
全期間入場券・引換券の販売店舗一覧 

 

愛知県  

名古屋市内（35 箇所） 

（株）ジェイティービー 

名古屋栄支店 名古屋市中区栄 3-6-20 辰晃ビル  052－243－3860 

名古屋伏見支店 
名古屋市中区栄 2-1-1 日土地名古屋ビル

1階  
052－232－2431 

オアシス 21 営業所 名古屋市東区東桜 1-11-1 オアシス 21 内 052－963－5911 

名古屋松坂屋内支店 名古屋市中区栄 3-16-1 松坂屋北館 1階 052－251－3441 

名古屋駅前支店 
名古屋市中村区名駅4-6-18 名古屋ビル1

階  
052－563－8500 

（株）ジェイティービートラベランド 

メッツ大曽根店 
名古屋市東区矢田町 4-65-25 メッツ大曽

根店 2階  
052－719－1351 

鳴海イトーヨーカドー店 
名古屋市緑区浦里 3-232 イトーヨーカドー

鳴海店 1階  
052－895－3851 

南陽ジャスコ店 
名古屋市港区春田野 1-330 ジャスコシティ

南陽 1階  
052－302－7751 

藤ヶ丘清水店 
名古屋市守山区森孝東 1-509 清水屋藤ケ

丘店 1階  
052－775－1616 

名鉄観光サービス（株） 

栄町支店 
名古屋市東区東桜 1-12 先 名鉄栄町駅名

鉄サービスセンター  
052－951－6436 

金山支店 
名古屋市熱田区金山1-1-18 金山駅・金山

プラザ  
052－683－7820 

名古屋伏見支店 
名古屋市中区栄 2-9-26 ポーラ名古屋ビ

ル  
052－211－2315 

柳橋支店 
名古屋市中村区名駅 424-8 アクサ名古屋

ビル  
052－562－0505 

池下支店 
名古屋市千種区覚王山通8-70-1 サンクレ

ア地下東棟  
052－764－5666 

   



天白支店 
名古屋市天白区植田 3-1608 名鉄交通植

田ビル  
052－804－8851 

藤が丘支店 
名東区藤が丘 146 藤ヶ丘市街地住宅 2号

棟   
052－775－7351 

県庁旅行センター 名古屋市中区三の丸 3-1-2 愛知県庁  052－961－6902 

市役所旅行センター 
名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所

西庁舎  
052－971－6236 

栄地下支店 名古屋市中区栄 3-4-6 先 サカエチカ  052－951－5201 

サービスセンター支店 
名古屋市中村区名駅 1-2-2 名鉄ビル地下

内  
052－585－1747 

メルサ支店 
名古屋市中村区名駅 1-2-4 名鉄バスター

ミナルビル  
052－565－1891 

近畿日本ツーリスト（株） 

名古屋中央支店 
名古屋市中村区名駅 1-2-2 名古屋近鉄ビ

ルMB-1  
052－541－8686 

栄支店 
名古屋市中区栄 4-1-8 栄サンシティビル 1

階  
052-243-4891 

名古屋伏見支店 名古屋市中区栄 1-5-8  052－201－8121 

（株）日本旅行 

名古屋栄支店 
名古屋市中区新栄町 2-13 栄第一生命ビ

ル 1階  
052－962－6471 

（株）農協観光 

愛知支店 
名古屋市中区錦 3-3-8 農林会館第二ビル

1階 
052－951－1553 

チケットぴあ 

玉音堂店 
名古屋市中村区名駅 3-28-2 大名古屋ビ

ルヂング地下 1階 
052－561－2966 

ユニモールプレイガイド店 
名古屋市中村区名駅 4-5-26 ユニモール

内 
052－586－1277 

ぴあ名古屋ビル店 
名古屋市東区東桜 2-13-32 ぴあ名古屋ビ

ル 1階 
052－939－5555 

ビックオレンジ店 
名古屋市千種区内山 3-25-6 IKKO ターミ

ナル 1階 
052－732－0062 

今池ボトムライン店 名古屋市千種区今池 4-7-11 052－731－1544 

 

 
  



東急観光 

名古屋栄支店 
名古屋市中区栄 3-1-8 名古屋東急イン 1

階 
052－242－1952 

名古屋支店 
名古屋市中区丸の内2-17-18 名古屋東急

ビル 2階 
052－232－1091 

読売旅行 

名古屋営業所 
名古屋市中区栄 1-17-6 読売新聞中部支

社 1階 
052－204－0601 

 

 

犬山・春日井・小牧・瀬戸（6 箇所） 

（株）ジェイティービー 

春日井支店 春日井市瑞穂通 5-60 平成ビル 1階  0568－84－2371 

（株）ジェイティービートラベランド 

犬山キャスタ店 犬山市天神町 1－1 キャスタ 1 階  0568－62－6030 

（株）ジェイティービーサンアンドサン中部 

中部瀬戸店 瀬戸市共栄通り 1-30 ガスビル瀬戸 1階  0561－85－1133 

（株）ジェイティービー総合提携店 

ツーリスト愛知

KOMAKI 
小牧市東 1-126 ジャスコ小牧店 2階  0568－76－1801 

名鉄観光サービス（株） 

桃花台支店 小牧市古雅 1-1 桃花台タウンセンター  0568－78－1251 

春日井支店 
春日井市鳥居松町 6-29-3 名鉄西部交通ビ

ル内  
0568－83－4801 

 

