
 2019年度全旅クーポン取扱券面金額実績ランキング上位100社(送客会員）

順位 旅行業者ID 会社名 都道府県 順位 旅行業者ID 会社名 都道府県

1 0140708 （株）ドリームワールド 神奈川県 51 0720304 （株）ハマカントラベル 静岡県

2 0272600 （株）三洋旅行 大阪府 52 0661262 （株）三愛旅行社 新潟県

3 0270888 協同組合　大阪府旅行業協会 大阪府 53 0921427 長崎県営バス観光（株） 長崎県

4 0430037 （株）山一観光 熊本県 54 0260680 アヤベックス（株） 京都府

5 0330319 （株）すぎやまクリエイト 岡山県 55 0272922 （株）新日本旅行 大阪府

6 0731756 （株）トラベルマネジメントシステム 愛知県 56 0400657 （株）トラベルウィズ 福岡県

7 0020139 フラワー観光（株） 青森県 57 0136459 （株）グローバルツアー 東京都

8 0150083 日新トラベルサービス（株） 山梨県 58 0200147 大野観光自動車（株） 福井県

9 0260572 （株）アートツーリスト 京都府 59 0230364 （株）トラベル三河 愛知県

10 0410068 （株）西九州ツーリスト 佐賀県 60 0250257 （株）滋賀県旅行業協会 滋賀県

11 0270817 （株）Ｃ・Ｔ企画 大阪府 61 0761587 （株）ビューティフルツアー 京都府

12 0250230 （株）ツーリストジャパン 滋賀県 62 0040301 第一観光トラベル（株） 宮城県

13 0190079 （株）中部日本トラベル 石川県 63 0010532 （株）美唄自動車学校 北海道

14 0290122 （株）ロイヤルツーリスト 奈良県 64 0030112 （株）みちのりトラベル東北 岩手県

15 0010443 （株）アーバン・トラベル札幌 北海道 65 0680818 （株）ニュージャパン・トラベル 富山県

16 0100402 （株）群馬バス 群馬県 66 0370080 （株）大川観光 香川県

17 0010149 北日本観光（株） 北海道 67 0830163 （株）リョービツアーズ 岡山県

18 0400099 （有）極東航空交通観光 福岡県 68 0250107 武田観光（株） 滋賀県

19 0210215 （株）ツアーコンサルタンツ 岐阜県 69 0300219 阪和ワールドツーリスト（株） 和歌山県

20 0430244 （株）ビッグミカエル 熊本県 70 0460079 里見海運産業（株） 鹿児島県

21 0400528 （株）旅ランド 福岡県 71 0060169 八千代交通（株） 山形県

22 0280580 （株）ドリーム観光サービス 兵庫県 72 0380013 （株）せとうち観光社 愛媛県

23 0811423 （株）新日本観光センター 鳥取県 73 0220654 トラベルラウンジ沼津 静岡県

24 0631585 （株）　全　旅 東京都 74 0230655 （株）オレンジツーリスト 愛知県

25 0220455 （株）シグマ観光サービス 静岡県 75 0140674 あさひ国際旅行（株） 神奈川県

26 0260317 （株）ライオンズ旅行企画 京都府 76 0731444 （株）シティツアーズ 愛知県

27 0290076 （株）濱観光サービス 奈良県 77 0450100 （株）アレンジ 宮崎県

28 0272181 （株）ジャパンホリデートラベル 大阪府 78 0901051 （株）アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 福岡県

