＊＊＊＊＊ご案内＊＊＊＊＊
販売開始日や取扱商品については、各旅行会社にお問合せください。
各旅行会社ごとに販売数が異なります。
売り切れ等により販売を早期終了する旅行会社もございます。

令和２年8月18日時点
名称

所在地

電話番号

株式会社アイアイグループリゾートトラベル

宇都宮市今泉町175

028-627-1212

㈱アキヤマ観光

真岡市荒町2丁目6-2

0285-82-3251

㈲アサノトラベル

那須塩原市豊浦93-1

0287-63-7960

アルフトラベル

宇都宮市富士見が丘4-8-11

028-625-1878

（有）泉観光社

矢板市上町617-1

0287-40-3045

岩崎観光社

芳賀郡益子町大字益子640番地6

0285-72-2446

うつのみや観光

宇都宮市東峰町3023-20

028-662-4166

㈲ウィングワールドツアーズ

宇都宮市今泉町2540−12

028-666-0485

㈲宇都宮動物園（ハッピーツーリスト）

宇都宮市上金井町552-2

028-665-3374

HIS 宇都宮営業所

宇都宮市江野町５−１ 熊谷第9ビル 1F

028-637-5871

HIS おやまゆうえんハーヴェストウォーク営業所

小山市大字喜沢１４７５ TSUTAYA BOOKSTORE内 1F おやまゆうえんハーヴェストウォーク

0285-20-0601

HIS 宇都宮東口営業所

宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1階

028-651-5201

HIS 法人営業本部 栃木営業所

宇都宮市江野町５−１ 熊谷 第 9 ビル 3F

028-610-1211

大山タクシー㈲ （大山旅行サービス）

小山市犬塚2-8-5

0285-22-0925

尾花観光㈱

足利市田中町902−10

0284-71-2810

一般社団法人 鹿沼市観光協会

鹿沼市銀座1丁目1870-1

0289-60-6070

上岡トラベル

栃木市藤岡町大田和1151-1

0282-62-4607

関東観光コンサルタント㈱

足利市若草町2-7

0284-41-2391

関東総合企画㈱本社

宇都宮市駒生町851-6

028-621-3822

関東総合企画㈱エバーグリーンツーリスト

宇都宮市城東1-5-6

028-639-5931

(有)関東中央観光

芳賀郡市貝町市塙1528

0285-68-0010

関東ツアーサービス㈱本社

宇都宮市簗瀬4-25-5

028-614-4433

関東ツアーサービス㈱今市旅行センター

日光市瀬川1216

0288-22-4000

関東ツアーサービス㈱宇都宮駅前旅行センター

宇都宮市駅前通り3-5-6

028-638-3277

関東ツアーサービス㈱県南旅行センター

小山市神鳥谷2-3-17

0285-38-6311

関東ツアーサービス㈱県北旅行センター

大田原市浅香2-3552-5

0287-23-5914

関東旅行㈱

佐野市富岡町207-3

0283-23-3315

関東旅行㈱ 栃木中央営業所

栃木市片柳町1-10-18

0282-24-6833

関東旅行㈱ 小山営業所

小山市東城南4-34-2

0285-38-9190

㈱共栄観光 足利サービスセンター

足利市南町4254-1

0284-70-3056

桐生旅行 足利営業所

足利市小俣町3990-13

0284-62-5586

㈱近畿日本ツーリスト 宇都宮支店

宇都宮市大通り1-4-22 MSC第2ビル6Ｆ

028-346-5489

㈱近畿日本ツーリスト 足利営業所

足利市朝倉町245コムファースト２階

0284-72-5946

㈱近畿日本ツーリスト 北関東提携販売センター

宇都宮市大通り1-4-22 MSC第2ビル6Ｆ

028-346-5505

国谷観光株式会社

上三川町大字石田1262番地2

0285-56-2573

グラン☆シャリオ ツーリスト

足利市通2-14-2

0284-40-1688

黒田トラベルサービス

栃木市岩舟町下津原1187-1

0282-55-7471

株式会社KTA

日光市鬼怒川温泉滝545

0288-76-3655

ケ

県南旅行社

小山市東間々田2丁目24-11

0285-45-0889

コ

株式会社国際ツーリストサロン

小山市城山町2-12-16

0285-24-3911

香耀インターナショナル（株）佳の香トラベル

宇都宮市岩曽町884

028-678-2184

坂入旅行社

河内郡上三川町磯岡224

0285-56-2838

佐野観光株式会社

佐野市赤坂町116

0283-24-1588

三英自動車株式会社（三英観光）

日光市石屋町422番地

0288-54-1130

サンエムとらべる

佐野市大橋町3179-14

0283-21-4300

㈱サン・トラベル

