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エリア 市町村 事業者名 営業所名 店舗コード 販売状況 販売形態（県民向け） 販売形態（県外向け） 営業時間 休業日 電話番号 ホームページ

北信 長野市 信毎観光 長野本社営業所 R-0001 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話 9:00～17:00 土・日・祝日 026-214-0200 https://www.shinmaikanko.co.jp

中信 塩尻市 エプソン日新トラベルソリューションズ（株） 本社 R-0002 ＊新規予約停止 店頭,電話,メール メール 9:00～17:45 土日祝日 0263-54-3937

中信 安曇野市 ツーリストツアー　 イオン豊科営業所 R-0003 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話 10:00～18:00 水曜日 0263-72-8631

南信 諏訪市 日本国際交通株式会社 本社営業所 R-0004 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 平日9:30～18:00　土曜日10:00～15:00 日・祝日 0266-52-8787 https://jita-gpt.com/

南信 諏訪市 株式会社たび寅 長野支店 R-0005 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 0266-58-8969 https://www.tabitora.com/

中信 安曇野市 エムトラベル 本社 R-0006 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:45～16:00 土・日・祝日 0263-81-5035 https://mtravel.jimdofree.com/

北信 長野市 （株）裾花観光バス 本社営業所 R-0007 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 026-239-6100 https://susobanakankobus.co.jp/

中信 松本市 葵ジャパンツアー 本社営業所 R-0008 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 8:00～20:00 無休 0263-33-1002 https://aoijapan.sakura.ne.jp

中信 松本市 株式会社市民タイムス 旅行事業部 R-0009 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 0263-47-4321 https://www.shimintimes.co.jp

東信 立科町 池の平商事 本社 R-0010 ＊新規予約停止 電話,FAX 電話,FAX 9:00～18:30 無休 0266-68-2100

北信 長野市 長電観光 旅行センター R-0011 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 026-227-3535 https://www.nagaden-net.co.jp/

北信 野沢温泉村 株式会社河一屋（R117トラベル） 本店 R-0012 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 10:00～16:00 不定休 0269-85-4444 http://r117travel.com/

北信 中野市 長電観光 中野支店 R-0013 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 0269-22-4705 https://www.nagaden-net.co.jp/

東信 佐久市 長電観光 佐久平支店 R-0014 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:00～18:00 土・日・祝日 0267-66-0111 https://www.nagaden-net.co.jp/

北信 山ノ内町 シブズツアーズ R-0015 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 10:00～17:00 土・日・祝日 0269-38-0252 http://shibs.jp/

中信 塩尻市 （株）ロータリー旅行 本社 R-0016 ＊新規予約停止 電話 電話,FAX 9:00～18:00 日・祝日 0263-51-6012

北信 山ノ内町 （株）タガワ　竜王トラベル 本社営業所 R-0017 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 9:00～17:00 不定休 0269-33-6111 http://www.hotel-tagawa.co.jp

北信 長野市 （株）ロータリー旅行 長野営業所 R-0018 ＊新規予約停止 電話 電話 9:00～18:00 日・祝日 026-228-6910

東信 上田市 日昇旅行株式会社 本社営業所 R-0020 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日 0268-43-8666

北信 長野市 近畿日本ツーリスト株式会社 長野支店 R-0021 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB 電話,WEB 10:00～17:00 土・日・祝日 026-227-7711

中信 松本市 近畿日本ツーリスト株式会社 松本営業所 R-0022 ＊お問い合わせください 店頭,電話 電話 10:00～17:00 土・日・祝日 0263-35-0386

南信 下諏訪町 来夢ツアー 本社 R-0023 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話,メール 9:30～18:30 土・日・祝日 0266-26-1734 http://www.laimtour.co.jp

中信 大町市 ツーリストプラン 本店 R-0024 ＊新規予約停止 店頭 店頭 9:30～17:00 日・祝日 0261-22-7101

南信 駒ヶ根市 こまくさ観光株式会社（こま旅） 駒ヶ根営業所 R-0025 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～17:00 不定休 0265-98-7078 https://komatabi.net/

