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金沢市 （株）IACEトラベル 金沢支店 金沢市 本町2-15-1 ﾎﾟﾙﾃ金沢2階 電話, 公式HP 10:00~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 050-2018-3745 https://www.iace.co.jp/

金沢市 （株）アトラス旅行 本社営業所 金沢市 有松5丁目10-24 ﾌﾟﾗﾐｽﾋﾞﾙ302 電話, 公式HP 10:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-259-6133 https://www.atlasstudytours.com/

金沢市 （株）アルバトラベル 本店営業所 金沢市 もりの里3-242 ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾃﾞｰﾙ1階 店頭窓口, 電話 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-261-6006

金沢市 （株）アルプ企画　旅行事業部　金澤旅行社 本社 金沢市 問屋町2-31 電話 10:00~17:00､土曜日~13:00 日曜日, 祝日 076-237-3990

金沢市 一般社団法人 金沢市観光協会 一般社団法人 金沢市観光協会 金沢市 木ﾉ新保町1番1号 金沢駅構内 公式HP 9:00~17:45 土曜日, 日曜日, 祝日 076-232-5555 https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/

金沢市 （株）ヴァケーション 金沢本社 金沢市 北安江3-13-13 店頭窓口, 電話 9:30~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-232-6611 https://www.go-vacation.co.jp

金沢市 （株）ヴァケーション OM金沢サロン 金沢市 北安江3-13-13 店頭窓口, 電話 9:30~18:00 火曜日 076-222-0101

金沢市 （株）エイチ・アイ・エス 金沢営業所 金沢市 香林坊1-2-21  損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ金沢ﾋﾞﾙ1階 店頭窓口, 電話 11:00~18:00 水曜日 076-262-3319

金沢市 （株）エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所 金沢市 香林坊1-2-21 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ金沢ﾋﾞﾙ1階 電話 10:00~17:00 水曜日, 金曜日～日曜日, 祝日 076-262-7791

金沢市 エムトラベル 本社 金沢市 片町2-1-1  2F 店頭窓口, 電話 10:00~19:00､土日祝13:00~19:00 076-260-5995

金沢市 沖津商事（金沢ツアーシステム） 本社営業所 金沢市 神宮寺3-9-11 店頭窓口, 電話 8:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-253-5000 http://www.okitsu.co.jp

金沢市 （株）金沢アドベンチャーズ 本社 金沢市 長田2-4-8 店頭窓口, 電話, 公式HP 8:30~17:30 日曜日, 祝日, 第2第4土曜日 076-214-4545 https://kanazawaadventures.com/ja/

金沢市 （株）こころ旅 本店 金沢市 四十万町北ｶ20 電話, 公式HP 10:00 ~ 17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-272-8547 https://www.yumetabi.co.jp/

金沢市 （株）北日本観光旅行 本社営業所 金沢市 佐奇森町ｦ88-3 店頭窓口, 電話 9:00~17:35 土曜日, 日曜日, 祝日 076-266-2533

金沢市 （株）近畿日本ツーリスト中部 金沢支店 金沢市 彦三町1-2-1ｱｿﾙﾃｨ金沢彦三3階 店頭窓口 9:15~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-232-0571

金沢市 金城交通（株）金城トラベル 金沢市 増泉4-3-3ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ内 金城ﾄﾗﾍﾞﾙ 店頭窓口, 電話 10:00~18:00 日曜日, 祝日 076-255-7771

金沢市 金城交通（株）　金城トラベル 千木営業所 金沢市 千木1-47 店頭窓口, 電話 10:00~16:00 土曜日, 日曜日, 祝日, 来店は事前予約 / 休業日の対応については要相談 076-253-1300

金沢市 空港トラベル（株） 旅行サロン金沢 金沢市 若松町3-8 店頭窓口, 電話 10:00~18:00 火曜日 076-225-8265

金沢市 (株)農協観光代理業 JA金沢市旅行センター 金沢市 松寺町未59-1 店頭窓口, 電話 8:30 ~ 17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-237-3943

金沢市 （株）ＪＴＢ 金沢店 金沢市 下堤町30KSﾋﾞﾙ 店頭窓口 10:00~18:00(17:30受付終了) 水曜日, 祝日、※火曜日（当面の間） 076-264-7070

