
県内の全国旅行支援参画旅行会社一覧

エリア 事業者名 所在地
販売形態
（県民
向け）

電話番号 サイトURL 営業時間 休業日

1 福井市 ㈲アスカトラベル 福井市大宮4丁目10-17 来店・電話・ＷＥＢ 0776-29-0012 直接お問合せください 直接お問合せください

2 福井市 ㈲あっしゅ　二の宮営業所 福井市二の宮２－２９-２７ 来店 0776-24-3920 https://asshu.jp/tourist/ ＡＭ10:00（受付AM10:30）～
ＰＭ5：30（最終受付PM5：00）

毎週火曜日

3 福井市 ㈱エフシーエージェンシー（FCトラベル） 福井市八重巻町16-14-1 来店・電話 0776-56-7788 http://fck.co.jp/ 8:30～17:30 土・日・祝日

4 福井市 大野観光トラベルサービス
福井市宝永1丁目37-21	VINTAGE2F・
Ⅱ

来店・電話 0776-22-2052 9:30～18:00
土・日・祝	定休日以外(平日)に添乗業務等によ
り臨時休業日あり

5 福井市 ㈱キャリアネットワーク 福井市新田塚1-25-18	aoiビル3Ｆ 来店・電話・ＷＥＢ 0776-25-0864 https://www.cnw.co.jp/040_travel/ordermade.php 9：00～18：00 土日祝

6 福井市 近畿日本ツーリスト株式会社		福井支店
福井市大和田2-1230
アピタ福井大和田店シネマ棟1階

来店 0776-52-8877 https://www.knt.co.jp/ 10：00～18：00（当面の間） アピタ福井大和田店の休業日

7 福井市 京福バス㈱ 福井市日之出5-3-30 来店・電話・ＷＥＢ 0776-54-3733 https://bus.keifuku.co.jp/ 月～金曜日9：00～18：00
土曜日9：00～13：00

8 福井市 ㈱C&B（福井アカデミアトラベル） 福井市菅谷1-1-22 来店・電話・ＷＥＢ 0776-29-1020 直接お問合せください 直接お問合せください

9 福井市 ＪＡ福井県旅行センター 福井市 渕２丁目１７１１ 来店・電話 0776-33-8181 9:00～18:00 土・日・祝日・12/31～1/3

10 福井市 ㈱ＪＴＢ　福井エルパ店
福井市 大和田2-1212 福井エルパ店1
階

対象外 0776-57-2540 https://stores.jtb.co.jp/t5651-0 10：00～18：00 不定休

11 福井市 ㈱ＪＴＢ　福井店 福井市 中央1-2-1 ハピリン1階 対象外 0776-27-7711 https://stores.jtb.co.jp/j5567-0 10：00 ～ 18：00 5/3～5/5、12/30～1/3、水曜日

12 福井市 スターライト・トラベル 福井市半田町6-102-1 来店・電話・ＷＥＢ 0776-50-2088 https://starlight-travel.net 月～金：9：30～18：00
土・日・祝日：予約にて対応

不定休

13 福井市 ㈱スマイルTプラニング　スマイルツアー企画 福井市足羽１丁目２４番８号 電話 0776-88-0123 9：00～16：30 土・日・祝日

14 福井市 ㈱太陽ツーリスト 福井市問屋町4-106（SKYビル	2F） 来店・電話・ＷＥＢ 0776-27-1321 https://taiyo-tourist.com/ AM9：00～PM6：00 土・日・祝

15 福井市 タビックスジャパン　福井支店 福井市大手2-17-1	山川ビル3F 来店・電話・ＷＥＢ 0776-23-0600 https://www.tabix.co.jp/branch/fukui/ 10:30～16:30 土曜・日曜・祝日

16 福井市 ツアーシステム㈱ 福井市飯塚町11-111 来店 0776-33-0755 http://www.toursystem.co.jp
月～金11:00〜17:00
土・祝11:00〜18:00
※閉店の30分前受付終了

水・日曜

17 福井市 東武トップツアーズ㈱　福井支店 福井市順化1-2-1	福井テラス7F 来店 0776-23-2800 https://tobutoptours.jp/ 9:30～17:30 土･日曜･祝日

