
東毛地区
会員名・商号 営業所名 取扱 電話番号 ＦＡＸ番号 代表者名

本社営業所 国内 374-0024 館林市 本町3-4-20 0276-74-6555 72-3654

佐野営業所 国内 327-0023 栃木県 佐野市 相生町25 0283-23-0918 23-3742

板倉営業所 国内 374-0132 邑楽郡 板倉町板倉1248-2 0276-82-0161 82-0161

本社営業所 総合 376-0013 桐生市 広沢町4-2330-3 0277-52-2565 52-2502

足利営業所 総合 326-0141 栃木県 足利市 小俣町3990-13 0284-62-5586 62-5586

2 - 207 ㈱群馬トラベルエージェンシー 本社営業所 総合 372-0031 伊勢崎市 今泉町1-1191-5 0270-23-8555 26-3699 柳井　正臣

2 - 243 新田旅行センター 本社営業所 国内 370-0321 太田市 新田木崎町305-1 0276-56-7278 56-7275 石塚　勝紀

2 - 256 ㈱マスダツーリスト 本社営業所 国内 372-0812 伊勢崎市 連取町3293-2 0270-30-1317 30-1318 江原　良則

3 - 270 ㈲桐生交通 本社営業所 総合 379-2311 みどり市 笠懸町阿左美2683-19 0277-76-8685 76-5872 前原　隆詔

本社営業所 総合 376-0013 桐生市 広沢町3-3984-1 0277-54-0054 54-5767

前橋営業所 総合 371-0805 前橋市 南町3-21-8 027-243-2626 221-3193

3 - 276 ㈲ケイ・ツーリストぐんま 本社営業所 総合 379-2311 みどり市 笠懸町阿左美3267-19 0277-76-7312 76-7378 石内　勝己

3 - 278 ㈲中央旅行 本社営業所 総合 372-0006 伊勢崎市 太田町741-1 0270-26-6211 26-6324 中島　省三

2 - 290 つゝじ観光バス　㈱ 本社営業所 総合 374-0024 館林市 本町3-4-20 0276-74-6555 72-3654 小暮　達也

2 - 294 わたらせ渓谷鐵道㈱ 本社営業所 国内 376-0101 みどり市 大間々町大間々1603-1 0277-73-2110 73-3121 品川　知一

3 - 305 ツアーズメルシー 本社営業所 総合 379-2313 みどり市 笠懸町鹿2423-26 0277-77-0281 77-0282 木村　園子

2 - 306 大泉観光㈱ 本社営業所 総合 370-0511 邑楽郡 大泉町北小泉1-10-18 0276-63-1311 63-1315 青谷　佐智夫

3 - 314 エムトラベル㈲ 本社営業所 総合 379-2313 みどり市 笠懸町鹿3315-9 0277-76-5515 76-5556 宮崎　武

3 - 321 ㈱ワールドツーリスト 本社営業所 総合 376-0013 桐生市 広沢町4-2359-7 0277-55-5381 55-2301 林　香

3 - 332 アース旅行 本社営業所 国内 374-0132 邑楽郡 板倉町大字板倉4212-6　平成第一ハイツ207 0276-82-4649 82-4400 小川　弘二

本社営業所 国内 374-0065 館林市 西本町12-16 0276-73-4570 72-8121

太田営業所 国内 373-0851 太田市 飯田町1378　最上ハイツ509 0276-57-6626 57-6627

3 - 351 新井観光社 本社営業所 国内 370-0124 伊勢崎市 境315-13 0270-74-0124 74-3828 新井　智之

本社営業所 総合 374-0023 館林市 大手町7-10 0276-72-3388 72-2646

板倉営業所 国内 374-0132 邑楽郡 板倉町板倉1276 0276-82-0310 82-4327

3 - 393 ㈲パトスツーリスト 本社営業所 総合 372-0855 伊勢崎市 長沼町646-30 090-5755-6556 75-5383 金井　幸夫

3 ー 407 ㈱ワールドツアーズ 本社営業所 総合 370-0532 邑楽郡 大泉町坂田256-2 0276-20-4740 20-4741 碓氷　浩敬

3 - 413 ＴＫ豊岡観光社（TKトラベル） 本社営業所 総合 370-0105 伊勢崎市 境伊与久3245-1 0270-75-3986 27-6700 豊岡　透

