「大分⇔熊本おとなり割」 大分県内販売店舗一覧
地域

名称又 商号

10月9日時点（54社）
Email

電話番号

870-0913

大分市松原町３丁目４番２５号 ビラ松原１０２

097-551-6718

haji@taiheiyo-travel.jp

大分バス(株)

870-0126

大分市横尾３０３－１

097-525-9885

oitabus.ryokou@gmail.com

大分県総合生協旅行センター

870-0035

大分市中央町４丁目１番３２号

097-548-5515

seikyotravel@sogoseikyo.jp

さくら旅行社

870-0039

大分市中春日町１２－３０ エクセル中春日３０８

097-534-2444

kawai.tom@gmail.com

(株)オーシートラベル

870-0027

大分市末広町２丁目３－２８

097-534-0123

octravel@occard.jp

トキハわさだ店

870-1155

大分市玉沢字楠本７５５－１

097-586-1008

octravel@occard.jp

日豊観光バス㈱（日豊観光トラベル）

870-0127

大分市大字森町２３４－１（森町200－2）

097-529-5555

n.yoshida-nippo@comet.ocn.ne.jp

(株)エム・ケイ・トラベル

870-0936

大分市岩田町3丁目2番4号

097-556-0007

mkoit@jeans.ocn.ne.jp

いいたび(株)

870-0022

大分市大手町３－２－２ 大手町法曹ビル１階

097-547-8258

itb@ii-tabi.jp

ハートトラベル

870-0046

大分市荷揚町９番９号 イワオビル１階

097-594-3303

info@tabigasuki.jp

(株)ふたばタクシー

870-0951

大分市大字下郡３９６番地

097-524-5000

bus@futabataxi.jp

大分交通(株)

870-8691

大分市新川西８組の３

097-532-6368

tabitabi@oitakotsu.co.jp

(株)ｼﾃｨﾀｸｼｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（シティ観光）

870－0138

大分市原川２丁目3番４号

097-535-8877

citykanko@ocrytaxi.co.jp

(株)OKKトラベル

870-0945

大分市大字津守字中道５５６番地２

097-578-7985

okk-travel@air.ocn.ne.jp

(株)おおいたツーリスト

870-0921

大分市萩原１－４－５ 八千代ビル205

097-560-1500

nakamura@oitatourist.jp

(株)豊後ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾎﾞ（ワールドトラベラー）

870-0839

大分市金池南１丁目１１番２５号 クローラビル２階

097-574-4633

info@wtraveler.jp

大分県旅行業協同組合

870-0821

大分市志手１組の３ ｻｻﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄ志手102

097-573-5522

zenryokyo.oita@gmail.com

小代商工株式会社（小代商工旅行センター）

870-0126

大分市大字横尾３３７３番地１

097-576-8280

shokoinfo@koshiro.co.jp

中和国際株式会社

870-0024

大分市錦町１－１３－１９

097-576-7082

chuwacorp@gmail.com

エスツアーズ株式会社

870-0946

大分市大字曲１４３９番地の１ ヴェルジュS２－１０１

097-568-0887

info@s-tours.co.jp

ラッキートラベル(株)大分支店

870-0844

大分市古国府６組の５

097-547-7676

yk-tour@saiki.tv

(株)日清観光 大分営業所

870-0003

大分市生石４丁目1番５号

097-533-5600

oita@nissinkanko.co.jp

(株)大分航空トラベル

870-0026

大分市金池町２丁目１－３ レインボービル３F

097-536-0101

ono-takashi@oita-air-travel.jp

870－8501

大分市大手町３丁目１－１

097-533-1900

ono-takashi@oita-air-travel.jp

大分ツアーシステム

870-0045

大分市城崎町２－２－１８ 城崎スミダビル３０２

097-513-6900

ots_oota@clear.ocn.ne.jp

三中西ツーリスト

875-0041

臼杵市大字臼杵83番地の１８

090-3721-5654

sannakanishi@gmail.com

(株)宇和島運輸交通社 臼杵営業所

875-0034

臼杵市大字板知屋字大寺浦１２５７－７

0972-63-5118

uwa-bepp@abeam.ocn.ne.jp

″ 県庁内営業所

臼杵市

本社及び営業所の所在地

(株)太平洋トラベル

〃

大分市

〒番号

地域

別府市

国東市

名称又 商号

玖珠町

0977-21-2364

uwa-bepp@abeam.ocn.ne.jp

(株)日清観光

874-0910

別府市石垣西１０丁目5－４

0977-27-5650

beppu@nissinkanko.co.jp

大分観光はと交通(株)

