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■成田空港実証運行バス　ポスター＆パンフレット配布支店一覧
No 道府県名 会社名 店舗名 郵便番号 住所
1 北海道 ⽇本旅⾏北海道 旅プラザ時計台店 060-0002 札幌市中央区北２条⻄２丁目
2 北海道 ⽇本旅⾏北海道 旅プラザ南1条店 060-0061 札幌市中央区南１条⻄４－１６
3 北海道 ⽇本旅⾏北海道 小樽支店 047-0032 小樽市稲穂２－２２－４
4 北海道 ⽇本旅⾏北海道 苫小牧支店 053-0022 苫小牧市表町１－４－５
5 北海道 ⽇本旅⾏OMCトラベル 麻生店 001-0039 札幌市北区北３９条⻄４－１－５　ダイエー⿇生店内４階
6 北海道 ⽇本旅⾏OMCトラベル 新さっぽろ店 004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５－７－１　ダイエー新さっぽろ店内２階

7 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS梅田支店 530-0001 大阪市北区梅田３－１－１　ＪＲ大阪駅桜橋口改札横
8 大阪府 ⽇本旅⾏ 門真支店 532-0011 大阪府大阪市淀川区⻄中島５-１６-１　ＪＲ新大阪駅構内
9 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS京橋支店 534-0024 大阪市都島区東野田３－２　ＪＲ京橋駅構内
10 大阪府 ⽇本旅⾏ 天王寺支店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８　
11 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS大阪支店 530-0001 大阪市北区梅田３－１－１　ＪＲ大阪駅構内
12 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS天王寺支店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０ー４５　ＪＲ天王寺駅構内
13 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS茨木支店 567-0888 茨木市駅前１－１－１０　ＪＲ茨木駅構内
14 大阪府 ⽇本旅⾏ TiS新大阪支店 530-0011 大阪市淀川区⻄中島５－１６－１　ＪＲ新大阪駅構内
15 大阪府 ⽇旅サービス営業所 茨木営業所 567-0816 茨木市永代町５
16 大阪府 ⽇旅サービス営業所 難波営業所 542-0076 大阪市中央区難波３－６－１５
17 大阪府 ⽇旅サービス営業所 ららぽーと和泉営業所 594-1157 和泉市あゆみ野４－４－７
18 大阪府 ⽇本旅⾏OMCトラベル 吹田店 564-0027 吹田市朝日町２－１０１　ダイエー吹田店内４階
19 大阪府 ⽇本旅⾏OMCトラベル 京橋店 534-0025 大阪市都島区片町２－３－５１　ダイエー京橋店内１階
20 大阪府 ⽇本旅⾏OMCトラベル おおとり店 593-8324 堺市⻄区鳳東町７－７３３　ダイエーおおとり店内２階
21 大阪府 ⽇本旅⾏OMCトラベル 泉大津店 595-0025 泉大津市旭町２０－１　ダイエー泉大津店１階
22 香川県 ⽇本旅⾏ 高松支店 760-0026 ⾼松市磨屋町２－８
23 香川県 ⽇旅サービス営業所 ゆめタウン高松営業所 761-8072 ⾼松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン⾼松１階
24 愛媛県 ⽇本旅⾏ 松山支店 790-0011 松⼭市千舟町５－７－６
25 福岡県 ⽇本旅⾏ TiS博多支店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ駅構内
26 福岡県 ⽇本旅⾏ TiS小倉支店 802-0001 北九州市小倉北区浅野１－１－１　ＪＲ駅構内
27 福岡県 ⽇本旅⾏ 中州川端支店 810-0801 福岡市博多区中洲５－１－１
28 福岡県 ⽇旅サービス営業所 ゆめタウン筑紫野営業所 818-0081 筑紫野市針摺東３丁目３－１　ゆめタウン筑紫野店１階
29 福岡県 ⽇旅サービス営業所 ゆめタウン⾏橋営業所 824-0031 ⾏橋市⻄宮市３－８－１　ゆめタウン⾏橋店１階
30 福岡県 ⽇旅サービス営業所 福岡営業所 812-0013 福岡市博多区博多駅東２－５　博多偕成ビル１階
31 福岡県 ⽇旅サービス営業所 ゆめタウン博多営業所 812-0055 福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多店１階
32 福岡県 ⽇旅サービス営業所 イオン穂波営業所 820-0081 飯塚市枝国⻑浦６６６－４８　イオン穂波店１階
33 福岡県 ⽇旅サービス営業所 イオン若松営業所 808-0103 北九州市若松区⼆島１－３－１
34 福岡県 ⽇旅サービス営業所 イオンモール福岡伊都営業所 819-0379 福岡市⻄区北原１－２
35 福岡県 ⽇旅サービス営業所 イオンモール福岡営業所 811-2303 糟屋郡粕屋町大字酒殿字⽼ノ木１９２－１
36 福岡県 ⽇旅サービス営業所 イオンタウン⿊崎営業所 806-0036 北九州市八幡⻄区⻄曲⾥町３－１
37 福岡県 ⽇本旅⾏OMCトラベル 天神地下街店 812-0013 福岡市中央区天神２－地下３－３３１
38 福岡県 ⽇本旅⾏OMCトラベル 笹丘店 810-0034 福岡市中央区笹丘１－２８－７４　ダイエー笹丘店内　Ｂ１階
39 福岡県 ⽇本旅⾏OMCトラベル マリナタウン店 819-0014 福岡市⻄区豊浜３－１－１０　ダイエーマリナタウン店内２階
40 福岡県 ⽇本旅⾏OMCトラベル ショッパーズモールなかま店 809-0013 中間市上蓮花寺１－１－１　ショッパーズモールなかま東館内１階
41 佐賀県 ⽇本旅⾏ 佐賀支店 840-0816 佐賀市駅南本町３－７
42 佐賀県 ⽇旅サービス営業所 イオン唐津営業所 847-0022 唐津市鏡字⽴神４６７１　イオン唐津店１階
43 佐賀県 ⽇旅サービス営業所 ゆめタウン武雄営業所 843-0022 武雄市武雄町武雄４９９２　ゆめタウン武雄１階
44 佐賀県 ⽇旅サービス営業所 イオンモール佐賀大和営業所 840-0201 佐賀郡大和町尼寺３５３５　イオンモール佐賀大和１階
45 大分県 ⽇本旅⾏ 大分支店 870-0026 大分市⾦池町２－１－１０
46 熊本県 ⽇本旅⾏ 熊本支店 860-0807 熊本市下通１丁目７－１８
47 ⿅児島県 ⽇本旅⾏ ⿅児島支店 892-0828 ⿅児島市⾦生町２－１４
48 ⿅児島県 ⽇旅サービス営業所 イオンモール⿅児島営業所 891-0115 ⿅児島県⿅児島市東開町７ イオンモール⿅児島２階
49 ⿅児島県 ⽇本旅⾏OMCトラベル ⿅児島店 890-0063 ⿅児島市鴨池２－２６－３０　ダイエー⿅児島店内１階
50 沖縄県 ⽇本旅⾏ ⽇本旅⾏沖縄 900-0015 那覇市久茂地３－２１－１
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【参考】実施店舗でのポスター貼付及びパンフレット陳列風景