29 0132958 （株）冨士トラベル東京 東京都 79 0460014 南国交通観光（株） 鹿児島県

30 0040325 （株）たびのレシピ 宮城県 80 0360005 （有）徳島観光商事 徳島県

31 0460200 南栄ツーリスト（株） 鹿児島県 81 0260588 プラスツーリスト（株） 京都府

32 0880613 （株）日本交通社 愛媛県 82 0010597 （株）北海道宝島旅行社 北海道

33 0060234 （株）トラベルパートナー 山形県 83 0280583 （株）ミツワトラベル 兵庫県

34 0190087 （株）トラベルシティ 石川県 84 0070172 福島ツーリストサービス（株） 福島県

35 0430054 （株）日本内外旅行 熊本県 85 0220376 エーストラベル（株） 静岡県

36 0270774 日本旅行企画（株） 大阪府 86 0135763 （株）リゾネット 東京都

37 0630463 日新航空サービス（株） 東京都 87 0190269 （株）冨士トラベル金沢 石川県

38 0390048 高知県旅行業協同組合 高知県 88 0190169 （株）トラベル・エー 石川県

39 0010442 マルウン商事（株） 北海道 89 0521581 （株）日本ツアーサービス 青森県

40 0010450 （株）ノース・スター・トラベル 北海道 90 0400591 （株）西日本旅行 福岡県

41 0200190 （株）日本旅行ツーリスト 福井県 91 0040336 （株）オーシャンコネクト 宮城県

42 0271286 （株）ミヤコ国際ツーリスト 大阪府 92 0160366 （株）Ｎ旅ジャパン 新潟県

43 0280419 （有）大西洋ツーリスト 兵庫県 93 0190082 （株）新日本ツーリスト 石川県

44 0110808 （株）旅クラブジャパン 埼玉県 94 0210283 （株）にこやか旅行 岐阜県

45 0010407 （株）クレオトラベル 北海道 95 0631741 （株）平和ＩＴＣ 東京都

46 0190203 （株）ヴァケーション 石川県 96 0340413 （株）三矢旅行広島 広島県

47 0200162 （株）トラベルハート 福井県 97 0231235 （株）ディパーチャーズ 愛知県

48 0210324 （株）ビッグトラベル 岐阜県 98 0631555 メルコトラベル（株） 東京都

49 0660060 共立観光（株） 新潟県 99 0350103 （有）グリーントラベル　山口中央旅行社 山口県

50 0841483 （株）中国トラベル 広島県 100 0380134 （株）ジェイジェイ旅行センター 愛媛県

1／1 株式会社 全 旅 クーポン事業部



 2019度全旅クーポン取扱券面金額実績ランキング上位100社【受入会員・宿泊関連】

順位 施設名 都道府県 順位 施設名 都道府県

1 ルートインジャパン株式会社 東京都 51 おもてなしの宿　渓山閣 京都府

2 ゆのくに天祥 石川県 52 鬼怒川温泉ホテル 栃木県

3 株式会社共立メンテナンス 東京都 53 ホテルパーク 岐阜県

4 長島観光開発株式会社 三重県 54 あえの風 石川県

5 八幡屋 福島県 55 矢太樓・矢太樓南館 長崎県

6 ワシントンホテルプラザチェーン 愛知県 56 第一滝本館 北海道

7 加賀屋 石川県 57 白玉の湯　泉慶 新潟県

8 琵琶湖グランドホテル 滋賀県 58 ホテル白菊 大分県

9 龍宮城スパホテル三日月　龍宮亭 千葉県 59 花巻温泉（佳松園他５館） 岩手県

10 日本の宿　のと楽 石川県 60 ホテル木暮 群馬県

11 兵衛向陽閣 兵庫県 61 高山グリーンホテル 岐阜県

12 ホテル鐘山苑 山梨県 62 稲取銀水荘 静岡県

13 ダイワロイヤル（株） 東京都 63 ホテル西長門リゾート 山口県

14 品川プリンスホテル 東京都 64 ゆ湯の宿　白山菖蒲亭 石川県