金沢市 （株）ＪＴＢ 香林坊大和店 金沢市 香林坊1-1-1 大和香林坊店7階 店頭窓口 10:00~18:00(17:00受付終了) 不定休 076-231-0762 https://stores.jtb.co.jp/t5565-0

金沢市 （株）ＪＴＢ 金沢支店（団体営業） 金沢市 下堤町30 KSﾋﾞﾙ 電話 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-264-7074

金沢市 シブヤEDI（株） 本社営業所 金沢市 大豆田本町甲58 店頭窓口, 電話 8:20~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-262-4145

金沢市 （株）成和ツーリスト 本店 金沢市 高尾台3丁目144番地 電話 9:00~20:00 090-2372-1942

金沢市 大和タクシーコールネット（株） 本社営業所 金沢市 示野中町1-159 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-254-6913

金沢市 旅企画 本社営業所 金沢市 高柳町2-15-1 ﾏﾝｼｮﾝKS205 電話 10:00~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-252-3336

金沢市 (株)タビックスジャパン 金沢支店 金沢市 武蔵町5-36 浅地ﾋﾞﾙ4階 店頭窓口, 電話 10:30~16:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-224-5800 https://www.tabix.co.jp/branch/kanazawa/

金沢市 地球の旅行代理店 本社営業所 金沢市 円光寺2丁目345ｻﾝﾋﾟｱ泉ヶ丘1F 店頭窓口 10:00~19:00 日曜日, 祝日 076-245-0088

金沢市 （株）中日サービス 中日サービスセンター 金沢市 駅西本町2-12-30 店頭窓口 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-221-9121

金沢市 （株）中部日本トラベル 金沢本店 金沢市 高尾台3-68 店頭窓口, 電話 10:00~18:00 日曜日, 祝日 076-298-6651 https://www.chutra.com/

金沢市 ツアーシステム（株） 金沢本社 金沢市 入江2-88 店頭窓口, 公式HP 10:00～17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-292-0055 http://www.toursystem.co.jp/

金沢市 ツアーシステム（株） イオン示野店 金沢市 戸板西1-55 店頭窓口 10:00~19:00 076-266-4377

金沢市 （株）デープラス 本店営業所 金沢市 小立野2-27-16 店頭窓口, 電話 9:00~20:00 076-254-1798 http://deplus-jc.com/

金沢市 東武トップツアーズ（株） 金沢支店 金沢市 西念1-1-3 ｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｽ金沢4階 店頭窓口, 電話 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-233-0109
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金沢市 （株）トラベル・アイ 本社 金沢市 寺地2丁目21-5 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-259-5517 https://travel-ai.net/

金沢市 トラベル愛ランド（株） 金沢駅西けやき通リ店 金沢市 西念2-1-1 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~19:00､第4土曜日(予約制~17:00) 土曜日、日曜日、祝日 076-224-7700 http://travelailand.com/

金沢市 （株）トラベル・エー 本社営業所 金沢市 東力町ﾆ177 店頭窓口 9:30~18:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-292-2500 http://www.travel-a.net

金沢市 （株）トラベル・エー イオンもりの里店 金沢市 もりの里1-70 ｲｵﾝもりの里1F 店頭窓口 10:00~19:00 木曜日 076-234-2500 http://www.travel-a.net

金沢市 （株）トラベルシティ 本社営業所 金沢市 玉鉾4-197 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:00~18:00､土日祝~13:00 076-291-8989 https://travelcity-1.com

金沢市 （株）トラべル１ 本社営業所 金沢市 畝田西2丁目124-1 電話 10:00~18:00(17:30受付終了) 土曜日, 日曜日, 祝日, 076-256-5980

金沢市 （株）中日本ツアーバス 本社営業所 金沢市 御供田町ﾎ171-2 店頭窓口, 電話 9:00~18:00 076-237-0240 https://cjt-bus.jp

金沢市 なるわ交通（株）(金沢ナルワトラベル) 本社営業所 金沢市 大樋町2番3号 店頭窓口, 電話 9:00~18:00 日曜日 076-253-2211 http://naruwa.jp/