南信 飯田市 株式会社オリエントトラベル 飯田本社 R-0026 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 10:00～17:00 水・日・祝日 0265-22-6443 https://stores.jtb.co.jp/b8254-0

南信 諏訪市 株式会社牛山旅行 本社 R-0027 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 9:00～18:00 日・祝日 0266-54-1624

東信 上田市 斎藤ホテル・バーデンツアーズ 本社営業所 R-0029 ＊新規予約停止 電話 電話 9:00～18:00 無休 0268-44-2211 https://www.saito-hotel.co.jp/

中信 塩尻市 有限会社トラベルオフィス 本社 R-0030 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:30～18:00 土・日・祝日 0263-51-6617

北信 長野市 (株)農協観光 長野支店 R-0031 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日・祝日 026-224-6100 https://ntour.jp/

南信 飯田市 株式会社　飯田ツーリストセンター 本社 R-0032 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 09:30～17:30 土・日・祝日 0265-23-1261 https://iida-tc.com/

北信 長野市 （株）信州トラベルサービス 本社営業所 R-0033 ＊新規予約停止 電話 電話 9:30～17:30 土・日・祝日 026-291-0120

南信 飯田市 （株）旅プランナー 飯田駅前店 R-0034 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10:00～17:00　土曜日10:00～12:00 日・祝日 0265-22-3715

東信 佐久市 株式会社日本旅行佐久平サービス 本社 R-0035 ＊お問い合わせください 店頭 FAX,メール 10:00～18:00 土・日・祝日 0267-66-0061

北信 千曲市 長野ツアーズ有限会社 本社 R-0036 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日・祝日 026-276-6549

東信 佐久市 東信観光サービス（有） 本社営業所 R-0039 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 10:00～18:00 水・木 0267-67-0707 http://www7.plala.or.jp/toshin-sinano/

北信 長野市 ハト観光株式会社 本社 R-0040 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:30～18:00 土・日・祝日 026-227-4075 http://www.hatokanko.jp

北信 長野市 株式会社エイチ・アイ・エス MIDORI長野　営業所 R-0041 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 10:00～18:00 変動がある為営業所HPをご参照ください。 026-264-6461 https://access.his-j.com/04/763/

中信 松本市 トラベル企画(株) 本社 R-0042 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:30～18:00 土・日・祝日 0263-39-3511

中信 松本市 （株）リングツーリスト 本社 R-0043 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～17:00 土・日・祝日 0263-87-6630

南信 伊那市 （株）さくら観光 本社営業所 R-0044 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日 0265-73-3097

北信 長野市 長野観光バス株式会社 本社営業所 R-0045 ＊新規予約停止 電話 ×県外向け販売なし 9:00～17:30 日・祝日 026-222-1213 https://naganokanko.co.jp/

北信 千曲市 笹屋ホテル旅企画 R-0046 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日・祝日 026-275-0338

北信 長野市 (株)JTB 長野店 R-0047 ＊お問い合わせください 店頭 店頭,電話,WEV 10:00～18:00 水・木・祝日 026-228-0489 https://stores.jtb.co.jp/j5521-0

東信 上田市 (株)JTB 上田アリオ店 R-0049 ＊お問い合わせください 店頭 店頭,電話,WEV 10:00～18:00 火曜日 0268-28-1671 https://stores.jtb.co.jp/j5850-0

東信 佐久市 (株)JTB イオンモール佐久平店 R-0050 ＊お問い合わせください 店頭 店頭,電話,WEV 10:00～18:00 無休 0267-65-8666 https://stores.jtb.co.jp/t5646-0

北信 長野市 株式会社　まちノベイト 長野駅前 R-0051 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:30～17:00 土・日・祝日 026-219-6256 https://snowmonkeyresorts.shop/product-category/travel-deals/nagano-prefecture/

