2345

9:30～17:30

土･日･祝日

富山市農業協同組合

JA富山市旅行センター

富山市吉岡467-1

076-420-8111

08:30～17:00

土･日･祝日

富山地鉄サービス(株)

旅行部

富山市牛島町24-35

076-442-8181

9:00～16:00

土日祝日

なのはな農業協同組合

本社

富山市豊田本町3-18-21

076-438-2214

8:30～17:00

土･日･祝日

日本海ツーリスト(株)

富山本社グリーンモール店

富山市山室226-2 グリーンモール山室内

076-422-5777

10:00～18:00

土･日･祝日

ニュー飛騨観光バス(株)

富山(営)旅行部

富山市西塩野152-2

076-461-3061

9:00～18:00

土･日･祝日

ブライトトラベル

本社

富山市婦中町下坂倉82-4

076-466-5585

10:00～18:00（土9:00～14:00）

日･祝日

平和堂旅行センター

アル・プラザ富山営業所

富山市婦中町下轡田165-1

076-466-1826

10:00～19:00

ファボーレの定休日

北電産業(株)

本社

富山市牛島町13-15 百川ビル6F

076-431-0301

8:40～17:20

土･日･祝日

株式会社ヴァケーション

OM-VACATION 富山サロン

富山市根塚町3丁目3-12 根塚町ビル2F

076-491-3311

9:30～18:00

火･水（祝日営業）

株式会社エイチ・アイ・エス

富山営業所

富山市総曲輪3-3-15

076-425-0521

11:00～18:00

水･木･金

新富観光サ－ビス(株)

本社

富山市上野322

076-428-5544

9:00～16:00

水･土･日･祝日

新富旅行(株)

本社

富山市向川原町2-23 ダイヤパレス雪見橋1F

076-491-3223

9:00～18:00

日･祝日

中部観光(株)

本社

富山市黒崎445

076-425-3011

9:00～17:30

土･日

朝日ツーリスト

本社

富山市大手町3-9

076-461-6030

10:00～17:15

土･日･祝日

名鉄観光サービス(株)

富山支店

富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階

076-431-8056

9:30～17:30

土･日･祝日

旅行会社名
高岡市

支店名

住所

TEL

営業時間

定休日

(株)ＪＴＢ

イオンモール高岡店

高岡市下伏間江383 イオンモール高岡店1階

0766-27-2415

10:00～17:30

イオンモール高岡店の休業日

(株)ニュージャパントラベル

高岡営業所

高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ7階

0766-27-2777

10:00～16:00

水･木･土･日･祝日

(株)富山県福祉旅行センタ－

本社

高岡市関本町61

0766-21-4700

9:00～16:00

土･日

(株)福福旅行社

本社

高岡市福岡町大滝962-1

0766-64-5687

9:00～18:00

日

(有)高陵ニュ－トラベル

本社

高岡市丸の内7-35

0766-24-0678

8:30～17:30

土･日･祝日

ＦＫＫツアーズ(株)

本社

高岡市伏木湊町5-5

0766-44-0106

9:00～17:00

土･日･祝日

アイトラベル達信(株)

高岡事務所

高岡市羽広130-3

090-3293-3038

9:00～17:00

土･日･祝日

イルカ交通(株)

本社

高岡市二塚418-1

0766-25-2244

9:00～18:00

日･祝日

エムアールテクノサービス(株)

本社

高岡市吉久1-1-143

0766-27-6003

8:30～17:30

土･日

おむすび旅行

本社

高岡市定塚町1200番地

0766-54-6678

10:00～17:00

日

トナミ商事(株)

本社

高岡市昭和町1-2-10

0766-22-9855

8:30～18:00

第1,2,4土･日･祝日

のむら旅行

本社

高岡市放生津2

0766-84-8341

8:00～19:00

なし

パンチツーリスト

本社

高岡市和田359-1

0766-24-3316

9:00～18:00（土～13:00）

日･祝日

みゅうツアーズ

本社

高岡市三女子152-1

0766-30-5233

9:30～18:00

日･祝日

有限会社高岡トラベルサービス

高岡市問屋町25番地

㈱燕昇司2F

0766-25-5455

優トラベルクラブ

本社

高岡市伏木矢田上町8-34

0766-44-6822

9:00～17:00

日

読売旅行

高岡営業所

高岡市下関町4-5 読売会館5階

0766-23-5800

10:00～16:00

土･日･祝日

加越能バス(株)

本社

高岡市江尻1243-1

0766-21-6980

9:00～17:00

土･日･祝日

高岡交通(株)

本社

高岡市二塚754-1

0766-26-1212

9:00～18:00

日･祝日

新富観光サ－ビス(株)

高岡店

高岡市二塚401-1

0766-92-2233

9:00～16:00

水･土･日･祝日

福岡観光旅行社

本社

高岡市福岡町福岡1078-7

0766-64-2176

9:00～19:00

日･祝日

(株)ツアーズジャパン

射水オフィス

射水市北高木137-2

0766-75-4268

10:00～18:00

土･日･祝日

(株)トラベル新湊

本社

射水市中新湊10-27

0766-84-2055

9:00～18:00

日･祝日

(株)ニュージャパントラベル

ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ小杉店

射水市三ヶ2602 アル･プラザ小杉1階

0766-95-5557

10:00～17:00

水曜日

(有)富山呉西トラベル

本社

射水市三ヶ4044-1

0766-55-2711

9:00～18:00（土～13:00）

日･祝日

いみず野農業協同組合

本社

射水市北野1555-1

0766-52-0218

8:30～17:00

土･日･祝日

海王交通(株)