金沢市 （株）西日本ツーリスト 本社営業所 金沢市 金沢市松村1-85 店頭窓口, 電話 9:00~18:00 日曜日, 祝日 076-266-2050

金沢市 （株）日本旅行 金沢支店 金沢市 広岡3-3-77 金沢駅西第一NKﾋﾞﾙ2階 店頭窓口 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 076-293-6841

金沢市 （株）日本旅行 TiS金沢支店 金沢市 木ﾉ新保町1番1号金沢駅構内｢金沢百番街｣内 店頭窓口 11:00~17:00､7月1日は営業 火曜日、木曜日 076-233-2501 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6807/

金沢市 （株）ニュージャパントラベル 金沢営業所 金沢市 広岡市2-13-23 AGSﾋﾞﾙ205号室 店頭窓口, 電話 10:00~16:00 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日, 祝日, 現在は 自粛営業の為 （月）（水）（金）のみ営業です。 076-256-5391

金沢市 （株）農協観光 北陸統括支店 金沢市 古府1-220(農業会館内) 店頭窓口 9:00~16:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-240-5088 http://www.ntour.co.jp/

金沢市 （株）ノザークツアーズ 本社営業所 金沢市 石引1丁目5-26 ﾊﾟｰｸﾋﾞｭｰﾊｲﾂ2F 店頭窓口, 電話 12:00-16:00 土, 日, 祝日,臨時休業あり 076-260-5577

金沢市 （株）阪急交通社 北陸支店 金沢市 上堤町1-15金沢上堤町ﾋﾞﾙ8階 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~16:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-232-5678 https://www.hankyu-travel.com

金沢市 （株）冨士交通 旅行事業部 金沢市 浅野本町ﾆ150番地 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 076-252-8111 http://www.fujikotsu-bus.com

金沢市 （株）冨士トラベル金沢 本社 金沢市 浅野本町ﾆ150番地 店頭窓口, 電話 9:00~17:00､土日祝~16:00 日曜日, 祝日 076-252-6668 https://www.fujitravel-kanazawa.com/

金沢市 ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル（株） 本社営業所 金沢市 黒田1丁目76番地1 店頭窓口, 電話 9:30~18:00 日曜日, 祝日 076-249-8378

金沢市 平和堂旅行センター アル・プラザ金沢営業所 金沢市 諸江町30番1号 店頭窓口 10:00~18:00 アル・プラザ金沢定休日 076-260-1388

金沢市 北鉄金沢バス（株） 本社営業所 金沢市 割出町556番地 店頭窓口, 電話 8:45~17:45 土曜日, 日曜日, 祝日 076-287-5180

金沢市 北電産業（株）ほくでんツアーズ 石川支店営業部 金沢市 下本多町6-11 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-221-5311

金沢市 北陸鉄道㈱ 金沢駅前センター 金沢市 堀川新町1-11 店頭窓口 9:30~17:30 076-263-0489

金沢市 北國観光（株） 金沢本社 金沢市 南町2-1  北國新聞会館12階 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:30~18:00 日曜日, 祝日 076-263-3565 http://www.hokkokukanko.co.jp/index.html

金沢市 （株）マップ 本社営業所 金沢市 中屋町西509-1 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 日曜日, 祝日, 土曜日～13:00 076-249-7300

金沢市 （株）丸一観光 金沢営業所 金沢市 無量寺町ﾎ120 店頭窓口, 電話 9:00~17:00､土曜日(予約制) 日曜日, 祝日, 076-266-4401

金沢市 三紅国際（株） 本店営業所 金沢市 米泉町1丁目77番地1 電話 10:00~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 080-3747-5666

金沢市 名鉄観光サービス（株） 北陸支店 金沢市 上堤町1-28 電話 10:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-231-2126

金沢市 UIGI（株） UIGI KANAZAWA 金沢市 彦三町1-2-1 ｱｿﾙﾃｨ金沢彦三1F 電話, 公式HP 10:00~18:00 日曜日 076-293-1845 https://www.uigikanazawa.com/

金沢市 ワールドバケーション 本社 金沢市 里見町44-1 ﾀｳﾝﾊｲﾂ里見町1階 店頭窓口 12:00~20:00 水曜日 076-255-2000

金沢市 ＹＳトラベル 本社営業所 金沢市 藤江北3‐44-2 電話 9:00~18:00 日曜日, 祝日 076ｰ267-3000

七尾市 （株）石川スポーツキャンプ 本社営業所 七尾市 石崎町ﾁ部32-1 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 月曜日 0767-62-0999

