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県名 販売代理店名 支店又は営業所名 住　　　所（市・区毎に表示） 電　話

1 ジェイティービー 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

2 名鉄観光サービス 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

3 名鉄観光サービス 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

4 名鉄観光サービス 名古屋中央支店 名古屋市中村区名駅4-2-28　名古屋第２埼玉ビル ０５２－５８６－４５４５

5 近畿日本ツーリスト 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M地下1階 ０５２－５８６－２７６０

6 日本旅行 名古屋駅前支店 名古屋市中村区名駅３－２８－１２　大名古屋ビル地下1階 ０５２－５８２－４８９１

7 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

8 チケットぴあ 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

9 農協観光 中部営業本部 名古屋市中区丸の内３－２０－１７　中外東京海上ビル15F ０５２－９５４－８１０５

10 東急観光 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

11 日本旅行 名古屋伏見支店 名古屋市中区錦１－２０－８　カーニープレイス名古屋伏見 ０５２－２１１－５２２５

12 ジェイティービー 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

13 名鉄観光サービス 広小路支店 名古屋市中区栄2-4-10　セントラルビル広小路 ０５２－２２２－６６７１

14 名鉄観光サービス 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

15 近畿日本ツーリスト 名古屋伏見支店 名古屋市中区栄1-5-8 ０５２－２０１－８１２１

16 ジェイティービー 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

17 名鉄観光サービス 栄地下支店 名古屋市中区栄3-4-6先　サカエチカ ０５２－９５１－５２０１

18 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

19 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

20 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

21 近畿日本ツーリスト 金山営業所 名古屋市中区金山1-14-9　 ０５２－３２２－３７７１

22 ジェイティービー 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

23 名鉄観光サービス 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

24 名鉄観光サービス 名古屋東支店 名古屋市東区葵3-22-5　矢作葵ビル５F ０５２－９７９－７２１０

25 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

26 チケットぴあ 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

27 チケットぴあ 今池ボトムライン店 名古屋市千種区今池4-7-11 ０５２－７３１－１５４４

28 名鉄観光サービス 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

29 名鉄観光サービス 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

30 名鉄観光サービス 藤が丘支店 名古屋市名東区藤ケ丘164 ０５２－７７５－７３５１

31 ジェイティービートラベランド 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

32 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

33 名鉄観光サービス 一宮支店 一宮市栄1-11-16　マースビル ０５８６－７１－８３２１

34 近畿日本ツーリスト 一宮営業所 一宮市栄4-1-8　 ０５８６－７１－０８８３

35 名鉄観光サービス 岩倉旅行サロン 岩倉市本町1-34　名鉄岩倉駅構内 ０５８７－３７－９８９１

36 名鉄観光サービス 江南支店 江南市古知野町朝日282　名鉄江南駅構内 ０５８７－５６－４６１３

37 名鉄観光サービス 津島支店 津島市錦町1-2　名鉄津島駅構内 ０５６７－２６－４４９８

38 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

39 名古屋空港 ターミナルビル１階 西春日井郡豊山町豊場林先 ０５６８－２８－５６３３

40 名鉄観光サービス 小牧支店 小牧市中央1-260　名鉄小牧ホテル ０５６８－７６－３０９８

41 名鉄観光サービス 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

42 JTB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

43 日本旅行特約店 陶都観光サービス本社営業部 瀬戸市京町２－６６－５ ０５６１－８５－８５５８

44 日本旅行特約店 陶都観光サービス緑町営業所 瀬戸市緑町１－１０５ ０５６１－８２－０２２８

45 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

46 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

47 近畿日本ツーリスト特約店 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

48 近畿日本ツーリスト特約店 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

49 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　イオン東浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ０５６２－８２－２７８０

50 名鉄観光サービス 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

51 名鉄観光サービス 常滑支店 常滑市鯉江本町5-141　名鉄常滑駅構内 ０５６９－３５－４４７７

52 名鉄観光サービス 西尾支店 西尾市住吉町4-18　名鉄西尾駅構内 ０５６３－５７－５１５８

53 名鉄観光サービス 刈谷支店 刈谷市相生町2-10-2 ０５６６－２１－１３３３

54 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

55 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

56 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

57 名鉄観光サービス 豊田支店 豊田市若宮町1-35　名鉄豊田プラザ ０５６５－３２－３１１３

58 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

59 名鉄観光サービス 豊橋支店 豊橋市駅前大通2-29　北星ビル ０５３２－５４－８２４１

60 日本旅行 豊橋支店 豊橋市花田一番町180番地 ０５３２－３３－７９１０

61 ジェイティービー 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

62 名鉄観光サービス 岡崎支店 岡崎市康生通り東1-17　名鉄センタービル ０５６４－２１－０７２０

63 日本旅行 岡崎支店 岡崎市康生通東１－３　　　水嶋ビル ０５６４－２６－１９５１

64 名鉄観光サービス 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

65 近畿日本ツーリスト 岡崎支店 岡崎市明大寺町字川端20-2 ０５６４－２３－３４２１

66 ジェイティービー 岐阜支店 岐阜市神田町4-6 ０５８－２６４－７２１１

67 名鉄観光サービス 岐阜支店 岐阜市神田町7-1　MCビル ０５８－２６５－８１０１

68 近畿日本ツーリスト 岐阜駅前営業所 岐阜市神田町9-23　 ０５８－２６５－０２０１

69 日本旅行 岐阜支店 岐阜県岐阜市神田町７－３－２　　　三富ビル ０５８－２６５－７５０１

70 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

71 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

72 名鉄観光サービス バロー広見店 可児市広見2024-3　バロー広見店内 ０５７４－６０－５１１０

73 日本旅行 土岐市支店 岐阜県土岐市泉町久尻３３－１ ０５７２－５４－２１３１

74 名鉄観光サービス 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

75 近畿日本ツーリスト 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

76 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

77 チケットぴあ 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

78 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

79 名鉄観光サービス 津支店 津市栄町3-255　乙部ビル ０５９－２２５－７６７６

80 名鉄観光サービス 予約センター http://www.mwt.co.jp/domestic/expo.shtml ０５２－５８２－８６８６
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　　　　　　　　　　★取扱時間や在庫については、各店舗へ直接お問合せください。
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