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ＴＩＡＳは近畿日本ツーリストグループの海外ネットワークを通じて、お客様の安心・快適な旅を提供させていただいております。
これまで蓄積してきたノウハウとともに、24時間365日みなさまのパートナーとして、大切なお客様のサポートをさせていただきます。
カード会社様、損害保険会社様等の海外アシスタンス、学校法人様や旅行会社様、企業様の営業時間外電話対応など、貴社のニーズ
に合わせた対応を行ってまいりますので、是非ご用命ください。

会社概要

社名 ツーリスト インターナショナル アシスタンス サービス株式会社
ＴＯＵＲＩＳＴＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＡＳＳＩＳＴＡＮＣＥＳＥＲＶＩＣＥ.ＩＮＣ.（ＴＩＡＳ）

会社所在地 🏣🏣105-0003 東京都港区西新橋3-13-3 ユニゾ西新橋三丁目ビル1階
電話：03-3431-1351 Ｆａｘ：03-3431-0075

営業時間 24時間 年中無休

設立 平成3年4月

資本金 1億円

代表者 代表取締役社長 杉田智信

従業員数 51名（平成30年10月1日現在）

事業内容
・国内旅行・海外旅行に関する各種情報の提供 ・国内・海外の宿泊機関、交通機関などの予約、手配
・海外における医療機関情報の提供及び医師の紹介 ・海外における生活ビジネス情報の提供
・海外における盗難、紛失事故等災害時の緊急援助サービスの提供 ・旅行業法に基づく旅行業
・上記に付帯する一切の事業

旅行業登録 観光庁長官登録旅行業第1173号

加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会 正会員

2



ＴＩＡＳの主要事業
海外拠点との連携により、世界中を旅するお客様に24時間365日、安心で高品質なサービスを
提供しています。

アシスタンス事業
（含むコンシェルジュサービス）

•海外旅行の楽しさを倍増させる、旅行情
報の提供やレストラン、コンサートチ
ケットなどの手配を行います。

•旅行中のお客様が病気になったり、事件
や事故に巻き込まれたりした際に、サ
ポートいたします。

•上級会員やロイヤルカスタマーへの高度
サービスとして、国内、海外に精通した
旅のプロフェッショナルが、長年培われ
たホスピタリティ、様々なネットワーク
を活用して感動、満足を演出するコン
シェルジュサービスを提供いたします。
（コンシェルジュ事業のみ）

ＢＴＭ時間外サポート事業

•ビジネスでの海外出張中の急な予定変更
に伴うフライトやホテルの変更を、手配
を行った旅行会社の営業時間外に、世界
中どこからでも電話一本でプロのオペ
レーターが必要な対応を迅速に行います。

•雪や台風などの自然災害やストライキな
どによる交通機関の乱れなど、突然のト
ラブル発生にも、適切なアドバイスや要
望に応じた国内外の交通機関等の手配を
行います。

トラベルデスク事業

•お電話一本で、大手旅行会社の国内・海
外パケージツアーのご相談、手配をいた
します。複数の旅行会社のプランから最
適なご旅行をご案内させていただきます。

•アシスタンスサービスとの連携により、
海外の情報提供やきめ細やかな旅行商品
（オプショナルツーなど）・旅行傷害保
険の手配をいたします。

3つの主要事業
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海外アシスタンスサービスについて
海外30都市、39箇所の直営拠点のネットワークで、海外渡航先の情報や、旅行先での緊急トラブル
発生時の対応など、旅前から旅なかまで、ご旅行者に「安心・快適」な旅のお手伝いをいたします。

～ サービス内容 ～

1. 各種交通機関のご案内

2. ショッピング、ショー、その他イベント情報のご案内

3. 各地の天気情報、習慣、通貨為替レートのご案内

4. ホテル、レストランのご案内

5. パスポートの盗難・紛失時の手続き案内

6. 各地の警察、保険会社への連絡方法のご案内

～ 対応デスク ～

海外デスクまたは、東京デスク（24時間・年中無休）
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コンシェルジュサービスについて
国内・海外のレストランやショー、航空券、ホテル予約を始め、その他必要な情報のご提供など、
国内外からのお電話に、24時間年中無休でオペレーターが対応いたします。