中信 松本市 （株）ＪＴＢ イオンモール松本店 R-0053 ＊お問い合わせください 店頭 店頭,電話,WEV 10:00～18:00 年中無休 0263-50-4360 https://stores.jtb.co.jp/j5858-0

東信 上田市 （有）旅ネット長野 本社 R-0054 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0268-43-8411

中信 松本市 株式会社　明神館 本社 R-0055 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00～19:00 無休 0263-31-2301 http://www.tobira-group.com/myojinkan/

中信 安曇野市 有限会社しらかば観光旅行 本社 R-0056 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話 9:00～18:00 土･日･祝日 0263-82-3321

北信 信濃町 ㈱らんぷ屋　旅や市兵衛 本社 R-0057 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:30～17:00 土・日・祝日 026-255-5589 https://www.ichibeh.jp

東信 上田市 合同会社ユーサイドツアーズ 本社営業所 R-0058 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9:00～18:00 無休 0268-38-8392

中信 塩尻市 塩尻旅倶楽部 本社営業所 R-0059 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0263-50-6724

南信 高森町 ツアーズ信州 本社 R-0060 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日 0265-35-2584

北信 長野市 ツアーデスク　マツシロウォーカーズ R-0061 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:00 不定休 026-274-5142

北信 野沢温泉村 野沢温泉旅館ホテル事業協同組合 本所 R-0062 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～16:00 木曜日 0269-85-2056 https://nozawa.jp/

北信 千曲市 信州千曲観光局 本社 R-0063 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:15～18:00 年末年始 026-261-0300 https://chikuma-kannko.com

北信 長野市 株式会社ウイングツアーズ 本社 R-0064 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:30～17:30 日・祝日 026-229-6671 http://wingtours.com

中信 白馬村 株式会社佳誠 本社営業所 R-0065 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 0261-85-0968

南信 茅野市 （有）茅野観光 茅野営業所 R-0066 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:00 土・日・祝日 0266-73-5858

中信 塩尻市 平成交通旅の風 本社 R-0068 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9:00～17:00 土・日・祝日 0263-31-6039

東信 佐久市 千曲イースタン観光株式会社 R-0069 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9：00～17：00 土・日・祝日 0267-62-8305

東信 上田市 有限会社信州観光バス 別所温泉営業所 R-0071 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 8：00～18：00 12月31日～1月8日 0268-39-7080

北信 千曲市 日本リゾート株式会社 千曲営業所（たびネット千曲） R-0072 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 8：30～17：30 土・日・祝日 026-275-1803

北信 長野市 株式会社太陽観光 R-0073 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9：00～17：00 土・日・祝日 026-243-0358

北信 長野市 株式会社第一旅行 R-0074 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 9：30～18：30 土・日・祝日 026-285-1919

中信 池田町 あずさ観光 R-0076 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 9：00～18：00 日曜日 090-1606-8158

北信 千曲市 有限会社信州観光バス本社 R-0077 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 9：00～17：00 日・祝日 026-272-8100 https://www.shinsyukankobus.co.jp

中信 松本市 株式会社トラベル本舗 R-0078 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9：00～18：00 祝日 0263-29-2729

南信 諏訪市 柿木観光バス株式会社 かきのきかんこうばすかぶしきがいしゃ R-0079 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9：00～18：00 日・祝日 0266-58-4455

中信 松本市 あづみ野ツアーサービス株式会社 R-0080 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話,FAX 9：00～18：00 土・日・祝日 0263-87-0077



南信 飯田市 信南交通（株） 信南交通イオン飯田店 R-0082 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10：00～20：00 無休 0265-52-9191

中信 朝日村 やまふるたかぎ観光 R-0083 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 9：00～18：00 土・日（土曜日は隔週） 0263-88-8477

南信 茅野市 オリエント交通商事株式会社 R-0084 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 9：30～18：00 日・祝日 0266-71-1122 https://suwa-net.com/orient/index.html

