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会社名 所在地 電話番号 営業時間 定休 店舗ウェブサイトURL

あい旅(株) 鹿児島市東谷山3丁目34-20田島ビル1F 099-208-2080 平日9時00分～17時00分 土日祝 https://aitabi.co.jp/index.php

うあんごツアー 鹿児島市平之町10-21コンフォートビラ高見馬場1102号 099-296-7396 平日15時00分～18時00分 土日祝 https://uangot.wixsite.com/home

MBCトラベル 鹿児島市樋之口町1番1号MBC開発ビル5階 099-226-5555 平日9時00分～17時00分 土日祝 http://www.mbctravel.net/

鹿児島交通観光(株) 鹿児島市東千石町12-20 099-223-0123
平日10時00分～13時00分

平日14時30分～17時00分
土日祝 https://www.iwasaki-group.com/travel/

鹿児島ツーリスト 鹿児島市堀江町16-14とどこビル101 099-239-4378 平日10時00分～17時00分 土日祝

霧島観光社 鹿児島市西千石町1-24 099-226-3388 平日9時00分～17時00分 土日祝 https://kirishima-kanko.jp/

(株)さくらツアー 鹿児島市下荒田1丁目20-7-1階   099-286-0539 10時00分～17時00分 水土日祝 https://sakuratour.co.jp/company/

(株)JKトラベル 鹿児島市宇宿1丁目19-15 099-814-3661 平日9時30分～18時00分 土日祝

(株)全日本旅行センター 鹿児島市与次郎1丁目8-3 099-257-7080
平日10時30分～18時00分

土日祝10時30分～19時00分
火 https://stores.jtb.co.jp/b0398-0#

Tabi＆Coco.　タビココ　鹿児島営業所 鹿児島市西伊敷7-24-13 099-218-1300 平日10時00分～16時30分 土日祝 https://www.tabi-coco.com/

旅ぱんだ 鹿児島市小野4丁目18番2号 099-813-7671 月～土9時00分～17時00分 日

トラベルジャパン観光 鹿児島市真砂本町49-10第一丸善ビル 099-206-7228 平日9時00分～18時00分 土日祝

南栄ツーリスト(株)鹿児島支店 鹿児島市坂之上8丁目34-1鹿児島国際大学ユーカリ会館1階 099-210-5506
平日9時20分～17時00分

土　9時20分～13時00分
日祝

南国交通トラベルサービス　県庁内営業所 鹿児島市鴨池新町10-1県庁内 099-286-5460 平日10時00分～15時00分 土日祝 https://nangokukotsu-travel.com/

南国交通トラベルサービス　トラベルセンター 鹿児島市中央町18番地1南国センタービル3階 099-254-8111 平日10時00分～16時00分 土日祝 https://nangokukotsu-travel.com/

西川旅行センター 鹿児島市南栄5-10-9 099-260-3811 平日9時00分～18時00分 土日祝 http://nisikawa.net/travel/

魅旅 鹿児島市山下町17-5-2階 099-201-9897 平日9時00分～17時30分 土日祝 https://mitabi.net/

山形屋旅行サロン 鹿児島市金生町3-1 099-227-6353 10時00分～18時00分 火 www.yamakataya.co.jp

わかさ旅行センター鹿児島本店営業所 鹿児島市本港新町6番地南埠頭旅客ターミナル内 099-224-7195 平日9時00分～17時00分 土日祝 http://ichimaru-grp.jp

旭交通トラベル 霧島市国分中央3丁目3-4 0995-45-8822 平日9時00分～18時00分 土日祝

国分トラベルサービス 霧島市隼人町西光寺3496 0995-73-5150 平日9時00分～17時00分 土日祝

さつま交通観光 霧島市横川町上ノ1865-1 0995-72-1515 平日10時00分～17時00分 土日祝 http://www.satsuma-kankou.com/

ＪＡあいら旅行センター 霧島市国分中央1丁目489-2 0995-49-8811 平日9時00分～18時00分 土日祝 https://airakyodo.jp/travel/

なかよし旅行企画 姶良郡湧水町木場677栗野駅構内 0995-73-6082 平日9時00分～17時00分 土日祝

ミソラリンク 姶良市鍋倉124-7 0995-73-6666 平日10時00分～16時00分 土日祝 https://misolalink.com
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鹿児島観光旅行社 枕崎市千代田町9番地 0993-72-8622 平日10時00分～18時00分 土日祝

