
西毛地区
会員名・商号 営業所名 取扱 電話番号 ＦＡＸ番号 代表者名

2 - 018 さくら観光㈱ 本社営業所 国内 370-2316 富岡市 富岡1009 0274-62-3611 64-1301 武井　哲郎

3 - 149 国際トラベルサービス㈱ 高崎高島屋旅行サロン 総合 370-0052 高崎市 旭町45　高崎高島屋５Ｆ 027-345-6700 345-6701 箱田　英彦

3 - 202 ㈲岸観光 本社営業所 国内 370-3402 高崎市 倉渕町三ノ倉1356-4 027-378-2438 378-2332 白石　祐子

2 - 208 高崎ツーリスト 本社営業所 総合 370-1213 高崎市 山名町8-4 027-346-5776 347-0898 岩野　嘉明

3 - 223 ㈲昭和観光 本社営業所 総合 370-2202 甘楽郡 甘楽町小幡115-5 0274-74-2903 74-5337 熊井戸　俊雄

3 - 253 群馬コープ観光㈱ 本社営業所 総合 370-3522 高崎市 菅谷町20-170 027-373-7890 373-7886 小林　勝市

3 - 260 ㈲奥原観光 本社営業所 国内 375-0021 藤岡市 小林404-6 0274-22-3781 24-5656 奥原　旭

2 - 285 ㈱関東トラベルサービス 本社営業所 総合 370-1211 高崎市 阿久津町917 027-346-6287 346-6973 山口　剛

2 - 315 グリーン観光㈱ 本社営業所 総合 370-2412 富岡市 妙義町下高田315-1 0274-73-3333 73-3452 青木　重男

2 - 330 ㈱ボルテックスアーク 本社営業所 総合 379-0129 安中市 下磯部987-1 027-381-1919 381-1914 福岡　泉

3 - 373 多野観光(株) 本社営業所 国内 370-1301 高崎市 新町1265-6 0274-42-1416 42-0434 竹内　喜久男

本社営業所 国内 370-0064 高崎市 芝塚町2033-1 027-325-5921 325-0515

さいたま営業所 国内 367-0206 埼玉県 本庄市 埼玉県本庄市児玉町共栄337-3 0495-72-8813 72-4121

富岡営業所 国内 370-2315 富岡市 曽木460番地1 0274-67-7798 67-7799

3 - 385 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ貨物・北関東ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（ＪＫＬﾂｰﾘｽﾄ） 本社営業所 国内 370-1201 高崎市 倉賀野町1757 027-347-3238 347-3237 島田　茂

2 - 401 九曜観光 本社営業所 国内 370-2343 富岡市 七日市215-5 0274-62-4164 62-4161 根本　貢江

群馬バス旅行事業部 総合 370-0073 高崎市 緑町3-2-3 027-364-3423 364-0363

東京営業所 総合 192-0375 東京都 八王子市 鑓水2-173 042-638-8157 638-8158

下芝営業所 総合 370-3103 高崎市 箕郷町下芝177-2 027-388-1212 360-7076

3 - 415 ㈱トラベルプラザ 本社営業所 総合 370-0032 高崎市 宿大類町16-2 027-353-3900 388-8815 久保田　道雄

3 - 428 ㈲ワールドアーストラベル 本社営業所 総合 375-0024 藤岡市 藤岡906 0274-22-0299 22-0396 大沢　由記

3 - 451 サントラベル 本社営業所 総合 370-2202 甘楽郡 甘楽町小幡80-2 0274-74-6043 67-1013 由田　美知男

3 - 454 ㈱ワールドプランニング（ワールドツアー） 本社営業所 総合 370-0875 高崎市 藤塚町49-1 027-310-3389 325-7527 竹渕　典男

3 - 465 美山観光バス㈱ 本社営業所 総合 370-0803 高崎市 大橋町178 027-384-4050 384-3496 清水　正郎

本社営業所 総合 370-2601 甘楽郡 下仁田町下仁田3-1 0274-82-5725 82-6206

富岡営業所 総合 370-2334 富岡市 上高瀬1280-4 0274-63-8639 82-6206

3 - 500 （一社）安中市観光機構 本社営業所 国内 379-0301 安中市 松井田町横川441 027-329-6203 329-6205 武井　宏

3 - 502 Ｇｎ観光 本社営業所 総合 370-0816 高崎市 常磐町58-1　ウイング高崎113 090-1673-6791 027-202-0449 難波　吉紀

3 - 509 (一社)富岡市観光協会 本社営業所 総合 370-2316 富岡市 富岡1151-1 0274-62-6001 0274-67-7775 武井　哲郎

3 - 511 富岡観光㈱ 本社営業所 国内 370-2316 富岡市 富岡1088-3 0274-62-3454 64-0473 新藤　道夫

2 - 532 Gunma Travel 本社営業所 総合 370-0841 高崎市 栄町14-1　高崎イーストセンタービル302 027-329-5401 329-5401 相京　恵

3 - 533 ミヤザワ観光エムツアー 本社営業所 国内 370-2316 富岡市 富岡323-18 0274-62-2411 62-2419 宮澤　義教

営業所の所在地

-

㈱上信観光バス343-2

種別
登録番号

402

木内　幸一

なかい観光475-2 中井　啓之

㈱群馬バス（群馬バストラベル） 羽鳥　喜代志2

1

http://www.gunma-coop-kankou.co.jp/
http://www.pikkaritour.com/
http://www.greenkanko-bus.com/index.html
http://www.vortex.gr.jp/group/ark/index.htm
http://www12.wind.ne.jp/jkb/
http://www12.wind.ne.jp/jkb/
http://www.kitalogi.co.jp/branch/jkl.html
http://www.gunbus.co.jp/travel/index.html
http://www.gunbus.co.jp/travel/index.html
http://www.travel-plaza.co.jp/
http://www.worldearthtravel.com/
http://www12.wind.ne.jp/jkb/
http://www.gunbus.co.jp/travel/index.html

