
ＪＴＢ対象店舗一覧

■アニヴェルセル各店舗 最寄ＪＴＢ店舗

【東日本アニヴェルセル店舗：表参道・東京ベイ・豊洲・ヒルズ横浜・みなとみらい横浜・立川・大宮・柏】

＜ 東京都 ＞
トラベルゲート渋谷 渋谷区宇田川２２－２渋谷西村總本店ビル３階
渋谷ヒカリエシンクス店 渋谷区渋谷２－２１－１ＳｈｉｎＱｓ（シンクス）４階
海外旅行専門渋谷東横店 渋谷区道玄坂１－１－１東急百貨店東横店南館２階
トラベルゲート有楽町 千代田区有楽町２－４－１０
ららぽーと豊洲店 江東区豊洲２－４－９アーバンドックららぽーと豊洲１階
トラベルゲート立川 立川市曙町２－５－１伊勢丹ビル１階

＜ 神奈川県 ＞
トラベルゲート横浜 横浜市西区北幸１－７－６日土地横浜西口第一ビル
横浜市庁舎前店 横浜市中区尾上町１－６住友生命横浜関内ビル１階
港北東急ショッピングセンター店 横浜市都筑区茅ヶ崎中央５－１港北東急ショッピングセンター４階

＜ 埼玉県 ＞
トラベルゲート大宮 さいたま市大宮区宮町１－５大宮銀座ビル内
宮原ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１ステラタウン内１階

＜ 千葉県 ＞
柏髙島屋店 柏市末広町３－１６髙島屋柏店中２階

【西日本アニヴェルセル店舗：各店対象店舗】

＜ 愛知県 ＞ アニヴェルセル 白壁
名古屋栄店 名古屋市中区栄３－６－２０辰晃ビル１階

＜ 兵庫県 ＞ アニヴェルセル 神戸
神戸三ノ宮支店 神戸市中央区琴ノ緒町５－１－３０５
神戸ハーバーランド店 神戸市中央区東川崎町１－２デュオこうべ地下街

＜ 大阪府 ＞ アニヴェルセル 大阪・江坂
大阪ステーションシティ支店・ノースゲートビルディング店 大阪市北区梅田３－１－３　大阪ステーションシティ　ノースゲートビルディング１１階
大阪ステーションシティ支店・エキマルシェ大阪店 大阪市北区梅田３－１－１エキマルシェ大阪内
大阪ステーションシティ支店・大丸梅田店トラベルサロン 大阪市北区梅田３－１－１大丸梅田店１１階
東梅田支店 大阪市北区曽根崎２－１１－５梅田ＯＳホテル１階
なんば支店 大阪市中央区難波５－１－６０　
なんば支店髙島屋内旅行サロン 大阪市中央区難波５－１－５髙島屋大阪店本館７階
大阪本町店 大阪市中央区安土町３－５－１２御堂筋安土町ビル１階
新大阪駅内店 大阪市淀川区西中島５－１６－１ＪＲ新大阪駅２階
天王寺支店 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８ＭＩＯプラザ館２階
あべのキューズモール店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１あべのキューズモール３階
大丸心斎橋店 大阪市中央区心斎橋筋１－７－１大丸心斎橋店北館８階
東大阪店 東大阪市長堂１－５－６布施駅前セントラルビルＢ１階
千里中央店 豊中市新千里東町１－１－３イオンＳＥＮＲＩＴＯ専門館４階
イオンモール堺北花田店 堺市北区東浅香山町４－１－１２－７０７イオンモール堺北花田３階　
高槻店 高槻市紺屋町１－１－２０１グリーンプラザたかつき１号館２階