NPO法人指宿観光＆体験の会 指宿市湊1-3-2指宿駅前ビル２階 0993-23-8800 平日9時00分～17時00分 土日祝 https://ibusukikankoutaiken.com

南栄ツーリスト(株) 指宿市湯の浜1-1-6 0993-27-0010
平日9時20分～17時30分

土　9時20分～15時00分
日祝

(有)新日本観光社 南さつま市加世田村原4-8-1 0993-52-3036
平日9時00分～17時30分

土　9時00分～17時00分
日祝

ＧＳＥ南薩観光(株) 南九州市知覧町郡5500 0993-83-2275 平日9時00分～17時00分 土日祝 https://www.gse-nansatsu.com/www/index.php

こしきツアーズ 薩摩川内市里町里3249-1 0996-93-2347 9時00分～17時00分 日 https://koshiki-tours.co.jp/

さつませんだい観光局（薩摩川内市観光物産協会） 薩摩川内市鳥追町1-1 0996-25-1140 9時00分～17時00分 なし https://satsumasendai.gr.jp/

スカイトラベル 薩摩川内市西向田町1-13 0996-22-7811
平日9時30分～18時00分

土　10時00分～17時00分
日祝 http://sky-travel.co.jp/

(有)川内観光旅行センター 薩摩川内市大小路町19-13 0996-20-1600 9時00分～18時00分 なし http://sendaikankou.com/index.php/travel/

Tabi＆Coco.　タビココ　入来支店 薩摩川内市入来町副田2186-2 0996-44-2334 平日10時00分～16時30分 土日祝 https://www.tabi-coco.com/

南国交通トラベルサービス川内営業所 薩摩川内市大小路町22-8 0996-23-2161 平日10時00分～15時00分 土日祝 https://nangokukotsu-travel.com/

南国交通トラベルサービス宮之城出張所 薩摩郡さつま町宮之城屋地2036-4宮之城鉄道記念館内 0996-53-0113 平日9時00分～15時00分 土日祝 https://nangokukotsu-travel.com/

(有)出水観光旅行社 出水市昭和町16-5 0996-62-1333 平日8時30分～17時30分 土日祝 http://izumikan.boo.jp/

スカイトラベルＩｚｕｍＩ 出水市緑町12-3 0996-79-3693
平日9時00分～18時00分

土　10時00分～17時00分
日祝 https://izumi-travel-agency.business.site/

(株)サニーワールド　垂水本社 垂水市栄町13 0994-32-7550
平日9時00分～18時00分

土　9時00分～13時00分
日祝 https://sunnyworld.co.jp/

桜観光そよ風 鹿屋市寿1-15-10 0994-43-1111 月～土9時00分～18時00分 日祝 http://sakurakanko-travel.com/

(株)サニーワールド　鹿屋営業所 鹿屋市寿7-8-50 0994-31-1616 平日9時00分～18時00分 土日祝 https://sunnyworld.co.jp/

トラベルメイク 鹿屋市寿7丁目12－11 0994-42-7302 平日10時00分～17時00分 土日祝
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(有)種子島旅行企画 西之表市桜が丘7779-51 0997-23-0808
平日9時00分~17時30分

土　9時00分~12時00分
日祝 http://tanetabi.main.jp/

種子島航空センター(株) 熊毛郡中種子町野間5137-5 0997-27-3737 月～土9時00分～18時00分 日

種子島ネイチャーアドベンツアーズ 熊毛郡南種子町中之上2237-2 0997-26-1595 月～土9時00分～18時00分 日

山岳太郎トラベル 熊毛郡屋久島町安房410-8 0997-49-7112 9時00分～18時30分 なし https://www.andes-k.co.jp/

屋久島ガイド協会 熊毛郡屋久島町小瀬田1436-56 0997-49-4191 9時00分～17時30分 なし http://www.yakushima-guide.com/

屋久島ガイドツアー 熊毛郡屋久島町安房91-2 0997-46-2896 9時00分～18時00分 なし http://www.yakushimaguidetour.com/

屋久島自然学校 熊毛郡屋久島町船行86-4 0997-46-2361 9時00分～18時00分 なし https://www.yakushimans.com/

Leaf（リーフ） 熊毛郡屋久島町宮之浦799屋久島観光センター内 080-8389-4049 平日9時00分～17時00分 不定休 https://yakushima-leaf.com/

西川旅行センター徳之島店 大島郡徳之島町亀徳2184-82ニシムタ徳之島店一号館内 0997-83-1500 9時00分～18時00分
第1・3水曜

第3日曜
http://nisikawa.net/travel/
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