18 福井市 トラベル開発 福井市開発1丁目405 来店・電話 0776-52-3833 9:00～17:45 日曜（土・祝日は変動有）

19 福井市 ㈱日本旅行Tis　福井支店
福井市中央一丁目１－１　ＪＲ福井
駅構内

来店・電話・ＷＥＢ 0776-23-2400 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6592/ 11:00～16:00 土･日曜･祝日
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20 福井市 ㈱日本旅行ワールド　米松店 福井市米松1丁目15-41 来店 0776-53-3003 http://www.ntaworld.jp 平日09：30～17:00
土日祝10：00～17：00

臨時休業あり

21 福井市 光タクシー㈲ 福井市風巻町27字芳之越12 来店・電話 0776-98-3939 9:00～17:00 土･日･祝祭日

22 福井市 ㈱福井観光トラベルサービス 福井市八ﾂ島町31-402 来店・電話 0776-28-1888 http://www.fukuikanko.jp 10：00～17：00 水曜・日曜・祝日

23 福井市 福井旅行㈱　本社ベルトラベルサロン
福井県福井市花堂南2-16-1
ショッピングシティベル	北側駐車場
内

来店 0776-34-5555 http://iitb.jp/ 10：00～18：00 水、木

24 福井市 北陸旅行㈱ 福井市大和田町32-15-1 来店 0776-57-1200 http://www.hokuriku-t.jp/ 10:00～18:00 月・火

25 福井市 松原観光社 福井市栗森1丁目112 来店・電話・ＷＥＢ 0776-56-3707 mk3707@angel.ocn.ne.jp 10：00～18：00 土・日・祭日

26 福井市 マリントラベル㈱ 福井市問屋町4-106　SKYビル２F 来店・電話・ＷＥＢ 0776-25-0888 http://www.marlin.co.jp 9:00～17:00 土日祝

27 福井市 雅観光サービス 福井市漆原町8-6-1 来店・電話・ＷＥＢ 0776-56-1099 直接お問合せください 直接お問合せください

28 福井市 ㈱読売旅行　福井営業所
福井市順化1-24-43ストークビル福井
一番館603号室

電話・ＷＥＢ 050-3172-4343 https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/ 9：30～17：30（電話のみ） 祝日

29 福井市 ㈲旅行企画ＡＢＣ 福井市宝永3丁目4-7 来店・電話・ＷＥＢ 0776-21-5501 http://www.abckikaku.jp/ 10:00～18:00 土日祝日

30 福井市 リライム旅行センター 福井市開発町6-6-1 来店・電話・ＷＥＢ 0776-57-1101 http://www.tabibito.jp/ 10:00～19:00 日曜・祝日

31 福井市 Jトラベル株式会社
福井市福井県福井市順化1丁目24-34
モルゲン順化ビル2F

来店・電話・ＷＥＢ 0776-43-6171 https://j-travel.jp/ 9:30〜18:30 水曜、日曜、祝祭日

32 福井市 株式会社エイチ・アイ・エス　福井営業所 福井市中央	1-3-1	加藤ビル6F	D室 来店・電話・ＷＥＢ 050-1752-1266 https://access.his-j.com/05/266/index.html 11:00～18:00 水・木曜日

33 福井市 北電産業㈱　ほくでんツアーズ
福井市日之出1丁目14番23号福燃ビル
4階

来店・電話・ＷＥＢ 0776-27-1213 https://www.hs-k.co.jp/service/tours/index.html 平日　9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始

34 福井市 レインボウトラベル
福井市勝見3丁目20-1　パークハイツ
御幸４A

来店・電話・ＷＥＢ 0776-50-2528 8：00～17：00 直接お問合せください

35 福井市 三福タクシー株式会社　福井営業所 福井市真木町134-6 来店 0776-38-0329 https://mifuku.jp/ 9:30～17:30 日・祝

36 福井市 やよい自動車 福井市花堂東1-15-5
直接お問合せくださ
い

0776-50-0506 直接お問合せください 直接お問合せください

37 あわら市 あわら観光㈱ あわら市市姫5丁目17-20 来店・電話・ＷＥＢ 0776-73-0022 https://www.awarakanko.com/ （平日）9:00～18:00
（土曜日）9:30～18:00