栃木市昭和町7-3

0282-22-1765

㈲サントラベルオフィス

宇都宮市駒生町3369-28

028-600-6333

JTB宇都宮アピタ店

宇都宮市江曽島本町22-7アピタ宇都宮店 1階

028-684-2181

JTB宇都宮店

宇都宮市池上町4-11宇都宮東栄ビル

028-614-2000

JTB宇都宮イトーヨーカドー店

宇都宮市陽東6丁目2-1イトーヨーカドー宇都宮店2階

028-689-3800

JTBおやまゆうえんハーヴェストウォーク店

小山市 大字喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク1階

0285-20-1725

JTB足利店

足利市 朝倉町2-1-11 1階

0284-70-0101

JTB両毛オフィス

足利市 朝倉町2-1-11 2階

0284-70-0118

ジョイフルツアー

さくら市卯の里3-45-2

028-681-7130

シルクトラベル

鹿沼市板荷3130-3

0289-66-2008

シンエイ観光バス（シンエイ観光サービス）

塩谷郡高根沢町平田2012-3

028-676-0303

新関東観光㈱

日光市土沢1969-28

0288-26-3335

スター旅行社

那須郡那珂川町馬頭440

0287-92-4111

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

サ

シ

ス

名称

所在地

電話番号

滝観光

大田原市北滝792番地3

0287-54-3231

株式会社旅紀行

小山市上泉218-1

0285-38-3411

㈲たび倶楽部

栃木市藤岡町甲266

0282-62-2813

㈱タビックスジャパン宇都宮支店

宇都宮市宿郷2-7-3 IRビル宿郷4F

028-614-5533

旅工房

宇都宮市西川田町993-41

028-658-9697

㈲旅プラン

栃木市片柳町1-19-10

0282-24-8760

旅楽

鹿沼市千渡2299-2

0289-65-7967

㈱旅らんど

宇都宮市河原町7-5

028-688-8322

㈱ツアープランナーオブジャパン栃木支店

宇都宮市御幸本町4862-4

028-661-8611

つゝじ観光社 佐野営業所

佐野市相生町25

0283-23-0918

TCB観光㈱TCBトラベル

栃木市大森町445-6

0282-31-3821

株式会社DMC鬼怒川温泉

日光市鬼怒川温泉滝542番地3

0288-77-0461

㈱東武クリーン（タンポポツアー東武ツーリスト）

日光市平ケ崎390番地

0288-22-2388

東武ステーションサービス 鬼怒川温泉駅ツーリストセンター

日光市鬼怒川温泉大原1390

0288-77-1158

東武ステーションサービス 東武日光駅ツーリストセンター

日光市松原4-3

0288-54-0864

東武トップツアーズ 宇都宮支店

宇都宮市馬場通り2-1-1 NMF宇都宮ビル5階

028-636-7761

東武トップツアーズ 栃木支店

栃木市片柳町2丁目13-11

0282-24-8727

㈱東武旅行業務センター

佐野市葛生東1-4-3

0283-85-2418

東北観光社

芳賀郡茂木町坂井994-2

0285-63-2176

株式会社栃木交通ツアー

下野市下古山2984番地

0285-51-1331

栃木実業㈱栃木ツーリスト

宇都宮市桜2丁目2番30号

028-650-2482

㈲栃木つばさ観光

下野市駅東6-4-20

0285-40-0711

株式会社栃旅協サービスセンター

宇都宮市戸祭元町2-9

028-627-2450

トチギ旅行開発本社

宇都宮市戸祭元町2-8 福田屋百貨店本社ビル3F

028-600-1555

トチギ旅行開発FKDトラベラーズクラブ今泉店

宇都宮市今泉町237 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店3F

028-623-4433

トチギ旅行開発FKDトラベラーズクラブインターパーク店

宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2F

028-657-6111

友井観光

小山市城山町2-12-25

0285-21-2840

トラベル加藤

大田原市蛭畑1166-22

0287-98-2222

(有)中郷観光

矢板市片岡2096-29

0287-48-0577

那須観光自動車

大田原市堀之内638番地

0287-59-1020

一般社団法人那須塩原市観光局

那須塩原市関谷448-4

0287-46-5326

那須中央観光バス

那須郡那須町大字高久甲4008-10

0287-62-5151

一般社団法人那須町観光協会 (8/1～受付開始)

