
2023年4月3日現在

旭川 月曜日〜金曜日 050-9001-6584 北海道旭川市１条通8-542-4　一条緑橋通ビル3F

釧路 月曜日〜金曜日 050-9001-6589 北海道釧路市錦町4-7-1　釧路錦町駐車場ビル1F

札幌 月曜日〜金曜日 050-9001-6580 札幌市中央区南一条東1丁目３ パークイースト札幌7Ｆ

函館 月曜日〜金曜日 050-9001-6592 北海道函館市若松町6-7　三井生命函館若松町ビル1Ｆ

青森 月曜日〜金曜日 050-9001-8570 青森県青森市古川2-20-6　AQUＡ古川２丁目ビル　２F

八戸 月曜日〜金曜日 050-9001-8572 青森県八戸市柏崎1-8-20八戸東京海上日動ビルディング３Ｆ

盛岡 月曜日〜金曜日 050-9001-8574 岩手県盛岡市盛岡駅前通16-21盛岡駅前通ビル4Ｆ

岩手中央 月曜日〜金曜日 050-9001-8576 岩手県北上市大通り1-3-27　入山北ビル5F

一関 月曜日〜金曜日 050-9001-8578 一関市大手町1番5号（耕栄第2ビル1F）

仙台 月曜日〜金曜日 050-9001-8563 宮城県仙台市青葉区中央1-6-18　山一仙台中央ビル3F

秋田 月曜日〜金曜日 050-9001-8580 秋田県秋田市山王2-1-40　田口ビル1Ｆ

山形 月曜日〜金曜日 050-9001-8583 山形県山形市香澄町2-2-31カーニープレイス山形7F

福島 月曜日〜金曜日 050-9001-8585 福島県福島市栄町6-6　ユニックスビル9階

郡山 月曜日〜金曜日 050-9001-8587 福島県郡山市並木1-2-2　ウエスタンビル2･3Ｆ

会津若松 月曜日〜金曜日 050-9001-8589 福島県会津若松市中央3-2-11ジブラルタル生命会津若松ビル5F

水戸 月曜日〜金曜日 050-9001-8722 茨城県水戸市城南2-1-20　井門水戸ビル6Ｆ

茨城南 月曜日〜金曜日 050-9001-8724 茨城県土浦市港町1-4-19　土浦駅東口駅前ワコー第2ビル2F

宇都宮 月曜日〜金曜日 050-9001-8727 宇都宮市馬場通り2-1-1　NMF宇都宮ビル５F

栃木 月曜日〜金曜日 050-9001-8729 栃木市片柳町2-13-11　プリムローズA101

高崎 月曜日〜金曜日 050-9001-8731 群馬県高崎市宮元町212　高崎宮元町ビル3Ｆ

館林駅 月曜日〜金曜日 050-9001-8733 館林市本町2-1-1（館林駅前ビル）

千葉 月曜日〜金曜日 050-9001-8739 千葉市中央区新町18-10 千葉第一生命ビル5F

京葉 月曜日〜金曜日 050-9001-8742 千葉県松戸市本町18-4　NBF松戸ビル6F

押上 月曜日〜金曜日 03-3624-1921 墨田区押上2丁目18番12号（東武館1F）

横浜 月曜日〜金曜日 050-9001-8749 横浜市中区日本大通18　KRCビルディング7階

春日部 月～土曜日 048-761-8741 春日部市粕壁東1-21-14

新越谷駅 月～土曜日 048-986-0366 越谷市南越谷1-11-4（東武新越谷駅ﾋﾞﾙ ｳﾞｧﾘｴ1F）

北千住駅 月～土曜日 03-3881-6107 足立区千住旭町42-1（東武北千住駅内）

浅草駅トラベルサロン 無休（年末年始除く） 03-3841-1471 台東区花川戸1丁目4番1号（浅草駅内）

ふじみ野駅 月・火・木・金・土曜日 049-262-8441 富士見市ふじみ野東1-26-1（ふじみ野駅内）

志木駅 月～土曜日 048-473-4771 新座市東北2丁目38番1号（志木駅内）

池袋駅 月～土曜日 03-3981-1231 豊島区西池袋1丁目1番25号（池袋駅西口B1）

新潟 月曜日〜金曜日 050-9001-8753 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54　日生南笹口ビル5Ｆ

長野 月曜日〜金曜日 050-9001-9686 長野県長野市南千歳1丁目10-6　東邦ビル６F

松本 月曜日〜金曜日 050-9001-9688 長野県松本市本庄1-3-10大同生命松本ビル2F

伊那 月曜日〜金曜日 050-9001-9690 長野県伊那市西春近2916-1 長野日報ビル1Ｆ

甲府 月曜日〜金曜日 050-9001-8755 山梨県甲府市丸の内1-17−10　東武穴水ビル7F

三島 月曜日〜金曜日 050-9001-8757 　静岡県三島市芝本町1-1　三島NKビル5階

静岡 月曜日〜金曜日 050-9001-9697 静岡市葵区栄町3-1   あいおいﾆｯｾｲ同和損保静岡第一ビル10Ｆ

浜松 月曜日〜金曜日 050-9001-9699 静岡県浜松市中区田町324-3 EPO浜松ビル6Ｆ

岐阜 月曜日〜金曜日 050-9001-9695 岐阜県岐阜市金町6-6　ニッセイ岐阜ビル９Ｆ

豊橋 月曜日〜金曜日 050-9001-9703 愛知県豊橋市藤沢町141

名古屋 月曜日〜金曜日 050-9001-9705 名古屋市中区丸の内2-18-25  丸の内ＫＳﾋﾞﾙ11F

七尾 月曜日〜金曜日 050-9001-9679 石川県七尾市神明町1 ミナ.クル2Ｆ

金沢 月曜日〜金曜日 050-9001-9681 石川県金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢4Ｆ