15 まつや千千 福井県 65 ＴＨＥ　ＨＡＭＡＮＡＫＯ 静岡県

16 鳥羽シーサイドホテル 三重県 66 シャトレーゼガトーキングダムサッポロ 北海道

17 道後温泉　ホテル椿館 愛媛県 67 洞爺サンパレスリゾート＆スパ 北海道

18 ホテル櫻井 群馬県 68 山口県/萩温泉・源泉の宿　萩本陣 山口県

19 スパリゾートハワイアンズ 福島県 69 サンシャインシティプリンスホテル 東京都

20 西村屋・西村屋ホテル招月庭 兵庫県 70 ことひら温泉　琴参閣 香川県

21 戸田家（嬉春亭／他） 三重県 71 ホテル華の湯 福島県

22 ホテルふじ 山梨県 72 日本の宿　古窯 山形県

23 ルスツリゾートホテル＆コンベンション 北海道 73 ホテルニューアカオ 静岡県

24 水明館 岐阜県 74 夢乃井 兵庫県

25 定山渓ビューホテル 北海道 75 奥飛騨ガーデンホテル焼岳 岐阜県

26 びわこ　緑水亭 滋賀県 76 グランディア芳泉 福井県

27 休暇村協会 東京都 77 華やぎの章　慶山 山梨県

28 大谷山荘 山口県 78 きぬ川ホテル三日月 栃木県

29 舌切雀のお宿　ホテル磯部ガーデン 群馬県 79 道後館 愛媛県

30 白玉の湯　華鳳 新潟県 80 九州別府　杉乃井ホテル（本館／ＨＡＮＡ） 大分県

31 瑠璃光 石川県 81 あさや 栃木県

32 指宿白水館 鹿児島県 82 情感の宿　大川荘 福島県

33 佳翠苑　皆美 島根県 83 神撰の宿　ホテルみや離宮 広島県

34 浅草ビューホテル 東京都 84 うめ丸 兵庫県

35 ホテルニューアワジ 兵庫県 85 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 北海道

36 ホテル三泉閣 大分県 86 旅亭懐石　のとや 石川県

37 浜名湖かんざんじ温泉　ホテル九重 静岡県 87 安芸グランドホテル 広島県

38 鬼怒川観光ホテル 栃木県 88 佳泉郷井づつや 兵庫県

39 ホテルアンビア松風閣 静岡県 89 ホテルメトロポリタンエドモント 東京都

40 有馬グランドホテル／中の坊瑞苑 兵庫県 90 三翠園 高知県

41 南三陸ホテル観洋 宮城県 91 ローズホテル横浜 神奈川県

42 松島海岸　ホテル大観荘 宮城県 92 鬼怒川御苑 栃木県

43 十八楼 岐阜県 93 鴨川ホテル三日月 千葉県

44 ホテルニュー水戸屋 宮城県 94 みやびの宿　加賀百万石 石川県

45 有馬御苑 兵庫県 95 南紀勝浦温泉　ホテル浦島 和歌山県

46 伝承千年の宿　佐勘 宮城県 96 ホテルウェルシーズン浜名湖 静岡県

47 ホテルニューオータニ 東京都 97 鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島県

48 堂ヶ島ニュー銀水 静岡県 98 活魚の美舟 愛知県

49 帝国ホテル東京 東京都 99 焼津グランドホテル 静岡県

50 稲佐山観光ホテル 長崎県 100 (株)ワールド・ヘリテイジ 奈良県

※主要取扱券種が宿泊券の施設

1／1 株式会社 全 旅　クーポン事業部



 2019度全旅クーポン取扱券面金額実績ランキング上位100社【受入会員・運輸関連】

順位 施設名 都道府県 順位 施設名 都道府県

1 はとバス 東京都 51 宮崎カーフェリー 宮崎県

2 キャブステーション 東京都 52 （株）トライアングル 神奈川県

3 スカイマーク（株） 東京都 53 南福岡観光　貸切バス事業部 福岡県

4 オリックスレンタカー 東京都 54 四国開発フェリー（オレンジフェリー） 愛媛県

5 東都観光バス 東京都 55 京阪バス 京都府

6 マリックスライン（株） 鹿児島県 56 名鉄観光バス 愛知県

7 スカイグループ手配センター 東京都 57 中九州観光 熊本県

8 新日本海フェリー 大阪府 58 横浜クルージング　ポートサービス 神奈川県