＜ 長野県 ＞ アニヴェルセル 長野
長野支店 長野市南千歳町１－１２－７新正和ビル１階

＜ 福岡県 ＞ アニヴェルセル 福岡
天神店 福岡市中央区天神２－１２－１天神ビル１階

■その他東日本対象店舗

【東日本アニヴェルセル店舗：表参道・東京ベイ・豊洲・ヒルズ横浜・みなとみらい横浜・立川・大宮・柏】

＜ 東京都 ＞
赤坂見附店 千代田区永田町２－１４－２山王グランドビル１階
国会内店 千代田区永田町２－２－１衆議院第一議員会館内Ｂ４階
国土交通省内店 千代田区霞が関２－１－３中央合同庁舎第３号館（国土交通）地下１階
丸の内店 千代田区丸ノ内１－４－１丸の内永楽ビル
神保町店 千代田区神田神保町２－２共同ビル神保町２階
神田店 千代田区鍛冶町２－１２－９１階・２階
銀座店 中央区銀座３－８－１２大広朝日ビル１階
ウェディングプラザ銀座本店 中央区銀座５－６－１銀座五丁目中央ビル７階
日本橋店 中央区日本橋２－２－８東京風月堂日本橋ビル２・３階
日本橋髙島屋旅行サロン 中央区日本橋２－４－１髙島屋東京店５階
小伝馬町店 中央区日本橋小伝馬町１２－５ＹＳビル１階
虎ノ門店 港区虎ノ門１－１５－１２日本ガス協会ビル１階
新橋店 港区新橋１－１８－１６日生新橋ビル１階
浜松町店 港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル１階
高田馬場店 新宿区高田馬場１－２７－５ニュー竹宝ビル２階
トラベルゲート新宿 新宿区新宿３－１－２０
ウェディングプラザ新宿本店 新宿区新宿３－１－２０３階
海外旅行専門ルミネ新宿店 新宿区西新宿１－１－５ルミネ新宿ルミネ１６階
新宿西口店 新宿区西新宿１－５－１１新宿三葉ビル１階
都庁内店 新宿区西新宿２－８－１東京都庁第二本庁舎１７階
飯田橋店 新宿区揚場町１－２０福升ビル１階
文京シビックセンター店 文京区春日１－１６－２１文京シビックセンター地下２階
トラベルゲート上野 台東区上野２－７－１３ＪＴＢ損保ジャパン上野日本興亜共同ビル
浅草店 台東区浅草１－４－１大森ビル



曳舟イトーヨーカドー店 墨田区京島１－２－１イトーヨーカドー曳舟店４階
錦糸町テルミナ店 墨田区江東橋３－１４－５錦糸町テルミナ５階
北砂アリオ店 江東区北砂２－１７－１アリオ北砂２階
木場イトーヨーカドー店 江東区木場１－５－３０イトーヨーカドー木場店１階
武蔵小山パルム店 品川区小山３－２３－３
大井町イトーヨーカドー店 品川区大井１－３－６イトーヨーカドー大井町店７階
自由が丘店 目黒区自由が丘２－１１－２０大木ビル内
中目黒駅前ＧＴプラザ店 目黒区上目黒２－１－３中目黒ＧＴプラザ１階
イオンスタイル碑文谷店 目黒区碑文谷４－１－１７階
蒲田店 大田区蒲田５－３８－１第一美須ビル１階
ラズ大森店 大田区大森北１－１０－１４ラズ大森１階
玉川髙島屋ショッピングセンター店 世田谷区玉川３－１７－１玉川髙島屋ＳＣ本館３階
経堂農大通り店 世田谷区経堂１－１２－１０つるやビル１階
成城学園店 世田谷区成城６－９－６ナカザワビル１階
三軒茶屋店 世田谷区太子堂４－２３－１３王寿ビル１階
アトレ恵比寿店 渋谷区恵比寿南１－５－５アトレ恵比寿６階
広尾プラザ店 渋谷区広尾５－６－６広尾プラザ２階
新宿タカシマヤ旅行サロン 渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２新宿タカシマヤＡ棟１０階
阿佐ヶ谷パールセンター店 杉並区阿佐ヶ谷南１－１７－１５第２紀文堂ビル１階
荻窪北口店 杉並区天沼３－５－２公生堂ビル１階
トラベルゲート池袋 豊島区東池袋１－１３－４ＪＴＢ池袋ビル別館１・２階
池袋パルコ店 豊島区南池袋１－２８－２池袋パルコ１階
王子北とぴあ店 北区王子１－１１－１北とぴあ１階
赤羽イトーヨーカドー店 北区赤羽西１－７－１イトーヨーカドー赤羽店６階
大山駅北口店 板橋区大山東町５５－７コーポキク１階
イオン板橋ショッピングセンター店 板橋区徳丸２－６－１イオン板橋ショッピングセンター４階
光が丘ＩＭＡ店 練馬区光が丘５－１－１光が丘ＩＭＡ専門店街１階
大泉学園ゆめりあフェンテ店 練馬区東大泉５－４３－１大泉学園ゆめりあフェンテ１階
練馬駅前店 練馬区練馬１－４－３福丸ビル１階
綾瀬イトーヨーカドー店 足立区綾瀬３－４－２５イトーヨーカドー綾瀬店５階
パサージオ西新井店 足立区西新井栄町１－１７－１ＰＡＳＳＡＧＧＩＯ１階
北千住店 足立区千住２－５９
亀有アリオ店 葛飾区亀有３－４９－３アリオ亀有アリオモール内２階
新小岩ルミエール店 葛飾区新小岩１－４９－２福島ビル１階
タワーホール船堀店 江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀内
葛西イトーヨーカドー店 江戸川区東葛西９－３－３イトーヨーカドー葛西店２階
小岩フラワーロード店 江戸川区南小岩７－２２－４長谷部ビル１階
八王子北口店 八王子市旭町１３－１０
トラベルゲート吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町１－１４－５吉祥寺本町ビル１階
武蔵境イトーヨーカドー店 武蔵野市境南町２－２－２０イトーヨーカドー武蔵境店東館４階
府中ル・シーニュ店 府中市府中町１－１－５高木ビル１階
昭島イトーヨーカドー店 昭島市田中町５６２－１イトーヨーカドー昭島店３階
調布パルコ店 調布市小島町１－３８－１調布パルコ５階
町田東急ツインズ店 町田市原町田６－４－１町田東急ツインズウエスト７階
武蔵小金井北口店 小金井市本町５－１３－１
東村山イトーヨーカドー店 東村山市本町２－２－１９イトーヨーカドー東村山店３階
東大和イトーヨーカドー店 東大和市桜が丘２－１４２－１イトーヨーカドー東大和店１階
東久留米イトーヨーカドー店 東久留米市本町３－８－１イトーヨーカドー東久留米店３階
イオンモールむさし村山店 武蔵村山市榎１－１－３イオンモールむさし村山２階
多摩センター店 多摩市落合１－３９－１マグレブＥＡＳＴ３階
イオンモール日の出店 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７－３イオンモール日の出３階
ひばりが丘パルコ店 西東京市ひばりが丘１－１－１ひばりが丘パルコ１階

