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3 - 137 上信越観光案内所

本社営業所

国内 377-1308

吾妻郡 長野原町大津406-8

0279-82-2598

82-2559

田村 守

3 - 171 中央観光

本社営業所

国内 377-1711

吾妻郡 草津町草津23-12

0279-88-5532

88-5532

久保田 和司

前橋吉岡店

総合 370-3602

北群馬郡 吉岡町大久保821

0279-20-5433

20-5434

前橋みなみ店

総合 379-2143

前橋市 新堀町18

027-289-9911

210-0805

3 - 187 浅間観光自動車㈱

本社営業所

総合 377-1612

吾妻郡 嬬恋村大前775

0279-96-1221

96-1223

宮﨑 法夫

2 - 194 ローランド観光㈱

本社営業所

総合 377-0007

渋川市 石原201-5

0279-23-2007

23-7377

蜂巣 新一

本社営業所

総合 378-0031

沼田市 薄根町4495-1

0278-22-5766

23-3536

沼田市 栃木県足利市五十部町666-4

0278-22-5766

23-3536

2 - 185 ㈱綜合旅行（アイツアーズ）

田村 香代子

3 - 198 ㈱北群馬旅行社

赤間 昌彦
足利中央観光営業所 国内 378-0031

3 - 199 ベルツリー観光

本社営業所

国内 379-1617

利根郡 みなかみ町湯原1661

0278-72-3846

72-3846

鈴木 正

3 - 288 黒岩観行案内所

本社営業所

総合 377-1525

吾妻郡 吾妻村大字西窪131

0279-97-2551

97-2551

黒岩 尉夫

3 - 299 草津環境美化事業㈱（草津温泉総合観光社）

本社営業所

国内 377-1711

吾妻郡 草津町草津10-1

0279-88-2482

88-2421

直井 新吾

2 - 336 エーストラベル

本社営業所

総合 377-0027

渋川市 金井2178-36

0279-25-0534

24-5465

岩丸 優

本社営業所

総合 377-0002

渋川市 中村字中島608-1

0279-20-1900

20-1902

沼田営業所

国内 378-0041

沼田市 榛名町4258-1

0278-23-1111

23-1336

渋川営業所

国内 377-0007

渋川市 石原303

0279-24-5115

24-5116

吾妻営業所

国内 377-0423

吾妻郡 中之条町伊勢町700-1

0279-75-3811

75-1207

前橋営業所

総合 371-0852

前橋市 総社町総社2533

027-210-5566

210-5353

3 - 389 ㈱ウイング（ウイング予約センター）

本社営業所

国内 377-0002

渋川市 中村530-2

0279-30-2173

30-2174

生方 秀行

3 - 399 ㈱タック（タックトラベル）

本社営業所

総合 377-0008

渋川市 渋川2176-16

0279-60-6355

60-6350

金子 崇巳

3 - 412 上越旅行社

本社営業所

国内 378-0054

沼田市 西原新町甲58

0278-22-3353

24-1146

澤浦 敏夫

上毛高原営業所

総合 379-1313

利根郡 みなかみ町月夜野1744-1

0278-25-4910

25-4920

長野原営業所

国内 377-1303

吾妻郡 長野原町大字横壁538-13

0279-82-2832

82-2832

たかやま営業所

国内 377-0702

吾妻郡 高山村大字中山5602

0279-25-7348

63-2749

3 - 441 ASK赤城敷島観光

本社営業所

総合 379-1103

渋川市 赤城町津久田272番地

0279-56-3085

26-3314

狩野 清高

2 - 445 オウレット

本社営業所

国内 378-0408

利根郡 片品村大字花咲2792-78

0278-58-4824

58-4823

桂田 直樹

3 - 459 ローズクイーン交通㈱

本社営業所

総合 377-0802

吾妻郡 東吾妻町大字川戸1281

0279-76-4031

26-7118

小池 靖之

事業部

国内 378-0415

利根郡 片品村大字鎌田4078

0278-25-4644

25-4646

木下 浩美

本社営業所

総合 378-0415

利根郡 片品村鎌田4177-1

0278-25-8022

25-8165

星野 信一

ホテルヴィレッジ

総合 377-1711

吾妻郡 草津町草津618

0279-88-3643

88-8200

小西 弘晃

3 - 479 プラネット

本社営業所

国内 378-0408

利根郡 片品村大字花咲2792-76

0278-58-4323

58-2966

吉田 茂雄

2 - 483 (一社)みなかみ町体験旅行

本社営業所

総合 379-1313

利根郡 みなかみ町月夜野1744-1

0278-62-3450

25-4340

入内島 芳崇

2 - 484 (一社)中之条町観光協会

本社営業所

総合 377-0424

吾妻郡 中之条町大字中之条町938

0279-75-8814

26-3777

田村 亮一

3 - 487 水上高原リゾート(株) (水上高原トラベル)

本社営業所

国内 379-1721

利根郡 みなかみ町藤原6152-1

0278-75-2222

75-2312

毛利 寛

2 - 488 草津温泉旅館協同組合

本社営業所

総合 377-1711

吾妻郡 草津町大字草津39-5

0279-88-3722

88-3183

黒岩 裕喜男

本社営業所

総合 377-0204

渋川市 白井166-1

0279-26-7596

26-7597

前橋営業所

総合 371-0031

前橋市 下小出町2-22-1

027-219-0255

219-0250

3 - 499 （一社）みなかみ町観光協会

本社営業所

国内 379-1313

利根郡 みなかみ町月夜野1744-1

0278-62-0401

62-0402

深津 卓也

2 - 505 (株)キャニオンズ

本社営業所

国内 379-1728

利根郡 みなかみ町湯檜曽45

0278-72-2811

72-2812

ハリス マイケル ジョン

2 - 382 関越交通㈱

2 - 430 三浦観光

3 - 466 片品村振興公社㈱ (尾瀬ツーリスト)
3 - 469 尾瀬紀行
2 - 476 ㈱中沢ヴィレッジ

2 - 493 日輸企画(株)（コンフォートトラベル）

佐藤 俊也

三浦 敬二

入内島 幸男
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