874-0932

別府市野口中町２番１号

0977-24-6365

jkazutomo@gmail.com

別府駅営業所

874-0935

別府市駅前町１２－１３

0977-23-9277

jkazutomo@gmail.com

トラベルネット（企業組合オフィスケイ）

874-0933

別府市野口元町１２－３１

0977-21-5130

book@k-travel.net

(株）旅 助

874-0910

別府市石垣西５丁目１-３３

0977-24-3118

tabisuke@tabisuke-oita.com

亀の井バス（株）亀の井バス旅行センター

874-0833

別府市大字鶴見３８２５－１

0977-75-6075

kasikiri@kamenoi.nnr.co.jp

(一社)国東市観光協会

873-0511

国東市国東町小原２６６２番地１

0978-72-5168

info@visit-kunisaki.com

872-1403

国東市国見町野田１５０５

0978-82-1138

m-noda@kunimikousan.co.jp

873-0001

杵築市杵築字北浜665－２－４－４

0978-62-5411

kunikan56@bz01.plala.or.jp

879-0628

豊後高田市新町２７１８－１

0978-24-3113

jtbss@ever.ocn.ne.jp

〃

国東観光バス(株)

竹田市
佐伯市

中津市豊田町6-20 AXIS ONE 1階

0979- 22- 1307

gyoumu@travel-nakatsu.co.jp

871-0030

中津市中殿町３－９－１４

0979-53-9900

kimura-knt@mirror.ocn.ne.jp

大交北部バス(株)

871-0162

中津市大字水添字兼貞2160-1

0979-22-0071

nakatsu-hokubu03@triton.ocn.ne.jp

ゆ ふ 旅行 (株)

879-5506

由布市挾間町挾間６２０－１－１０５

097-583-5770

nasu@yufu-travel.co.jp

くす旅サービス

879-4403

玖珠郡玖珠町大字帆足２６２－２１

0973-72-3070

kusu.tabi.s@silk.plala.or.jp

(株)久大旅行

879-4413

玖珠郡玖珠町塚脇１８０－１

0973-72-7111

ksk-travel@tempo.ocn.ne.jp

879-4413

玖珠郡玖珠町大字帆足243番地

073-72-5511

qqb53vf9k@lagoon.ocn.ne.jp

(有)藤山観光

877-1234

日田市大字三和９５番地の１

0973-23-9964

info@fujiyama-kanko.co.jp

日田バス(株)

877-0014

日田市本町８番１８号

0973-23-5019

suzuki.e@hitabus.nnr.co.jp

ひた旅行センター

877-0071

日田市玉川町３丁目１４５５－１

0973-24-6181

hitaja-hkt@tuba.ocn.ne.jp

877-0004

日田市城町1丁目３－７０ CAN５-２階

0973-28-6173

takehiko-inoue@outlook.jp

JTA日本トラベル

879-7111

豊後大野市三重町赤嶺1922番地１

090-3072-4115

jta@oct-net.ne.jp

ツーリズム豊後大野（豊旅）

879-7131

豊後大野市三重町市場６０６－３

0974-22-3706

info@toyotabi.net

(特非)竹田市観光ﾂｰﾘｽﾞﾑ協会

878-0011

竹田市大字会々２２５０番地の1

0974-62-3900

nakamura@taketan.jp

ラッキートラベル(株)

876-0813

佐伯市長島町１－３５－２７

0972-23-8888

yk-tour@saiki.tv

(有)サンライズトラベル

876-0855

佐伯市中村西町２－１８

0972-20-4425

surise-tk@water.ocn.ne.jp

日豊ツーリスト
豊後大野市

871-0058

(株)中津旅行センター

玖珠観光株式会社

日田市

Email

別府市大字南石垣無番地

エスエスツーリスト(有)中津営業所 トラベル中津

由布市

電話番号

874-0000

豊後高田市 エスエスツーリスト(有)

中津市

本社及び営業所の所在地

(株)宇和島運輸交通社

国見興産(有）（国見ツーリスト）
杵築市

〒番号