福井 月曜日〜金曜日 050-9001-9684 福井県福井市順化1-2-1　福井テラス　7階

富山 月曜日〜金曜日 050-9001-2138 富山県富山市本町9-10 大同生命富山ビル7Ｆ

滋賀 月曜日〜金曜日 077-565-0109 滋賀県草津市若竹町7-10(ＫＢ２１　2階)

京都 月曜日〜金曜日 050-9001-8771 京都市下京区五条通新町東入ﾙ東錺屋町186  ﾔｻｶ五条ﾋﾞﾙ9F

奈良 月曜日〜金曜日 0742-32-1170 奈良県奈良市大宮町6-2-19　奈良東京海上日動ビルディング２F

メディア大阪 月曜日〜金曜日 06-4799-0109 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号(堂島アクシスビル6階)

堺 月曜日〜金曜日 050-9000-9306 大阪府堺市堺区北瓦町1-3-17(堺東センタービル)

神戸 月曜日〜金曜日 050-9001-9782 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20(ジイテックス　アセント　ビル3階)

姫路 月曜日〜金曜日 079-224-5761 兵庫県姫路市白銀町18(日本生命姫路白銀町ビル6階)

和歌山 月曜日〜金曜日 073-425-3211 和歌山県和歌山市美園町３丁目32-1　損保ジャパン和歌山ビル6F

紀伊田辺 月曜日〜金曜日 0739-24-2800 和歌山県田辺市湊1番9号(Ｔ.Ｍ.ビル)

鳥取 月曜日〜金曜日 050-9002-5454 鳥取県鳥取市富安2-159　久本ビル6Ｆ

松江 月曜日〜金曜日 050-9002-5456 島根県松江市白潟本町13-4　三井生命松江ビル7Ｆ

岡山 月曜日〜金曜日 050-9002-5458 岡山市北区磨屋町10-20磨屋町ビル8F

広島 月曜日〜金曜日 050-9002-5442 広島県広島市中区本通6-11　明治安田生命広島本通ビル6Ｆ

福山 月曜日〜金曜日 050-9002-5452 福山市霞町1-1-24 住友生命福山ビル2Ｆ

徳島 月曜日〜金曜日 050-9002-5470 徳島県徳島市八百屋町3-26　大同生命徳島ビル6階

高松 月曜日〜金曜日 050-9002-5462 香川県高松市寿町2-2-10　高松寿町プライムビル8F

新居浜 月曜日〜金曜日 050-9002-5464 愛媛県新居浜市一宮町2-4-8　新居浜商工会館3F

松山 月曜日〜金曜日 050-9002-5466 愛媛県松山市三番町4-11-6 KH三番町プレイス2Ｆ

東武トップツアーズ 特急券取扱支店

　特急券およびSL座席指定券は以下の東武トップツアーズ各支店でご購入頂けます。
また、特急券インターネット購入・予約サービスでご予約された特急券、東武鉄道お客さまセンターに電話予約された特急券、SL座席指定

券、スペーシア個室券、東武鉄道公式WEBサイトインターネット予約でご予約されたSL座席指定券の引換も行っております。

支店名 営業日 電話番号 住所
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高知 月曜日〜金曜日 050-9002-5468 高知市はりまや町2-2-11 富士火災高知ﾋﾞﾙ７Ｆ

関門 月曜日〜金曜日 050-9001-9756 福岡県北九州市門司区本町1-5 Ｐort Ｍoji 壱番館 5Ｆ

福岡 月曜日〜金曜日 050-9001-9760 福岡市中央区天神3-11-1 天神武藤ビル４Ｆ

佐賀 月曜日〜金曜日 050-9001-9765 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル8F

長崎 月曜日〜金曜日 050-9001-9767 長崎市中町1-22（MJMﾋﾞﾙ5F）

熊本 月曜日〜金曜日 050-9001-9770 熊本県熊本市中央区草葉町4-20　富士火災熊本ビル2F

大分 月曜日〜金曜日 050-9001-9772 大分県大分市都町1-1-19 あいおいニッセイ同和損保大分ビル2Ｆ

宮崎 月曜日〜金曜日 050-9001-9774 宮崎県宮崎市橘通東3-1-47 宮崎プレジデントビル4Ｆ

鹿児島 月曜日〜金曜日 050-9001-9776 鹿児島県鹿児島市中央町26-1 南国アネックスビル4F

沖縄 月曜日〜金曜日 050-9001-9778 沖縄県那覇市久茂地1-12-12ニッセイ那覇センタービル10階

　　なお、施設メンテナンス等により臨時休業となる場合もございますので、お引き取りの際は予め店舗にてご確認のうえ、お引き取りいただきますよう

　　お願い申し上げます。
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