9 シグマ観光バス 静岡県 59 黒部峡谷鉄道（株） 富山県

10 マルエーフェリー 鹿児島県 60 丹後海陸交通 京都府

11 フジドリームエアラインズ 静岡県 61 北日本トランスポート 北海道

12 時計台バス 北海道 62 東豊観光（株） 大阪府

13 九州郵船 福岡県 63 ロイヤルウイング 神奈川県

14 託麻観光 熊本県 64 船宿　釣新 東京都

15 太平洋フェリー 愛知県 65 九州産交バス 熊本県

16 エムケイ観光バス 京都府 66 北都交通 北海道

17 種子屋久高速船 鹿児島県 67 桜島フェリー 鹿児島県

18 ニッポンレンタカーサービス 東京都 68 神姫観光バス 兵庫県

19 シンフォニー 東京都 69 軍艦島コンシェルジュ 長崎県

20 佐渡汽船（株） 新潟県 70 福岡昭和タクシー 福岡県

21 クレベ　ＫＲ観光バス事業部 大阪府 71 東海汽船 東京都

22 フェリーさんふらわあ 兵庫県 72 石崎汽船 愛媛県

23 羽田空港交通 東京都 73 堀川観光バス 福岡県

24 ルミナス神戸２ 兵庫県 74 大井川鐡道 静岡県

25 ジェイたく　タクシー予約センター 東京都 75 ハートランドフェリー 北海道

26 琵琶湖汽船 滋賀県 76 小豆島フェリー 香川県

27 菊南プラザバス 熊本県 77 やまさ海運（株） 長崎県

28 西鉄観光バス 福岡県 78 隠岐汽船 島根県

29 ＪＲ九州バス 福岡県 79 都タクシー 京都府

30 屋形船　あみ達 東京都 80 鳴門観光汽船　うずしお観潮船 徳島県

31 保津川下り 京都府 81 ジョイポート南淡路 兵庫県

32 セキシン観光バス 大阪府 82 津軽海峡フェリー 北海道

33 川崎近海汽船　八戸／苫小牧航路、宮古／室蘭航路 北海道 83 熊本フェリー 熊本県

34 屋形船　晴海屋 東京都 84 南国交通観光 鹿児島県

35 阪九フェリー 福岡県 85 石垣島ドリーム観光 沖縄県

36 名門大洋フェリー 大阪府 86 丸文松島汽船 宮城県

37 全但バス 兵庫県 87 中央アルプス観光 長野県

38 宇和島運輸 愛媛県 88 帝産観光バス 東京都

39 肥後観光バス／熊本タクシー 熊本県 89 ケイエム観光バス 東京都

40 国道九四フェリー 大分県 90 九州商船 長崎県

41 東京ヤサカ観光バス 東京都 91 日タク観光バス 岐阜県

42 両備バス 岡山県 92 最上峡芭蕉ライン観光 山形県

43 商船三井フェリー 東京都 93 さつま交通観光 鹿児島県

44 大毎観光バスセンター 大阪府 94 一本松海運 大阪府

45 エムケイ 京都府 95 近鉄バス（株） 大阪府

46 びわ湖バレイ 滋賀県 96 西三交通　予約センター 愛知県

47 那覇バス 沖縄県 97 光洋タクシー　観光バス部 青森県

48 安栄観光 沖縄県 98 大阪水上バス 大阪府

49 屋形船　クルーザー　船清 東京都 99 札幌バス 北海道

50 ショーゼン観光バス　神戸営業所 兵庫県 100 伊豆の国パノラマパーク 静岡県

※主要取扱券種が船車券の施設

1／1 株式会社 全 旅　クーポン事業部



 2019度全旅クーポン取扱券面金額実績ランキング上位100社【受入会員・観光/旅行商品関連】

順位 施設名 都道府県 順位 施設名 都道府県

1 （株）トラベルプラザインターナショナル（TPI東京） 東京都 51 サムズレストラングループ 沖縄県

2 東京ディズニーリゾート 千葉県 52 博多華味鳥 福岡県

3 なんばグランド花月（入場） 大阪府 53 ＮＥＷレオマワールド 香川県

4 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪府 54 日本料理てら岡　中洲本店 福岡県

5 （株）エヌ・ティー・エス　西日本支社 大阪府 55 （株）橋立大丸 京都府

6 ワールドトラベルシステム（SkyRep） 東京都 56 東映太秦映画村 京都府