１．札幌：旅プラザ時計台 ２．大阪：ＴｉＳ大阪⽀店

３．⾼松：⾼松⽀店 ４．福岡：ＴｉＳ博多⽀店
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沿線市町村等による関連事業

参考資料５
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今回の実証運⾏バス運⾏に際し、各市町村が利⽤者に対して独⾃の特典を設定。
（特典内容については実証運⾏バスのホームページ内及び⾞内で市町村作成のチラシを配布することで

案内。）
バス添乗員より実証運⾏バスの利⽤者に対し、『乗⾞証明書』を配布し、利⽤者は、各案内所や
施設に乗⾞証明書を提⽰することで特典を受けることが出来た。

（１）沿線市町村による実証運⾏バス関連事業（バス利⽤特典）

①関連事業一覧

●乗⾞証明書デザイン
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②関連事業 実績一覧

単位：⼈
館山市 施設割引 赤山地下壕跡 67

館山市立博物館本館 20
アロハガーデンたてやま 89

飲食割引 海のマルシェたてやま 28
レンタカー割引 トヨタレンタカー館山支店 2

白子町 飲食サービス 一品サービス、ウェルカムドリンク 7
施設割引 日帰り温泉 8
プレゼント レトルト食品（白子流ブイヤベース） 21

いすみ市 タクシー利用券 申請人数 89
延べ利用者数 128
延べ利用台数 67

飲食サービス 伊八めし一品サービス 16
喫茶店一品サービス 8

鴨川市 飲食サービス

宿泊者に鴨川オリジナルゼリー詰め合わせ

「鴨川の四季」のプレゼント
18

施設割引 自転車レンタル割引 6
鴨川シーワールド 施設割引 5

銚子市 観光クーポン 749

施設割引 銚子ポートタワー 8
地球の丸く見える丘展望館 24

館山ルート

鴨川ルート

銚子ルート
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成田空港活⽤協議会は、⾞内アンケートに協⼒した⽅の中から抽選で、
３組６名に国内線往復航空券、１００名に1,000円分のオリジナル
ＱＵＯカードのプレゼントを実施した。

（２）成田空港活⽤協議会によるプレゼント企画
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