 

尾張旭・長久手・日進（7 箇所） 

（株）ジェイティービートラベランド 

尾張旭イトーヨーカド

ー店 

尾張旭市南原山町石原 116-4 イトーヨーカドー

尾張旭店 2階  
0561－54－9171 

（株）ジェイティービー総合提携店 

（株）ツーリストアイチ 

アスカ店 

尾張旭市東大道町原田 2525-5 アスカショッピン

グタウン 1階  
0561－52－6988 



近畿日本ツーリスト（株）特約店 

（株）シティーツァーズ 

長久手店 
愛知郡長久手町戸田谷901 アピタ長久手店2階0561－64－3166 

（株）ジェイエルシー 

JLC トラベルプラザ 
日進市栄二丁目 1603 番地 ヴィオラ日進 1号  0561－73－3070 

（株）日本旅行特約店 

陶都観光サービス 

本社営業所 
瀬戸市京町 2-66-5 0561－85－8558 

陶都観光サービス 

緑町営業所 
瀬戸市緑町 1-105 0561－82－0228 

チケットぴあ 

オプト尾張旭店 
尾張旭市西大道町五輪塚 3689-1 オプト尾張旭

店 1階 
0561－51－0341 

 

半田・常滑・東海・大府（5 箇所） 

（株）ジェイティービー 

半田支店 半田市昭和町 1-2 昭和ビル 1・2 階  0569－22－3911

（株）ジェイティービー総合提携店 

アイコーサービス荒尾

店 
東海市荒尾町別出シ 1-3 つたや店内 1階 052－689－3850

名鉄観光サービス（株） 

常滑支店 常滑市鯉江本町 5-141 名鉄常滑駅構内  0569－35－4477

半田支店 半田市広小路町 128 名鉄知多半田駅前ビル内  0569－21－1118

チケットぴあ 

イオン東浦ショッピン

グセンター店 

知多郡東浦町大字緒川字申新田二区 67-8 イオ

ン東浦ショッピングセンター 
0562－82－2780

 

 

豊田・岡崎・豊橋（9 個所） 

（株）ジェイティービー 

豊田支店 豊田市若宮町 2-66 豊田グランドビル 1・2 階 0565－34－3511 

岡崎支店 岡崎市康生通り東 1-1 安田生命ビル 1階  0564－21－5132 

   



名鉄観光サービス（株） 

豊田支店 豊田市若宮町 1-35 名鉄豊田プラザ  0565－32－3113 

東岡崎旅行サロン 岡崎市明大寺本町 4-70 名鉄東岡崎駅構内 0564－26－4610 

豊橋支店 豊橋市駅前大通 2-29 北星ビル  0532－54－8241 

近畿日本ツーリスト（株） 

岡崎支店 岡崎市明大寺町字川端 20-2  0564－23－3421 

（株）日本旅行 

豊橋支店 豊橋市花田一番町 180  0532－33－7910 

チケットぴあ 

T-FACE 店 豊田市若宮町 1-57-1 T-FACE 7 階 0565－33－0004 

岡崎シピコ店 岡崎市康生通西 2-20-2 岡崎シピコ 1 階 0564－21－0211 

 

知立・刈谷・安城・西尾（3 箇所） 

（株）ジェイティービートラベランド 

知立ギャラリエアピタ

店 

知立市長篠町大山 18-1 ギャラリエアピタ知

立店  
0566－83－8221 

名鉄観光サービス（株） 

西尾支店 西尾市住吉町 4-18 名鉄西尾駅構内  0563－57－5158 

（株）日本旅行 

刈谷支店 刈谷市大手町 1-3-2 三井生命ビル 1階  0566－25－2600 

 

豊川・新城・蒲郡（2 箇所） 

（株）ジェイティービートラベランド 

豊川サティ店 豊川市開運通り 2-31 豊川サティ 1 階  0533－83－2231 

（株）ジェイティービー総合提携店 

ミカワトラベルサービス 蒲郡市元町 10-8  0533－67－7411 

 

岩倉・一宮・津島・稲沢･江南（7 箇所） 

（株）ジェイティービー 

一宮支店 一宮市栄 3-7-18 ミルキーウェイビル  0586－72－0405 

   