＜ 神奈川県 ＞
鶴見イトーヨーカドー店 横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０イトーヨーカドー鶴見店１階
ウェディングプラザ横浜本店 横浜市西区北幸１－７－６日土地横浜西口第一ビル４階
上永谷イトーヨーカドー店 横浜市港南区丸山台１－１２イト－ヨ－カドー上永谷店１階
上大岡駅前店 横浜市港南区上大岡西１－１３－８三井生命ビル１階
能見台イトーヨーカドー店 横浜市金沢区能見台東３－１イトーヨーカドー能見台店３階
トレッサ横浜店 横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜南棟３階
日吉駅前店 横浜市港北区日吉本町１－２１－１０三陽ビル１階
長津田アピタ店 横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１アピタ長津田１階
青葉台店 横浜市青葉区青葉台２－９－１３セザーム青葉台１階
ららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜３階
戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町１６－５ＡＲＫビル２階
イオン東戸塚店 横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン東戸塚店１階
アトレ川崎店 川崎市川崎区駅前本町２６－１アトレ川崎２階
ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ４階
グランツリー武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１グランツリー武蔵小杉３階
溝ノ口イトーヨーカドー店 川崎市高津区久本３－６－２０イトーヨーカドー溝ノ口店１階
フレルさぎ沼店 川崎市宮前区鷺沼１－１フレルさぎ沼４階
新百合ヶ丘イトーヨーカドー店 川崎市麻生区上麻生１－４－１イトーヨーカドー新百合ヶ丘店４階
橋本アリオ店 相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本２階
古淵イトーヨーカドー店 相模原市南区古淵３－１３－３３イトーヨーカドー古淵店１階
ボーノ相模大野店 相模原市南区相模大野３－２－１ボーノ相模大野ショッピングセンター４階
横須賀モアーズシティ店 横須賀市若松町２－３０
ららぽーと湘南平塚店 平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚３階
鎌倉駅前店 鎌倉市小町１－４－８Ａ＆Ｂ鎌倉１階
大船イトーヨーカドー店 鎌倉市大船６－１－１イトーヨーカドー大船店２階
テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南３階
湘南藤沢店 藤沢市南藤沢２１－７平野ビル２階
小田原ダイナシティウエスト店 小田原市中里２０８ダイナシティ・ウエストモール４階
ラスカ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市元町１－１ラスカ茅ヶ崎５階
イオン秦野ショッピングセンター店 秦野市入船町１２－１イオン秦野ショッピングセンター１階
イオン厚木店 厚木市中町１－５－１０厚木ガーデンシティ２階
大和鶴間イトーヨーカドー店 大和市下鶴間１－３－１イトーヨーカドー大和鶴間店２階
ららぽーと海老名店 海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名４階