毎週日曜日・祝日

38 あわら市 (一社)あわら市観光協会
あわら市二面33-1-5	あわら湯のまち
駅舎内

来店・電話・ＷＥＢ 0776-78-6767 http://awara.info 9:00～17:00 土・日・祝
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39 あわら市 芦原湯の町観光旅館案内所 あわら市温泉1丁目402 来店・電話・ＷＥＢ 0776-77-2323 直接お問合せください 直接お問合せください

40 あわら市 芦原旅行観光㈲ あわら市熊坂129-11-2 来店・電話・ＷＥＢ 0776-75-2043 直接お問合せください 直接お問合せください

41 あわら市 金津旅行会 あわら市春宮1丁目9-34 来店・電話 0776-73-0725 平日　予約制 不定休

42 あわら市 ㈱トラベルハート あわら市大溝2-35-21 来店・電話 0776-73-8989 http://www.tabinotehai.com 9：00～18：00 休日：毎週土曜日

43 あわら市 ㈱トラベル福井 あわら市自由ヶ丘2丁目25-24 来店・電話・ＷＥＢ 0776-63-5505 https://travel-fukui.co.jp/ 9:00～18:00 土・日・祝

44 あわら市 芦原温泉観光案内社 あわら市温泉１丁目１ 来店・電話・ＷＥＢ 0776-77-3285 直接お問合せください 直接お問合せください

45 あわら市 L・ユニオントラベル京都・福井営業所 あわら市花乃杜　1-28-23 来店・電話・ＷＥＢ 090-7745-7466　 https//uniontravel.jp	 10:00～18:00 土・日・祝

46 坂井市 ㈱さかい旅行 坂井市三国町池見１１０−１２−２ 来店・電話 0776-82-0555 https://r.goope.jp/sakai-r AM	10：00～AM	12：00 水・金・土・日・祝日

47 坂井市 ㈱相互トラベル
坂井市春江町随応寺１６－１１
ショッピングプラザ・アミ１階（南
端）

来店 0776-51-5878 http:sogo-travel.jp 9：30～17：00 水・土

48 坂井市 ㈱タイムトラベル 坂井市丸岡町西里丸岡10-18 来店・電話・ＷＥＢ 0776-66-3111 https://www.time-travel.biz/ 10:00	～	18:30 日･祝

49 坂井市 旅美人 坂井市三国町安島1-213 来店・電話・ＷＥＢ 0776-82-0710 https://tabi-bijin.com/ 9：00～18：00 不定休

50 坂井市 とまと旅行㈱ 坂井市丸岡町長畝75-17-1 来店・電話・ＷＥＢ 0776-67-2229 https://tomato-ryokou.jp/ 月～金　9:00～18:00
土	　　	9:00～12:00

日・祝日

51 坂井市 日本トラベルエンタープライズ 坂井市春江町江留下屋敷９９ 来店・電話・ＷＥＢ 0776-51-6200 直接お問合せください 直接お問合せください

52 坂井市 ㈱ハッピートラベル 坂井市春江町随応寺23-11-1 来店 0776-51-5522 http://hpytravel.com/ 10：00～18：00 水・日祝

53 坂井市 あっしゅツーリスト　本社営業所 坂井市三国町三国東3-10-17 電話 0776-82-6300 https://asshu.jp/tourist/ ＡＭ10:00（受付AM10:30）～
ＰＭ5：30（最終受付PM5：00）

毎週火曜日

54 永平寺町 永平寺観光㈱ 福井市重立町17-25-1 来店・電話 0776-52-0555 http://eiheijikanko.co.jp 10:00～16:00 土・日・祝

55 永平寺町 (一社)永平寺町観光物産協会（禅ツーリスト）
吉田郡永平寺町松岡神明３丁目１０
７

来店 0776-61-1188 https://www.eiheiji.jp/ 9：00～17：00 毎週火曜日・年末年始

56 勝山市 こだまツーリスト 勝山市滝波町4-101 来店・電話 0779-87-7177 AM8:00～PM6:00 毎週日曜・年末年始、旧盆

57 勝山市 ㈲Ｄ．Ｔ．Ｓ 勝山市下高島町12-1-1 来店・電話・ＷＥＢ 0779-87-1311 http://daifuku.p-kit.com/ AM9:30～PM5:30 毎週土・日曜日
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58 大野市 大野観光自動車㈱ 大野市中野57-11-2 来店・電話・ＷＥＢ 0779-66-3023 http://www.onokanko.co.jp/ 9：00～17：00 土日祝日