七尾市 寿トラベル 七尾市 和倉町ひばり2丁目52番地 電話 9:00~17:00 0767-62-3322

七尾市 ツアーシステム（株） 七尾ナッピィモール店 七尾市 藤野町ﾛ-38 七尾ﾅｯﾋﾟｨﾓｰﾙ内 店頭窓口 10:00~19:00 0767-53-4400

七尾市 東武トップツアーズ（株） 七尾支店 七尾市 神明町1番地ﾐﾅ.ｸﾙ2階 店頭窓口, 電話 9:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 0767-52-3526
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七尾市 トラベル愛ランド（株）　 七尾小丸山通り店 七尾市 小島町ﾊ68-3 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~19:00､土曜日~17:00､日祝~15:00 0767-53-7744 http://travelailand.com/

七尾市 日本エアートラベル（株） 和倉本社 七尾市 石崎町香島2-164-2 店頭窓口, 電話 10:00~18:00 日曜日, 祝日 0767-62-2680

七尾市 (一社）のと島クラシカタ研究所 本店 七尾市 能登島向田町ろ部8番地1 電話, 公式HP 8:30~17:15 土曜日, 日曜日, 祝日 0767-84-1110 https://masoi.net/

七尾市 北鉄能登バス（株） 七尾駅前センター 七尾市 神明町ﾛ2-1 店頭窓口, 電話 9:00~17:25 土曜日, 日曜日, 祝日 0767-54-8727

七尾市 北電産業㈱　ほくでんツアーズ 七尾営業部 七尾市 小丸山台2丁目52番地 電話 9:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 0767-52-1171

七尾市 （株）丸一観光 七尾営業所 七尾市 矢田町2-1 店頭窓口, 電話 9:00~17:30､土曜日(予約制) 日曜日, 祝日, 076753-6161

七尾市 和倉温泉旅館協同組合 わくたまトラベル 七尾市 和倉町2部13番地1 店頭窓口 9:00~17:00 土曜日、日曜日、祝日 http://www.wakura.or.jp/

小松市 （株）加賀観光トラベル 本社 小松市 津波倉町ｦ11番地 店頭窓口, 電話 9:00~18:00 日曜日, 祝日 0761-44-1199

小松市 KMQツーリスト（株） 本社営業所 小松市 日の出町4-93 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ小松内 店頭窓口 10:00~18:00 土曜日、日曜日、祝日は不定休 0761-24-3334 http://kmq-tourist.com/

小松市 (株)農協観光代理業 JA小松市旅行センター 小松市 上小松町丙252番地 店頭窓口 9:00~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 0761-21-0170

小松市 （株）ＪＴＢ イオンモール新小松 小松市 清六町315番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ新小松2階 店頭窓口 10:00~18:00(17:30受付終了) 0761-22-2311

小松市 ツアーシステム（株） イオンモール新小松店 小松市 清六町315番地 店頭窓口 10:00~19:00 0761-24-0755

小松市 （株）冨士トラベル石川 本社営業所 小松市 園町ﾊ178-1 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:00~18:30 日曜日, 祝日 0761-24-1131 https://fujitravel.ishikawa.jp

小松市 平和堂旅行センター アル・プラザ小松営業所 小松市 園町ﾊ23-1 店頭窓口 10:00~18:30 アル・プラザ小松定休日 0761-23-1878

小松市 北國観光（株） 小松支店 小松市 園町ﾎ91-1 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:30~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 0761-21-0300 http://www.hokkokukanko.co.jp/index.html

輪島市 （株）トラベル・エー 旅サロン輪島 輪島市 宅田町7-37 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌｧﾐｨ内 店頭窓口 9:30~18:30 日曜日 0768-22-8891 http://www.travel-a.net

輪島市 北鉄奥能登バス（株） 本社 輪島市 石川県輪島市杉平町蝦夷穴70 店頭窓口, 電話 8:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 0768-22-2311

珠洲市 トラベル愛ランド（株） 珠洲燈籠山通り店 珠洲市 飯田町11-85-2 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~18:00､第1,3土曜日~16:00 左記土曜日以外、日曜日、祝日 0768-82-8877 http://travelailand.com/

