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事業者名称 都道府県 URL

徳島中央観光 徳島県 https://chuoukankou.com/

三野観光 徳島県 http://www.ceremony-hall.net/index.html

徳島旅日記 徳島県

コスモス観光 徳島県

アークトラベル恵 徳島県

古川運送 徳島県 https://www.kaguyahime-bus.jp/

光ドリーム観光バス 徳島県 http://www.hikaridream.co.jp/

スタンビジネスシステム 徳島県 http://www.stan.co.jp

池田観光バス 徳島県 http://www.ikeda-kanko.co.jp

海部観光 徳島県 https://kaifu-kanko.co.jp

お四国センター 直心 徳島県 https://jikishin88.jp

四国相互観光 徳島県

光明トラベル 徳島県 https://www.komyo-travel.co.jp/

スカイトラベル徳島 徳島県

西日本旅行 徳島県 http://win-b.jp/

阿波交通 徳島県 http://www.awa-kotsu.co.jp/

美波観光 徳島県 https://minami-k.jp

阿讃トラベル 徳島県

美郷観光 徳島県 http://misatokanko.com/

喜多旅行 徳島県

美馬市観光 徳島県

エアトラベル徳島 徳島県 https://www.air-travel.jp/

横瀬観光 徳島県 http://www.yokosekanko.com/kaishainfo.html

徳バス観光サービス 徳島県 https://www.tokubus-kanko.co.jp/

阿波旅行サービス 徳島県

藤西阿観光 徳島県

阿波中央バス 徳島県

山瀬トラベル 徳島県 https://www.yamasekanko.net/

マリーナ観光 徳島県

阿波観光バスサービス 徳島県 http://awakanko.com

ツーリズム徳島 徳島県 https://tokushima-tour.jp/

七福観光 徳島県

四国の右下観光局 徳島県 https://shikokunomigishita.jp/

四国巡拝センター 香川県

南原興産 香川県 https://minamikanko-bus.com

マルナカツーリスト 香川県 https://stores.jtb.co.jp/be722-0

第一観光 香川県 http://www.d-kanko88.com/

琴平バス 香川県 https://www.kotobus.com/

瀬戸内トラベルサービス 香川県 http://www.setotora.com

KMトラベルサービス 香川県

ウメモトトラベル 香川県

高知観光トク割キャンペーン　参画旅行会社一覧　【四国】

・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。
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タダノビジネスサポート 香川県 https://sys.tadano.co.jp/tbs/