59 大野市 日本観光公社 大野市明倫町10-20（五番商店街） 来店・電話・ＷＥＢ 0779-66-2888 平日	AM9:00～PM7:00 毎週日曜日

60 鯖江市 ㈱エイビーシーツーリスト 鯖江市日の出町2-1 来店・電話・ＷＥＢ 0778-54-4511 http://www.absea.co.jp/
[平　日]AM9:00～PM	6:00
※6月以降AM	10:30	～	PM	3:30
　の時短営業中

土・日・祝日・
年末年始

61 鯖江市 越前観光 鯖江市平井町16-3-2 来店・電話 0778-62-3288 https://echizen-kanko.com/ 9：00～18：00 土日祝日

62 鯖江市 ＦＡ観光サポート 鯖江市小黒町1丁目9-22 来店・電話・ＷＥＢ 0778-67-1151 http://fa-kanko.com/ 平日	AM	9:00	～	PM	6:00
休日	AM	9:00	～	PM	6:00

不定休

63 鯖江市 鯖江交通㈱ 鯖江市田村町3-4 来店・電話・ＷＥＢ 0778-62-3656 https://www.sabae-kotsu.com/ 10:00	～	16:00
月～金

土・日・祝日

64 鯖江市 ㈱サントラベル 鯖江市有定町1-10-8
来店・

電話(問い合わせの
み)

0778-53-0003 https://www.suntra-sabae.jp/ [平日]AM9:30～PM６:00
[休日]AM10:00～PM6:00

第１・第３日曜日
その他臨時休業有

65 鯖江市 ㈱日本旅行ワールド　鯖江店
鯖江市有定町3丁目1-1	ワイプラザ鯖
江

来店 0778-52-3265 http://www.ntaworld.jp 10：00～17：00 水曜・臨時休業あり

66 鯖江市 ㈱平和堂　平和堂旅行センター　AP鯖江 鯖江市下河端町16字下町16ｰ1	2F 来店・電話・ＷＥＢ 0778-54-8184 http://travel.heiwado.jp/ 開店～18:00 アルプラザ鯖江の定休日に準じる

67 越前市 ㈱アイエス 越前市京町１丁目１−３ 来店・電話・ＷＥＢ 0778-22-0052 直接お問合せください 直接お問合せください

68 越前市 イー・トラベル 越前市粟田部町６９−４ 来店・電話・ＷＥＢ 0778-42-5018 直接お問合せください 直接お問合せください

69 越前市 池田観光トラベル㈱ 越前市赤坂町33-1-6 来店・電話・ＷＥＢ 0778-43-7770 https://www.ikekan.co.jp 9：00～18：00 土・日・祝日

70 越前市 ＭＶＴ　中村ツアーデスク 越前市大屋町26-20 来店・電話・ＷＥＢ 0778-22-3792 http://hino795m.com/
自宅で営業のためいつでも大丈夫です。携帯電
話０９０－４３２６－４６７２　まで、ご連絡
ください。

不定休

71 越前市 トラベルエース北陸 越前市横市町28-14-1（武生楽市） 来店・電話 0778-22-8841 10：00 ～ 18：00 火曜日

72 越前市 福井ツーリスト 越前市本多1丁目6-17 来店・電話 0778-24-1060 10：00～17：00 日・祝・年始年末

73 越前市 福井旅行㈱　えちぜんトラベルサロン 越前市新町7-8　SIPY	1F 来店 0778-21-0234 http://iitb.jp/ 火、土のみ営業
10：00～18：00

月、水、木、金、日

74 越前市 福鉄観光社
越前市北府2丁目6-4（福井鉄道嶺北
営業所2F)