珠洲市 能登すずなり 能登すずなり 珠洲市 野々江町ｼ-15 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 0768-82-4688

珠洲市 のと旅行センター 本店営業所 珠洲市 宝立町春日野1-141 店頭窓口, 電話 9:00~18:00 日曜日, 祝日 0768-84-1321

加賀市 (株)アミーゴ　ラビットツアー ラビットツアー 加賀市 勅使町ﾊ2-1 公式HP 9:30~16:30 土曜日, 日曜日, 祝日 0761-75-7355 https://rabbittour.club/

加賀市 （株）石川観光旅行社 アビオシティ店 加賀市 作見町ﾙ25-1 店頭窓口 9:30~20:00 0761-76-7010

加賀市 （株）石川観光旅行社 本社 加賀市 作見町ﾆ54-1 店頭窓口 9:30~17:30 日曜日 0761-72-7774

加賀市 （株）石川観光旅行社 大同工業内ツーリストセンター 加賀市 熊坂町ﾊ35番地1 大同ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽｼｮｰﾙｰﾑ内 店頭窓口 9:30~17:30 日曜日, 企業カレンダーによる 0761-72-1415

加賀市 ウエダ観光社 本店 加賀市 伊切町い213 店頭窓口, 電話 8:30~18:00 日曜日 0761-75-3545

加賀市 さくら旅行（株） 本社 加賀市 片山津温泉ｳ18-1 店頭窓口 9:00~18:00(時間外は予約制) 日曜日 0761-74-8033

加賀市 JA加賀旅行センター 加賀市 作見町ﾎ10番地1 店頭窓口, 電話 8:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 0761-73-5555

加賀市 （株）旅くらぶ四季彩 本社 加賀市 合河町ﾛ47 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:00~18:00 日曜日, 祝日 0761-74-1250 http://tabiclub.jp/

加賀市 （株）旅くらぶ四季彩 山中店 加賀市 山中温泉南町ﾛ83-1 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:00~18:00 日曜日 0761-74-1250 http://tabiclub.jp/

加賀市 （株）中部日本トラベル 加賀本社 加賀市 大聖寺東町3-3-1 店頭窓口, 電話 10:00~18:00 日曜日, 祝日 0761-73-3530 https://www.chutra.com/

加賀市 （株）日観交通社 本社 加賀市 小菅波町1-143 店頭窓口 9:00~17:00 0761-73-2525

加賀市 （株）ライオンズ旅行企画　 北陸営業所 加賀市 山中温泉今立町ｲ180 店頭窓口, 電話 9:00~15:00(予約の場合は~18:00) 火曜日, 水曜日 0761-78-1108 http://www.lions-tp.co.jp/

かほく市 河北観光 本社営業所 かほく市 木津ﾆ17-18 店頭窓口, 電話 9:00~19:00 日曜日, 祝日 076-285-1160 http://www.kahokukanko.jp/

かほく市 ツアーシステム(株) イオンモールかほく店 かほく市 内日角ﾀ25 店頭窓口 10:00~19:00 076-289-0055
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かほく市 ＰＦＵライフエージェンシー（株） 本社 かほく市 宇野気ﾇ98-2 店頭窓口, 電話, 公式HP 9:00~16:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-283-8587 https://www.pfu.fujitsu.com/pla/

かほく市 東日本ツーリスト（株） 本社営業所 かほく市 宇野気ﾄ60 店頭窓口, 電話 9:00~17:00 土曜日, 日曜日, 祝日 076-283-5755

白山市 エムアールテクノサービス㈱ 金沢支店 白山市 下柏野町368-2 店頭窓口, 電話 9:30~18:00 076-220-7331 http://www.mrtechno.co.jp/

白山市 （株）JTB イオンモール白山店 白山市 横江町土地区画整理事業施行地区内1街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ白山2階 店頭窓口 10:00~18:00(最終受付時間17:30) イオンモール白山の休業日 076-259-0507 https://stores.jtb.co.jp/t5636-0

白山市 北崎自動車工業（株）(白山きたさきバス） 本社 白山市 三浦町151 店頭窓口, 電話 9:00~17:30 日曜日, 祝日 076-275-0288 http://kitasaki-bus.com/