（株）ジェイティービーサンアンドサン中部 

ヨシヅヤ津島本

店 

津島市大字津島字北新開 351 ヨシヅヤ津島本店 2

階  
0567－26－3856 

ヨシヅヤ稲沢店 稲沢市朝府町 4-1 ヨシヅヤ稲沢店 1階  0587－23－0392 

名鉄観光サービス（株） 

一宮支店 一宮市栄 1-11-16 マースビル  0586－71－8321 

岩倉旅行サロン 岩倉市本町 1-34 名鉄岩倉駅構内  0587－37－9891 

津島支店 津島市今市場町 4-9 サンガーデン内  0567－26－4498 

江南支店 江南市古知野町朝日 282 名鉄江南駅構内  0587－56－4613 

 

高浜（1 箇所） 

チケットぴあ 

生活便利会館 

T ぽーと 
高浜市神明町 8-20-1 生活便利会館 Tぽーと 1階 0566－52－7400 

岐阜県  

岐阜・各務原（7 箇所） 

（株）ジェイティービー 

岐阜支店 岐阜市神田町 4-6  058－264－7211 

（株）ジェイティービーサンアンドサン中部 

イトーヨーカドー各務

原店 

各務原市蘇原青雲町 4-1 イトーヨーカドー各務

原店 1階  
0583－89－6103 

名鉄観光サービス（株） 

岐阜支店 岐阜市神田町 4-2 雅ビル  058－265－8101 

新岐阜駅前旅行サロ

ン 
岐阜市神田町 8-16 オリエンタル村井ビル  058－262－1177 

近畿日本ツーリスト（株） 

岐阜支店 岐阜市神田町 9-20 住友生命岐阜ビル 6階  058－265－0203 

（株）日本旅行 

岐阜支店 岐阜市神田町 7-3-2 三富ビル  058－265－7501 

（株）農協観光 

岐阜支店 岐阜市江添 2-4-18 058－276－5020 

 



大垣（2 箇所） 

（株）ジェイティービー 

大垣支店 大垣市東外側町 1-4 明治生命ビル内  0584－74－0074 

チケットぴあ 

ヤナゲン大垣本店 
大垣市高屋町1-56 ヤナゲン大垣本店B館O

階 
0584－81－8986 

 

多治見・可児（4 箇所） 

（株）ジェイティービー 

多治見支店 多治見市本町 1-85 名鉄パレ並び  0572－22－4351

（株）ジェイティービートラベランド 

可児プラザパテイオ店 
可児市下恵士 5750 可児ショッピングプラザ

パテイオ 1階 
0574－63－0651

名鉄観光サービス（株） 

バロー広見店 可児市広見 2024-3 バロー広見店内  0574－60－5110

チケットぴあ 

パティオ可児 SC専門店

街案内所 

可児市下恵土 5750 パティオ可児ショッピン

グセンター1階 
0574－60－0548

 

中津川・土岐（1 箇所） 

（株）日本旅行 

土岐市支店 土岐市泉町久尻 33-1  0572－54－2131 

 

高山（1 箇所） 

（株）日本旅行 

高山支店 高山市昭和町 1 高山駅構内  0572－54－2131 

関（1 箇所） 

チケットぴあ 

サンサンシティマーゴ店 関市倉知 516 サンサンシティマーゴ 1階 0575－21－0204 



三重県  

津（3 箇所） 

（株）ジェイティービー 

津支店 津市北丸之内 12 朝日生命ビル内  059－228－0201 

（株）日本旅行 

津支店 津市羽所町 375 百五明生ビル 1階  059－226－5577 

（株）農協観光 

三重支店 四日市市安島 2-1-2 JA パーキング 1F 0593－53－0911 

 

四日市（5 箇所） 

（株）ジェイティービー 

四日市支店 四日市市浜田町 5-27 第 3 加藤ビル 1・2 階  0593－53－8611 

名鉄観光サービス（株） 

四日市支店 四日市市諏訪町 4-5 住友生命四日市ビル  0593－53－8558 

近畿日本ツーリスト（株） 

四日市支店 四日市市安島 1-1-56 近鉄四日市駅構内  0593－51－4891 

チケットぴあ 

中部近鉄四日

市 

四日市市諏訪栄町 7-34 中部近鉄百貨店四日市店

6階 
0593－54－7292 

日永カヨー四日

市 
四日市市日永 4-2-41 日永カヨー四日市 2階 0593－46－8811 

 

桑名・鈴鹿（2 箇所） 

（株）ジェイティービートラベランド 

桑名店 桑名市末広町58 タクトビル1階 0594－22－9777 

チケットぴあ 

鈴鹿ハンターショッピングセンター

店 
鈴鹿市算所 2-5-1 0593－79－2200 

 

 

 



伊勢・松坂（2 箇所） 

（株）ジェイティービー 

伊勢支店 伊勢市吹上 1-8-39 小川ビル 1階  0596－28－7171 

近畿日本ツーリスト（株） 

松阪営業所 松阪市日野町 742-1 0598－21－4891 

 

浜松（2 箇所） 

（株）ジェイティービー 

浜松支店 浜松市千歳町 70-1 ファンビルディング 1・4 階  053－453－2111 

（株）日本旅行 

浜松支店 浜松市田町 329-20  053－454－4371 

 