7 ユナイテッドツアーズ大阪（ＵＴ大阪） 大阪府 57 姫路セントラルパーク 兵庫県

8 （株）エヌオーイー 東京都 58 吉本興業（株） 東京都

9 ハウステンボス 長崎県 59 博多はねや総本家 福岡県

10 スカイパックツアーズ 東京都 60 岩手県旅行業協同組合 岩手県

11 ユナイテッドツアーズ名古屋（ＵＴ名古屋） 愛知県 61 鈴鹿サーキット 三重県

12 日新航空サービス（株） 東京都 62 伊勢　岩戸屋 三重県

13 欧州エキスプレス 東京都 63 ステーキランド　神戸館 兵庫県

14 ニッカ航空サービス 東京都 64 レストラン　毛利志満 滋賀県

15 アークスリーインターナショナル（ｱｰｸﾌﾗｲﾄﾙ･ｱｲｱｲﾂｱｰ） 大阪府 65 日和山観光 兵庫県

16 ビッグホリデー（株） 東京都 66 （株）エス・ティケイ 大阪府

17 がんこフードサービス 大阪府 67 横浜中華街　四五六菜館（本館・新館・別館） 神奈川県

18 団タメ！旅行会社専用の飲食店検索･予約サイト 東京都 68 一冨士ケータリング 大阪府

19 ワールドコネクション 愛知県 69 沖縄美ら海水族館 沖縄県

20 東京スカイツリー 東京都 70 琉球料理　首里天楼 沖縄県

21 オーバーシーズ・トラベル　名古屋支店 愛知県 71 アサヒビール園　博多店 福岡県

22 グリーンランド（熊本） 熊本県 72 焼肉レストラン　オーシャン 三重県

23 ユナイテッドツアーズ東京（ＵＴ東京） 東京都 73 （株）伊達の牛たん本舗 宮城県

24 大塚国際美術館 徳島県 74 八つ橋庵とししゅうやかた 京都府

25 キッザニア甲子園 兵庫県 75 （株）しまなみ 愛媛県

26 サッポロビール園 北海道 76 九州自然動物公園アフリカンサファリ 大分県

27 サガミレストランツ（株） 愛知県 77 （株）ハッピーワールド 東京都

28 キッザニア東京 東京都 78 黒潮市場 和歌山県

29 ユナイテッドツアーズ札幌（ＵＴ札幌） 北海道 79 なんばグランド花月（団体弁当） 大阪府

30 つきじ喜代村　すしざんまい 東京都 80 仙巌園　尚古集成館 鹿児島県

31 アドベンチャーワールド 和歌山県 81 江戸まとい 東京都

32 アップルワールド 東京都 82 東京エアポートレストラン 東京都

33 （株）ＨＡＳＳＩＮ 大阪府 83 三田屋本店　やすらぎの郷 兵庫県

34 チックトラベルセンター 愛知県 84 博多座 福岡県

35 ジェイエッチシー（株）（JHC） 東京都 85 灘菊酒造 兵庫県

36 六角堂 石川県 86 神戸どうぶつ王国 兵庫県

37 レストラン　嵐山 京都府 87 仙台うみの杜水族館 宮城県

38 名古屋ビール園　浩養園 愛知県 88 名阪関ドライブイン 三重県

39 海遊館 大阪府 89 名古屋港水族館 愛知県

40 松阪肉元祖　和田金 三重県 90 まるよし 三重県

41 足立美術館 島根県 91 鳥羽水族館 三重県

42 ひらかたパーク 大阪府 92 焼津さかなセンター 静岡県

43 老舗広島料理専門　酔心 広島県 93 近江牛岡喜本店 滋賀県

44 よしもと祇園花月（入場） 京都府 94 三井観光開発　鴨川シーワールド 千葉県

45 （株）クロノス・インターナショナル 東京都 95 富士急ハイランド 山梨県

46 フェニックスリゾート 宮崎県 96 御殿場高原ビアレストラン 静岡県

47 （株）横浜八景島 神奈川県 97 三島スカイウォーク 静岡県

48 （株）八百彦本店 愛知県 98 磐梯日光店 栃木県

49 神戸　船の旅　コンチェルト 兵庫県 99 和風レストランやまさ 茨城県

50 一休庵 滋賀県 100 づぼらや　道頓堀店 大阪府

※主要取扱券種が観光券の施設

1／1 株式会社 全 旅　クーポン事業部
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