白山市 グリーン旅行北陸 本店営業所 白山市 相川新町20 店頭窓口 9:30~18:00 日曜日, 祝日 076-276-0867

白山市 ツアーシステム（株） イオンモール白山店 白山市 横江町 ｲｵﾝﾓｰﾙ白山内 店頭窓口, 公式HP 10:00-21:00 新型コロナウィルスのまん延状況により営業時間・定休日が異なる場合がございます 076-276-0722 http://www.toursystem.co.jp/

白山市 （株）トラベル・エー ラスパ白山店 白山市 倉光5-14 ﾗｽﾊﾟ白山1F 店頭窓口 10:00~19:00 076-274-2500 http://www.travel-a.net

白山市 （有）とりっぷａｇｅ 白山市 幸明町270 ｱﾋﾟﾀ松任店内 店頭窓口 10:00~18:00 水曜日 076-274-6747

白山市 一般社団法人　白山市観光連盟 白山市観光連盟 白山市 鶴来本町四丁目ﾇ85番地 店頭窓口, 電話, 公式HP 8:30~17:15 年末年始 076-259-5893 https//www.urarahakusanbito.com/

白山市 （株）ホワイトリング 本社 白山市 木滑出65番地1 店頭窓口, 電話 9:30~17:30 076-255-5340

白山市 ワールドトリップ（株） 本店 白山市 乙丸町458番地 店頭窓口, 電話 10:00~17:30､時間外と土日(予約制) 土曜日, 日曜日, 祝日 076-274-4000 https://www.world-trip.info/

能美市 （株）ヴァケーション 能美支店 能美市 大長野町ﾁ114番地 店頭窓口, 電話 9:30~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 0761-58-8558

能美市 のみトラベル（株） 本社 能美市 山口町ﾎ2 店頭窓口 10:00～18:00 日曜日 0761-21-6626 https://r.goope.jp/nomitravel

野々市市 （株）学侑社 ＫＩＴサービスセンター 野々市市 扇が丘7-1 金沢工業大学内 店頭窓口 9:00~17:30､土曜日~13:00 日曜日, 祝日 076-248-8432 http://www.kit-group.jp

野々市市 （株）新日本ツーリスト 本社 野々市市 押野2-250 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~18:30(土曜日~18:00) 日曜日, 祝日, 076-248-1455 http://www.nj-tourist.com/

野々市市 ツアーシステム（株） イオンタウン野々市店 野々市市 白山町4-1 店頭窓口 10:00~19:00 076-294-8066

野々市市 （株）北鉄航空 旅行センター 野々市市 横宮町11-2 店頭窓口, 電話 9:00~17:15 土曜日, 日曜日, 祝日 076-287-5139 http://www.hokutetsukoku.jp/

津幡町 ㈱津幡観光社 本店 津幡町 字津幡ﾆ13-3 店頭窓口 9:00~21:00 日曜日, 祝日 076-288-3214

津幡町 平和堂旅行センター アル・プラザ津幡営業所 津幡町 北中条1丁目1番地 店頭窓口 10:00~18:00 アル・プラザ津幡定休日 076-289-0855

宝達志水町 （株）トラベル・アイ はくい営業所 宝達志水町 菅原 ﾜ101-1 店頭窓口, 電話, 公式HP 10:00~18:00 土曜日, 日曜日, 祝日 0767-29-8770 https://travel-ai.net/

中能登町 （株）ヴァケーション 旅行サロン鹿島 中能登町 井田と部1-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鹿島 店頭窓口, 電話 10:00~19:00 火曜日 0767-76-2351

穴水町 (株)農協観光代理業 JAおおぞら旅行センター 穴水町 大町ほの95番地 電話 8:30~17:30 土曜日, 日曜日, 祝日 0768-52-3811

穴水町 有限会社　スカイトラベル 本社 穴水町 大町はの13番地 店頭窓口, 電話 9:00~18:00､土曜日~12:00 日曜日, 祝日, 0768-52-3911

穴水町 のと鉄道㈱のと鉄道旅行センター 本社旅行センター 穴水町 大町ﾄ33番地 店頭窓口 9:00~18:00 0768-52-0900