3 - 434 ㈲プラスツーリズム 本社営業所 総合 376-0035 桐生市 仲町2-11-23 0277-20-8511 20-8512 小林　聡

2 - 452 ㈱ホシノ（ホシノ観光サービス） 本社営業所 国内 370-0341 太田市 新田金井町128-1 0276-57-0555 57-4203 星野　正義

3 - 456 東武自動車観光㈱ 本社営業所 総合 372-0812 伊勢崎市 連取町3328-13 0270-24-4488 24-4486 原田　茂

2 - 457 ㈱群馬旅行 本社営業所 総合 372-0812 伊勢崎市 連取町1538 0270-24-7790 24-5981 岩﨑　泰人

本店 総合 372-0801 伊勢崎市 宮子町3423-15 0270-25-3133 25-2228

ｶｲﾝｽﾞ本店営業所 総合 367-0030 埼玉県 本庄市 早稲田の杜1-2-1 0495-88-7898 88-7883

ﾍﾞｲｼｱ青梅インター店 総合 198-0024 東京都 青梅市 新町6-16-15 0428-34-9330 30-7018

2 - 467 ㈱あすからいふ倶楽部（アーバントラベル） 株式会社あすからいふ倶楽部 国内 379-2311 みどり市 笠懸町阿佐美3348-20 0277-76-0001 76-0321 正田　惠一

3 - 470 ニュージャパンツーリスト 本社営業所 総合 376-0013 桐生市 広沢町5-1190-1 0276-25-0311 25-0954 小野里　喜一

- 本社営業所 総合 370-0503 邑楽郡 千代田町赤岩1728-12 0276-86-2274 86-4982

- 館林営業所 国内 370-0503 館林市 花山町2598-5 0276-59-7300 74-1309

2 - 481 ㈱矢島タクシー（太田観光サービス） 本社営業所 総合 373-0026 太田市 東本町30-18 0276-49-6688 49-6690 矢島　正弘

3 - 492 オールジャパン企画(株) 本社営業所 国内 376-0002 桐生市 境野2-801-14 0277-46-7818 46-7817 石川　螢

ー 本社営業所 国内 373-0015 太田市 東新町412-2 0276-52-8882 52-8881

ー 伊勢崎営業所 国内 370-0124 伊勢崎市 境798-1 0270-74-2610 74-2610

ー 未来営業所 総合 346-0004 埼玉県 久喜市 南3-2-35　ベルピア久喜第4-2-204 0480-31-9849 31-9834

2 - 503 (株)あおば交通 本社営業所 総合 373-0817 太田市 飯塚町2118　ロイヤルチェスター太田　内 0270-21-7676 21-7680 渡邉　国男

2 - 513 赤城観光 本社営業所 国内 376-0101 みどり市 大間々町大間々616 0277-72-2717 73-2304 木村　滋洸

3 - 514 ＧＦトラベル 本社営業所 国内 370-0303 太田市 新田小金井町1921-1 0276-57-5718 57-5712 内田　親孝

2 - 526 平井トラベル 本社営業所 国内 379-2233 伊勢崎市 平井町1085 0270-20-2227 62-6727 冨川　千恵美

2 - 529 新群馬旅行 本社営業所 総合 376-0011 桐生市 相生町2-481-2 0277-46-9360 46-9560 大木　俊一

3 - 534 トラベルトピア 本社営業所 総合 370-4023 太田市 大舘町1328-3 0276-52-8877 52-8878 山本　尚史

松本　喜芳

古暮　通明

つつじ旅倶楽部（つつじトラベル）3 478

496 ミニトラベル2

-

㈱カインズトラベル4622 - 田中　俊行

永井　豊

2 小林　道明

㈲Ｓ.Ｐ.Ｔ（サイトウツーリスト）3 - 339 齋藤　彰

館林観光バス㈱（館林トラベルサービス）380

2

3 007 ㈲つゝじ観光社

2

ー 高久　三郎

上州観光サービス㈱272-

営業所の所在地
種別

登録番号

川田　敬子㈱桐生旅行159-

http://www.kiryu-ryoko.net/
http://nagai-unyu.net/rokou.html
http://homepage3.nifty.com/tutuji/
http://www.watetsu.com/
https://t-merci.com/
http://www.tatekan.co.jp/
http://www.pathos-tourist.com/
http://www.tobu-j.com/
http://www.aska-ceremo.co.jp/index.html
http://akagikanko.com/
http://www.tatekan.co.jp/
http://nagai-unyu.net/rokou.html
http://www.kiryu-ryoko.net/