本社

射水市本町3-16-3

0766-82-6227

8:00～17:30

日

加越能バス(株)

氷見旅行センタ－

氷見市加納484-1 プラファ内

0766-72-5504

10:00～19:00

日･祝日

西部観光(株)

本社

氷見市幸町25-49

0766-72-2179

9:00～17:00

土･日･祝日

氷見市農業協同組合

本社

氷見市朝日丘2-32

0766-74-8892

8:30～17:00

土･日･祝日

平和交通(株)

本社

氷見市柳田2078-1

0766-91-8383

9:00～18:00

土･日

射水市

氷見市

砺波市
(株)

本社

砺波市永福町6-48

0763-33-2858

9:00～18:00

日･祝日午後

(株)雄神トラベル

Ｋ．トラベル

本社

砺波市庄川町示野121 エントラスタウン庄川1F

0763-82-6330

10:00～17:00

土･日･祝日

(有)マリ－旅行社

本社

砺波市千代146-5

0763-33-0395

9:00～18:00

日･祝日

アイトラベル達信(株)

本社

砺波市杉木4-75 74ビル1-3

0763-23-5511

9:00～17:00

土･日･祝日

チューリップ交通(株)旅行部

本社

砺波市庄川町金屋3680-1

0763-82-7111

9:00～18:00

土･日･祝日

となみ観光交通(株)

本社

砺波市表町1-44

0763-33-0039

9:00～17:00

土･日･祝日

となみ野セントラルツアー(株)

本社

砺波市宮沢町3-11

0763-32-8625

9:00～17:30

日･祝日

日本海ツーリスト(株)

砺波本店

砺波市太郎丸1-9-24 日本海ビル1F

0763-33-5577

10:00～18:00

土･日･祝日

日本ツアーシステム

イオンモールとなみ店

砺波市中神31街区1

0763-33-0755

10:00～17:00（※時短中のため変更の可能性あり） なし

本社

小矢部市石動町10-28 Aコープおやべ店内

0766-68-1211

10:00～18:00

小矢部市
いなば農業協同組合

土(13:00～18：00）･日･祝日

旅行会社名
南砺市

支店名

住所

TEL

営業時間

定休日

(株)トラベルサービス読売

本社

南砺市二日町２１９１

0763-22-5630

10:00～17:00

土･日･祝日

(株)トラベルサ－ビス読売

本社

南砺市二日町2191

0763-22-5630

10:00～17:00

土･日･祝日

(株)なぎさ交通

本社

南砺市岩屋2-1

0763-82-5570

8:00～17:00

土(不定休)･日

(株)ニュージャパントラベル

南砺支店

南砺市やかた147

0763-22-2848

10:00～16:00

土･日･祝日

(株)ゆうゆうトラベル

本社

南砺市北川128-6

0763-82-6672

9:00～18:00（土～12:00）

日･祝日

(株)杓子屋福光観光

本社

南砺市福光(東町)7385

0763-52-0301

(株)第一ツア－ズ

本社

南砺市福光7061番地2

0763-52-6381

9:00～18:00

日･祝日

(有)さくらツーリスト

本社

南砺市百町40-7

0763-22-1550

9:00～18:00

なし

(有)ハスヌマ観光旅行社

本社

南砺市本町1-49

0763-82-1170

9:00～19:00

日

南砺交易(株)

本社

南砺市高宮5222

0763-52-8758

9:00～19:00

なし

なるわ交通(株)(金沢ﾅﾙﾜﾄﾗﾍﾞﾙ)

Yomiuri支店

南砺市二日町２１９１

0763-22-8888

10:00～17:00

土･日･祝日

なんと農業協同組合

本社

南砺市野田1369

0763-62-3013

9:00～17:30

土･日･祝日

(株)サトウトラベルサービス

本社

下新川郡入善町入膳5227-4

0765-72-0139

9:00～18:00

日･祝日

入善観光バス(株)

本社

下新川郡入善町入膳7019-44

0765-74-0533

9:00～17:00

日

黒部市飯沢6120-5

0765-54-8686

10:00～17:45

土･日･祝日

不定休

入善町

黒部市
(株)ＹＫＫツーリスト
魚津市
(株)金太郎温泉

本社

魚津市天神野新6000

0765-24-1220

9:00～18:00

なし

(株)旅行企画

本社

魚津市釈迦堂1-16-12

0765-24-3900

9:00～19:00（土9:00～17:00）

日･祝日

魚津交通(株)

本社

魚津市本江2860-2

0765-22-0640

9:00～18:00

なし

新富観光サ－ビス(株)

魚津店

魚津市上村木1-1-10 オセルビル2F

0765-24-7110

9:00～16:00

水･土･日･祝日

(株)ツア－ズジャパン

本社

滑川市上小泉2948-1 S.Cパスタ内

076-476-0161

10:00～19:00

火･第3日

イルカ交通(株)

滑川営業所

滑川市東金屋145-1

076-476-0041

9:00～18:00

土･日･祝日

上市支店

中新川郡上市町法音寺5-6

076-472-6700

9:00～16:00

土日祝日

本社

中新川郡立山町東中野新143-1 立山あるぺん村内

076-483-1551

9:30～16:00

水･日

滑川市

上市町
富山地鉄サービス(株)
立山町
(株)あるぺん村