～ サービス内容 ～
1. 航空券の予約案内
2. ホテルの予約案内
3. 高級車を含むレンタカーの予約案内
4. ゴルフ場の情報提供
5. レストランの予約案内
6. 海外の買物情報の提供（お店の場所案内等）
7. カードやパスポート紛失時のサポート
8. 旅行選びのお手伝い
9. オペラ・コンサート・展覧会等の案内

～ 対応デスク ～
東京デスク（24時間・年中無休）
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ＢＴＭ時間外サポートサービスについて
BTM・TMCエージェント様の営業時間外に着電した、海外出張者様の予約・変更・取消等の
ご要望に、貴社に代わって対応する、時間外緊急コールセンターです。

～ サービス内容 ～

1. GDSを使用した国際線の予約記録確認、変更、取消 *ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌｪｱ対応可能

2. 予約変更に伴うチケット処理の貴社への引継ぎ、または必要な手続きの案内

3. GDSで予約された海外ホテルの変更、取消

4. 国際線、海外ホテルの新規予約 *原則は公示運賃での予約になります

5. 欠航、遅延などのフライト情報提供、パスポート残存、必要査証、現地情報など渡航関連情報の提供

6. 貴社緊急連絡先あてにメッセージの取次ぎ

7. 上記すべての対応について、翌朝までに貴社担当者様へ報告書の送付

※ 上記内容以外であっても、直接手配したホテルのオーバーブッキングや、飛行機のロストバッゲージ、
急なレンタカーの手配など、こちらで対応の出来る全ての応急処置を行ないます

※ 但し、発券・お見積り業務は、弊社サポートの対象外となりますのでご了承ください
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トラベルデスクサービスについて
お電話一本で、お客様のご要望を専門のスタッフが伺い、複数の大手旅行会社のプラン
の中から、お客様に最適な海外・国内のパッケージ旅行をご案内いたします。

～ サービス内容 ～

お電話やメールで・・・

１．国内パッケージ6社、海外パッケージ9社の中から最適な旅行を提案・手配

２．査証申請代行、出入国書類の作成

３．有名旅館からビジネスホテルまで、国内約2,800軒の宿泊の手配

４．国内航空券や、JRその他の乗車券の手配

５．保険代理店として、国内旅行傷害保険や海外旅行保険の受付
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グループ会社のご案内（会社概要と国内ネットワーク）

2015.6月現在

国

内

拠

点

■グループ会社（国内団体）

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
東京都内に6支店
第1営業支店／第2営業支店／第3営業支店
第5営業支店／第6営業支店／第7営業支店
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
東京私学教育旅行支店／東京第1旅行支店／首都圏国際交流センター営業所
東京支店／立川支店／横浜支店／横浜教育旅行支店／県央町田支店
湘南支店／埼玉支店／埼玉教育旅行支店／熊谷支店／千葉支店
千葉教育旅行支店／静岡支店／沼津支店
株式会社近畿日本ツーリスト関東
水戸支店／つくば支店／宇都宮支店／ぐんま支店／新潟支店／燕三条営業所
長岡支店／甲府支店／長野支店／上田支店／松本支店／伊那営業所
株式会社近畿日本ツーリスト北海道
旭川支店／北見支店／網走営業所／札幌支店／札幌法人旅行支店
札幌教育旅行支店／函館営業所／帯広支店／苫小牧支店

株式会社近畿日本ツーリスト東北
青森支店／八戸営業所／盛岡支店／秋田支店／仙台団体旅行支店
仙台教育旅行支店／山形支店／酒田営業所／福島支店／郡山支店
株式会社近畿日本ツーリスト中部
富山支店／金沢支店／福井支店／浜松支店／三河支店／豊橋営業所／岐阜支店
高山営業所／名古屋法人MICE支店／名古屋教育旅行支店／四日市支店／津支店
株式会社近畿日本ツーリスト関西
滋賀支店／京都支店／福知山支店／関西MICE支店／大阪教育旅行支店
大阪法人旅行支店／神戸支店／姫路支店／奈良支店／和歌山支店
関西国際交流センター