来店・電話・ＷＥＢ 0778-23-0202 https://fukutetsu-s.co.jp/contents/trip.html 毎週土曜・日曜日・祝日

75 越前市 ㈱ユー・トラベル福井 越前市府中2丁目7-21 来店・電話 0778-24-0083
9：00～18：00
（当面の間10：00～18：00）

土・日
祝祭日（予約にて対応）

76 越前市 福井鉄道株式会社 越前市北府2-5-20 来店・電話・ＷＥＢ 0778-21-0702 https://fukutetsu.jp/ 9：00～17：00 土・日・祝日
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77 越前市 一般社団法人　越前市観光協会 越前市府中１丁目２−３ 来店・電話・ＷＥＢ 0778-23-8900 http://machiaruki.welcome-echizenshi.jp/ 8：30～17：15 土・日・祝日

78 越前町 一般社団法人越前町観光連盟 丹生郡越前町厨71-335-1 電話・ＷＥＢ 0778-37-1234 https://www.town-echizen.jp/ 9：00～18：00 無休

79 南越前町 (一社)南越前町観光連盟 南条郡南越前町牧谷第39号2番地の2 来店・電話・ＷＥＢ 0778-47-3414 http://www.minamiechizen.com/ 8:30-17:15 土日祝

80 南越前町 一般社団法人　地域・観光マネジメント
南条郡南越前町今庄2字7-1
(古民家レストランらんたん内)

来店・電話・ＷＥＢ 0778-45-1710 http://chiikikanko.com/fukui/ 9：00～18：00 水・木曜

81 敦賀市 Ｊａｐａｎ	Ｔｒａｖｅｌ 敦賀市三島138-1-3(長沢) 来店・電話・ＷＥＢ 0770-47-6617
平　日10:00～19:00
土曜日10:00～17:00

日曜日　祝日

82 敦賀市 敦賀海陸運輸㈱ 敦賀市本町2丁目10-2
来店・電話・ＷＥＢ
（マイカープランは
来店のみ）

0770-22-3131 https://www.tsurugakairiku.co.jp/ 10：00～18：00 毎週水曜日・日曜日及び特定日

83 敦賀市 ㈱日本旅行ツーリスト 敦賀市中央町2-4-15 来店・電話 0770-20-0147 http://nihonryoko-tourist.jp/ 平日AM10：00～PM6：00
土日AM10：00～PM5：00

水曜日・祝祭日

84 敦賀市 ㈱福井観光トラベルサービス　嶺南支店 敦賀市金山89-3-6	三谷ビル203号 来店・電話 0770-24-1888 http://www.fukuikanko.jp 10：00～17：00 不定休

85 敦賀市 ㈱平和堂　平和堂旅行センター　AP敦賀
敦賀市白銀町11ｰ5	アル・プラザ敦賀
1F

来店 0770-23-9303 http://travel.heiwado.jp/ 開店～18:00受付終了 不定休

86 敦賀市 ㈱マップトラベル
敦賀市中央町2-11-33-102	センター
ビル1F

来店・電話・ＷＥＢ 0770-24-4500 http://www.maptravel.co.jp [平日]AM10:00～PM6:00
[休日]AM10:00～PM5:00

毎週水曜日

87 美浜町 ㈱旅工房 三方郡美浜町木野21-4-1 来店・電話・ＷＥＢ 0770-32-6666 https://tabikobo-jpn.com AM10:00～PM7:00 日・祝

88 若狭町 (一社)若狭三方五湖観光協会 三方上中郡若狭町鳥浜122-31-1 来店 0770-45-0113 http://www.wakasa-mikatagoko.jp/ AM8:30～PM5:00 年中無休

89 若狭町 レインボー観光自動車㈱ 三方上中郡若狭町気山233-8 来店・電話 0770-45-0251 http://rainbow-kanko.jp/ AM8:30～PM5:30 土・日・祝・年末年始

90 小浜市 旅職人よこやま 小浜市伏原29-11-6 来店・電話 0770-52-3303 10:00～18：00 日曜日・祝祭日

91 小浜市 三福タクシー㈱ミフクツーリスト 小浜市千種2丁目1-7 来店・電話 0770-53-0329 http://www.mifuku.jp/ AM9：30～PM5：30 日・祝

92 おおい町 ワカサ交通㈱		観光事業部 大飯郡おおい町本郷147-1-44 来店・電話 0770-77-4688 https://www.wakasa-kankoh.co.jp/ 9：30～18：00 土・日・祝