＜ 埼玉県 ＞
コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２コク－ンシティコクーン１１階
イオンモール与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９イオンモール与野３階
浦和西口店 さいたま市浦和区高砂２－５－１１シティハウス浦和高砂２階
浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ２階
川越クレアモール店 川越市新富町２－１１－４マルキンビル１階
熊谷店 熊谷市筑波１－２０７信友ビル１階
イオンモール川口前川店 川口市前川１－１－１１イオンモール川口前川２階
川口店 川口市本町４－３－２住友生命川口ビル１階
所沢店 所沢市日吉町１８－２６所沢階Ｓビル１階
新所沢パルコ店 所沢市緑町１－２新所沢パルコＬｅｔ’ｓ館３階
東松山ピオニウォーク店 東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山１階
イオンモール春日部店 春日部市下柳４２０－１イオンモール春日部３階
ララガーデン春日部店 春日部市南１－１－１ララガーデン春日部３階
イオン武蔵狭山店 狭山市入間川３－３１－５イオン武蔵狭山店３階
上尾アリオ店 上尾市大字壱丁目３６７アリオ上尾２階
プラザ上尾店 上尾市谷津２－１－１ショーサンプラザ５階
草加イトーヨーカドーアコス店 草加市高砂２－７－１イトーヨーカドー草加店５階
イオンレイクタウン店 越谷市レイクタウン３－１－１イオンレイクタウンｍｏｒｉ３階
蕨錦町イトーヨーカドー店 蕨市錦町１－１２－１イトーヨーカドー錦町店２階
イオンモール北戸田店 戸田市美女木東１－３－１イオンモール北戸田３階
和光イトーヨーカドー店 和光市丸山台１－９－３イトーヨーカドー和光店３階
イオン新座店 新座市東北２－３２－１２イオン新座店２階
三郷イトーヨーカドー店 三郷市ピアラシティ１－１－１イトーヨーカドー三郷店１階

＜ 千葉県 ＞
蘇我アリオ店 千葉市中央区川崎町５２－７アリオ蘇我２階
トラベルゲートペリエ千葉 千葉市中央区富士見２－２－１ニュー千葉ビル内
幕張イトーヨーカドー店 千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５イトーヨーカドー幕張店１階
イオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台１－４－２０イオン稲毛店３階
ゆみーる鎌取店 千葉市緑区おゆみ野３－１６ゆみーる鎌取４階
トラベルゲートイオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂１－１イオンモール幕張新都心グランドモール１階
市川南口店 市川市市川南１－１０－１ザタワーズウエスト２階
本八幡店 市川市八幡２－５－２二葉屋ビル２階
イオンモール船橋店 船橋市山手１－１－８イオンモール船橋３階
ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 船橋市浜町２－１－１ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ北館２階
船橋店 船橋市本町１－３－１船橋階ＡＣＥ３階
松戸プラーレ店 松戸市松戸１１４９－１松戸プラーレ６階
松戸西口店 松戸市松戸１２８６
イオンモール成田店 成田市ウィング土屋２４イオンモール成田１階
津田沼イトーヨーカドー店 習志野市津田沼１－１０－３０イトーヨーカドー津田沼店６階
イオンモール津田沼店 習志野市津田沼１－２３－１イオンモール津田沼３階
流山おおたかの森ショッピングセンター店 流山市西初石６－１８５－２流山おおたかの森ショッピングセンター３階
八千代イトーヨーカドー店 八千代市村上南１－３－１イトーヨーカドー八千代店２階
イオンモール八千代緑が丘店 八千代市緑が丘２－１－３イオンモール八千代緑が丘４階
あびこショッピングプラザ店 我孫子市我孫子４－１１－１あびこショッピングプラザ３階
四街道イトーヨーカドー店 四街道市中央５イトーヨーカドー四街道店２階
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