株式会社近畿日本ツーリスト中国四国
山陰支店／岡山支店／福山支店／広島支店／山口支店／徳島支店／松山支店
高知支店

株式会社近畿日本ツーリスト九州
福岡支店／北九州営業所／福岡教育旅行支店／佐賀支店／長崎支店／熊本支店
大分支店／宮崎支店／鹿児島支店

国

内

拠

点

■グループ会社（国内）

クラブツーリズム株式会社（メディア販売型旅行会社）
拠点：札幌、仙台、群馬、埼玉、茨城、千葉、東京（新宿・銀座・成増・立川）、

横浜、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、奈良、広島、福岡

株式会社KNT-CTグローバルトラベル（訪日旅行）

株式会社KNT-CTウエブトラベル（Web事業）
株式会社近畿日本ツーリスト神奈川
本社営業所／ジョイナス旅行センター／横浜高島屋旅行センター／港南台旅行センター
二俣川旅行センター／三ツ境／旅行センター
株式会社近畿日本ツーリスト沖縄
株式会社ユナイテッドツアーズ（海外留学、台湾事業、航空券販売、海外企画旅行）
三喜トラベルサービス株式会社（医学関連国際会議）

会

社

概

要

社 名：ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社
2013年(平成25年)1月1日近畿日本ツーリスト株式会社から商号変更

設 立：1947年(昭和22年)5月26日
資 本 金：80億4,152万9,647円（2017年3月31日付）
株 式：東証 第一部上場
代 表 者：代表取締役社長 丸山 隆司
本 社：〒101-8641 東京都千代田区東神田1-7-8 ユニゾ東神田一丁目ビル
グループ社 員 数：6,986名 (2017年3月31日付)
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グループ海外拠点
世界中どのような都市・地域においても快適で思い出に残る旅をお届けするために、海外30都市、39箇所の直営拠点を中心とした、
グローバルなネットワークを持っています。
さらに、よりきめ細かなサービスのために全世界に提携代理店網を整備し、万全の体制で、皆さまの信頼にお応えしています。

【アジア】
KNT(HK)Ltd
●香港事務所

近畿国際旅行社(中国)有限公司
●北京本社
●上海事務所

KNT TRAVEL(THAILAND) CO., 
Ltd.
●バンコク事務所

KNT-CT HOLDINGS CO.,LTD.
Singapore Representative Office
●シンガポール事務所

KNT-CT HOLDINGS CO.,LTD.
Philippine Representative Office
●マニラ事務所

台湾近畿国際旅行社股份有限公司
●台北事務所

【ヨーロッパ】
MK SUPPORT SERVICE B.V.
●アムステルダム事務所
●パリ事務所
●フランクフルト事務所
●マドリッド事務所
●ロンドン事務所
●ローマ事務所
※パリ以下は、ＭKサポート・サービス社より
ミキ・トラベル・リミテッドに業務再委託

【アメリカ】
Kintetsu International 
Express(U.S.A.)Inc.
●KIE-USA本社
●TOCロサンゼルス
●TCCロサンゼルス支店
●TOCニューヨーク事務所
●TCC本社
●TCCニューヨーク支店
●TCCニュージャージ事務所
●TCCシカゴ支店
●TCCサンノゼ支店
●TCCシンシナティ事務所

【カナダ】
Kintetsu International 
Express(Canada)Inc.
●KIE-CND本社
●バンクーバー支店
●トロント事務所

【オセアニア】
Kintetsu International 
Express(Oceania) Pty., Ltd.
●KIE-OCE本社
●TOCオーストラリア
●シドニーアウトバンド支店
●メルボルン支店
●ケアンズ支店
●ゴールドコースト支店
●オークランド事務所

【ミクロネシア】
Pacific Development Inc.
●サイパン事務所

Holiday Tours Micronesia 
Inc.
●グアム事務所

【ハワイ】
Kintetsu International 
Express Hawaii(U.S.A.)Inc.
●ホノルル事務所
●ホノルル空港分室
●マウイ分室

※TOC＝Tour Operation Company
TCC＝Travel Consultants Company
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