一歩進 香川県 http://ipposhin.com

トラベルビジョン 香川県 https://travel-vn.co.jp/

東交トラベル 香川県 http://www.toko-travel.jp/

高松商運 香川県 http://www.takshoun.co.jp/

琴参観光 香川県 http://kotokan.co.jp/

マルイ観光バス 香川県 http://www.maruikankou.com/

大川観光 香川県 http://www.okawabus.com/travel/

旅ネット四国 香川県 https://www.junpai.co.jp/

アイランド・ネット 香川県 https://www.npo-islandnet.org/

琴参バス 香川県 http://www.kotosan.co.jp/

オーガトラベル 香川県 http://www.o-ga-travel.com

穴吹トラベル 香川県 https://www.anabukitravel.jp/corporate/

ことでんバス 香川県 http://www.kotoden.co.jp/

サントラベラーズサービス 香川県 https://suntravel.cc

西讃観光 香川県

四国航空 香川県 http://www.shikoku-air.co.jp/

三豊中央観光バス 香川県 http://www.b-block.com/mitoyo.chuo.kanko/

西讃観光サービス 香川県

SETOLIVE 香川県 https://setolive.net/

ＹＯＵ－ＯＮＥ 香川県

四国旅客鉄道 香川県 https://www.jr-shikoku.co.jp/

萩交通サービス 香川県

琴空バス 香川県

香川県庁生協旅行センター 香川県 https://kenchoseikyo.com/trip/

屋島観光バス 香川県 http://www.yashima-kanko.co.jp

西岡産業（エコロ観光） 香川県

平成バス 香川県

山城 香川県

四国観光トラベル 香川県

四国中央観光 香川県

小豆島交通 香川県 http://shodoshima-kotu.com

ワールド・ウィング 愛媛県

み・の・り 愛媛県 http://www.minori-turtle.co.jp/

愛媛新聞旅行 愛媛県 http://ehimeshinbunryoko.jp/

河南タクシー 愛媛県

ひめさき観光 愛媛県 http://himesaki.net

常盤タクシー 愛媛県 http://tokiwa-taxi.co.jp/

愛媛大学生活協同組合 愛媛県 https://ehimedas.com/

全国観光サービス社 愛媛県

国際旅行 愛媛県 http://www.kokusai-ryokou.co.jp

えひめ内外旅行社 愛媛県

八幡浜観光バス 愛媛県 http://www.hachikan.net/

すいは観光 愛媛県

松山交通社 愛媛県
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四国ツーリスト 愛媛県

四国レジャーサービス 愛媛県

Office旅ニケーション 愛媛県 https://tabinication.jp

若竹旅行 愛媛県

伊予ツーリスト 愛媛県

漣観光社 愛媛県 http://sazanami-tabi.com/

フジ・トラベル・サービス 愛媛県 https://fj-t.co.jp/

共盛社 愛媛県

ニュートラベル 愛媛県

日本交通社 愛媛県 http://www.kotsusha.co.jp

宇和島自動車 愛媛県 https://www.uwajima-bus.co.jp

コープえひめ 愛媛県

えひめバス旅行 愛媛県

南レク 愛媛県 https://www.nanreku.jp/

オキノ 愛媛県 https://www.uwapark.com/travel

せとうち観光社 愛媛県 https://skanko.com

東洋観光サービス 愛媛県

ユー・トラベル 愛媛県

今治国際ホテル 愛媛県 http://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp

ジェイジェイ旅行センター 愛媛県 http://jj-travel.co.jp/

西条市観光物産協会 愛媛県 http://saijo-imadoki.jp

小倉美穂 愛媛県 https://hiddenjapantravel.com

コンパストラベルサービス 愛媛県

四国旅行 愛媛県 https://www.shikokuryokou.com/

ヒューネット　Japan Tourism 愛媛県 https://www.hunet-corp.co.jp/

愛媛バス 愛媛県 http://ehime-bus.co.jp

伊予鉄トラベル 愛媛県 http://travel.iyotetsu.co.jp

アイライン 愛媛県

ソラヤマいしづち 愛媛県 https://ishizuchijourney.com/

ゆずえサービス 愛媛県

西日本観光 愛媛県 http://www.nishibus.jp

野村ツーリスト 愛媛県

いずみ観光 愛媛県 http://izumibus.com

Umique 愛媛県 http://www.unique-tour.com

高知県旅行業 高知県

土佐パシフィック旅行 高知県 https://www.tpttours.jp

嶺北観光自動車 高知県 https://reihoku-kanko.net/

黒岩観光 高知県 http://kurokan.net/

物部川DMO協議会 高知県 https://monobegawa.com/

土佐協栄観光 高知県

依光瓦工業 高知県

高知県観光コンベンション協会 高知県 http://www.mottokochi.com

土佐くろしお鉄道 高知県 https://www.tosakuro.com/

とさでん交通 高知県 https://www.tosaden.co.jp/

宮地観光サービス 高知県



事業者名称 都道府県 URL

明神観光 高知県 http://myojinkanko.co.jp

高知駅前トラベル 高知県

サントラベル 高知県

クロマー 高知県 https://krorma.co.jp/

四万十交通 高知県 http://konankanko.jp/

香北観光トラベル 高知県 http://kahoku-kanko.jp/

高知新聞企業 高知県 https://www.kochi-sk.co.jp

室戸明星トラベル 高知県 https://www.myojo-travel.com

四万十トラベル 高知県

えびす興産　(太平洋トラベル) 高知県

高知西南交通 高知県 http://www.kochi-seinan.co.jp/

高知ツーリスト 高知県

安芸トラベル 高知県

和光トラベル 高知県

土佐市観光 高知県 http://tosakan@shirt.ocn.ne.jp

芸西観光 高知県

森田 高知県 http://www.tosamahoroba.com

奥四万十高知 高知県 https://okushimanto.jp/