那須郡那須町那須湯本182

0287-76-2619

那須南トラベル

那須烏山市初音7-3

0287-84-0284

株式会社仁井田観光

塩谷郡高根沢町伏久472

028-676-0021

日光おでかけサロン

日光市安川町6-18

0288-54-2700

日新航空サービス㈱芳賀トラベルセンター

芳賀郡芳賀町芳賀台98

028-677-5200

日新航空サービス㈱栃木駐在営業所

芳賀郡芳賀町下高根沢4630 本田技研工業㈱四輪事業本部第1食堂内

028-677-3696

日新航空サービス㈱さくら駐在営業所

さくら市下河戸1220-32 ㈱本田技術研究所四輪R＆Dセンターさくら研究所内

080-7976-8871

日旅トラベル

宇都宮市下川俣135-28

028-662-3400

(有)日中総合サービス

河内郡上三川町ゆうきが丘12-6

0285-52-1588

日本旅行 宇都宮支店

宇都宮市大通り2丁目1-5明治安田生命宇都宮大通りビル1階

028-346-4170

日本旅行 栃木支店

栃木市河合町2-3

0282-23-3223

日本旅行リテイリング イオンモール小山支店

小山市 中久喜1467-1イオンモール小山1階

0285-20-0533

日本旅行リテイリング イオンモール佐野新都市支店

佐野市高萩町1324-1イオンモール佐野新都市1階

0283-27-2000

日本旅行リテイリング 自治医大内支店

下野市薬師寺3311-1自治医大内地下1階

0285-44-6648

日本旅行リテイリング ベルモール宇都宮支店

宇都宮市陽東6丁目2-1ベルモール2階

028-613-5011

ニュー小泉トラベルセンター

那須郡那珂川町小川586-5

0287-96-2486

ヌ

ヌマニウトラベル

真岡市亀山1-27-4

0285-84-2100

ノ

農協観光栃木支店

宇都宮市平出工業団地9番地25 JAビル4階

028-616-8988

のんびり国際開発㈱あかさわツアー

那須塩原市塩原1149

0287-46-5700

はぎわら観光㈱ 本社営業所

芳賀郡益子町北中437-1

0285-72-5334

はぎわら観光㈱ マシコカントリーサイドツアーズ営業所

芳賀郡益子町益子1539-2（益子駅舎内）

0285-81-3907

ハッピー・トラベル

宇都宮市横山3-1-13

028-624-1135

㈱羽田観光

さくら市氏家2565-30

028-682-2245

ハロー観光

日光市森友1596-16

0288-22-6261

㈱阪急交通社

宇都宮市馬場通り2-1-1

028-635-8939

㈲ひかりオフィス（ひかりトラベル）

宇都宮市中央5-18-7

028-639-6111

有限会社ビーワン・トリップ

宇都宮市西川田本町3-17-13

028-684-2633

ファーストタクシーサービス㈱

宇都宮市2-1-19

028-625-1770

深澤観光

那須郡那珂川町馬頭2220

0287-92-3750

㈲福田観光社

下都賀郡壬生町通町9-28

0282-82-0206

富士観光バス

栃木市野中町464-1

0282-23-3113

株式会社ベストツアー

佐野市浅沼町622-3

0283-23-8828

タ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

ハ

ヒ

フ

ヘ

名称

所在地

電話番号

ホンダ開発㈱HGT第1営業所

芳賀郡芳賀町下高根沢4630 本田技研工業(株)四輪事業本部 第1食堂内

028-687-1325

ホンダ開発㈱HGT第2営業所

芳賀郡芳賀町下高根沢4630 本田技研工業(株)四輪事業本部 第2食堂内

028-677-7372

ホンダ開発㈱HGT第4営業所

塩谷郡高根沢町上高根沢2900 本田技研工業(株) 生産本部 栃木オフィス構内 Welセンター

028-687-2388

ホンダ開発㈱生産技術統括部内営業所

芳賀郡芳賀町芳賀台6-1 本田技研工業(株)生産技術統括部 WELセンター内

028-677-5549

ホンダ開発㈱ 栃木営業所

芳賀郡芳賀町芳賀台56-2

028-677-3394

ホンダ開発㈱HRD Sakura 営業所

芳賀郡芳賀町芳賀台56-2 さくら市下河戸1220-32(株)本田技術研究所四輪R&Dセンター さくら研究所内

028-687-1145

マ

みずほツーリスト

宇都宮市平塚町113

028-656-5263

ミ

㈱みのわトラベル

宇都宮市江曽島町1062-1

028-645-6916

宮内観光

足利市大町9-8

㈱未来を創る

矢板市こぶし台1947

ミル・ドゥ・ツール

大田原市美原１丁目3番21号

0284-41-2925
0287-47-5531
070-2638-7980（土・日）
0287-23-0090

真岡鐵道㈱（真岡鐵道旅行センター）

真岡市台町2474-1

0285-84-7913

㈱茂木トラベル

芳賀郡茂木町茂木45

0285-63-0134

ヤ

やしお観光バス株式会社

那須塩原市三区町528-11

0287-37-3335

ユ

ユーミ.プランニング

鹿沼市富岡460-1

0289-63-3939

ヨ

株式会社 横根交通（横根企画）

鹿沼市野尻324-1

0289-64-4134

吉成観光

真岡市久下田901-2

0285-74-0109

(有)ヨシノツアーサービスエイジェンシー

真岡市荒町1078-3

0285-82-1444

㈱読売旅行 宇都宮営業所

宇都宮市泉町1-30

028-624-8091

ラ

ラルゴツーリストインターナショナル株式会社

大田原市美原2-3180-1

0287-20-3236

ワ

㈲ワイズプランニング

真岡市亀山3-23-1 大越観光バス内

0285-80-1668

(有)ワールド旅行

宇都宮市中岡本町2784-3

028-671-4400

ホ

モ

