中毛地区
種別
登録番号
2

2

2

会員名・商号

営業所名

営業所の所在地

取扱

電話番号

ＦＡＸ番号

本社営業所

総合 371-0852

前橋市 総社町総社2905

027-252-7111

252-7116

太田営業所

総合 373-0033

太田市 西本町58-20

0276-31-7111

31-1818

本社営業所

総合 379-2121

前橋市 小屋原町384-1

027-280-8610

280-8609

安中営業所

国内 379-0116

安中市 安中1-11-5

027-381-1267

381-0309

高崎営業所

国内 372-0069

高崎市 飯塚町444-4

027-364-0299

364-0299

本社営業所

総合 371-0857

前橋市 高井町1-7-1

027-251-8960

253-8960

群馬県庁生活協同組合
旅行コーナー

総合 371-0026

前橋市 大手町1-1-1

027-289-3900

289-3901

- 105 (一財)群馬トラベルセンター

- 150 群馬中央バス㈱

- 204 群馬ヤクルト販売㈱（群馬ヤクルト観光）

代表者名

齊藤 正己

関根 福寿

本田 博己

3

- 215 ㈲旅行企画社

本社営業所

国内 371-0026

前橋市 大手町1-7-8

027-224-4135

224-5674

塚本 茂二

2

- 254 日本中央旅行㈱

本社営業所

総合 371-0815

前橋市 .前橋市下佐鳥町455

027-287-4510

287-4513

町田 真由美

荒牧店

総合 371-0044

前橋市 荒牧町4-2

027-232-1599

231-9552

昭和店

総合 371-0034

前橋市 昭和町3-39-22

027-233-9558

232-4065

桐生店

国内 376-0052

桐生市 天神町1-5-1

0277-22-6569

44-2918

3

- 257 群馬大学生活協同組合

金澤 貴之

3

- 279 ナインツーリスト

本社営業所

総合 371-0805

前橋市 南町3-33-8

027-223-2261

224-2180

角田 宏

3

- 282 ㈱メルヘン紀行

本社営業所

総合 371-0805

前橋市 南町1-15-1

027-243-5588

243-5590

小林 宏

2

- 337 ㈱群馬トラベルサービス

本社営業所

総合 371-0013

前橋市 天川町1671-5

027-226-5531

226-5579

高橋 龍也

3

- 341 ㈱ニュー・コロンブス・ツアーズ

本社営業所

総合 371-0841

前橋市 石倉町5-9-1

027-254-0746

254-0749

宮崎 勝弘

2

- 391 ㈲群馬県旅行業センター

本社営業所

総合 371-0854

前橋市 大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル６階

027-280-3444

280-3367

武井 哲郎

3

- 405 クリスタル観光トゥエンティーワン㈲

本社営業所

国内 371-0134

前橋市 小神明町648-5

027-233-9696

233-9655

角田 慎一

3

- 420 まえばし芳賀観光

本社営業所

国内 371-0132

前橋市 五代町408

027-269-0464

269-0474

吉田 晋也

群馬県観光案内所

国内 371-0026

前橋市 大手町2丁目1番1号

027-243-7273

243-7275 市川 捷次

2 - 448 公益財団法人群馬県観光物産国際協会
3

- 455 東日本ツーリスト

本社営業所

総合 371-0111

前橋市 富士見村米野329-1

027-288-6708

288-1321

栗原 数好

2

- 473 上毛電気鉄道㈱

本社営業所

国内 371-0016

前橋市 城東町4-1-1

027-231-3597

231-3599

古澤 和秋

3

- 486 群馬県バス事業協同組合

本社営業所

国内 371-0854

前橋市 大渡町1-10-7

027-289-8162

289-8163

関根 福寿

2

- 489 (株)ITREK

本店

国内 371-0804

前橋市 六供町1174-2

027-212-2102

212-2203

梅澤 栄

3

- 485 やまもと観光

本社営業所

国内 370-1135

佐波郡 玉村町板井1398

0270-65-4073

65-4073

掛川 貴男

1