北信 小川村 有限会社高府自動車 R-0085 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 8：30～17：30 日・祝日 026-269-2232

中信 安曇野市 株式会社トラベルプラザ あづみ野営業所 R-0086 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9：00～18：00 日・祝日 0263-81-3100 http://travel-plaza.jp

中信 大町市 株式会社トラベルプラザ 本社営業所 R-0087 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9：00～18：00 日・祝日 0261-23-2100 http://travel-plaza.jp

南信 飯島町 （株）葵交通観光事業部　あおい旅行 R-0088 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9：00～17：00 土・日・祝日 0265-86-5773 https://aoi-kotsu.co.jp

南信 伊那市 伊那バス観光株式会社 本社 R-0090 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話,FAX 10:00～18:00 土・日・祝日 0265-78-4321 http://waiplaza.fem.jp/

中信 松本市 富士オフィス＆ライフサービス（株） 松本 R-0091 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 8:30～17:00 土・日・祝日 0263-27-4775

中信 塩尻市 朝日観光自動車株式会社 本社 R-0092 ＊新規予約停止 電話 ×県外向け販売なし 9:30～17:00 土･日･祝日 0263-54-1099 http://asahikankobus.co.jp/

東信 上田市 上田バス株式会社 本社営業所 R-0093 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話,FAX 9:00～18:00 土・日・祝日 0268-34-5551 http://www.uedabus.co.jp/

中信 松本市 松本ツアーサービス株式会社 本社 R-0094 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:00～18:00 日・祝日 0263-28-8801 https://mts-tour.co.jp

北信 長野市 株式会社　阪急交通社 長野支店 R-0095 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB 電話,WEB 9:30～17:30 土・日・祝日 026-403-2150 http://www.hankyu-travel.com

北信 長野市 （株）日本旅行 長野県庁内支店 R-0096 ＊お問い合わせください 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～17:30 火・木・土・日・祝日（当面の間） 026-235-8721 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4536/

東信 佐久市 （株）旅行サービス長野 本社 R-0097 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日・祝日 0267-82-7300

南信 下諏訪町 （株）エヌ・ティー・エス・ツアー 本社 R-0098 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9：00～18：00 土・日・祝祭日 0266-26-3350

東信 小海町 中島観光 本社 R-0099 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:30～16:30 土・日・祝日 0267-92-3188

中信 木曽町 松本ツアーサービス（株） 木曽支店 R-0100 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:00～18:00（土9:00～12:00） 日・祝日・土（午後） 0264-21-1311 https://mts-tour.co.jp/

北信 長野市 株式会社信州ツーリストサービス 本社 R-0102 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:30～18:00 土・日・祝日 026-274-5836 http://www.sts-tour.jp

北信 長野市 太陽旅行株式会社 本社営業所 R-0103 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9:00～17:00 土・日・祝日 026-244-8075 https://www.taiyoryoko.co.jp

南信 飯田市 株式会社日の出ジェイツアー 本社 R-0104 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:00～18:00 土・日・祝日 0265-24-7373 https://www.hjt.tours/

南信 岡谷市 岡谷観光バス有限会社 本社営業所 R-0105 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0266-28-2202

南信 辰野町 (有)東洋エクスプレス 本社 R-0106 ＊新規予約停止 電話,FAX ×県外向け販売なし 9：00～18：00 土・日・祝日 0266-44-1919

東信 佐久市 ＪWTジャパンウインズツアー（株） 本社 R-0107 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:00～17：00 土・日・祝日 0267-66-1268 http://www.jwt-tour.jp/

南信 伊那市 （株）日本旅行 南信州支店 R-0108 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 10:00～17:00 火・木・土・日・祝日 0265-72-5158 http://www.nta.co.jp/shop/shoplist/5564/

南信 茅野市 ヤマト開発（株）トラベル 本社 R-0109 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 10:00～18:30 無休 0266-82-1188

中信 安曇野市 ＪWTジャパンウインズツアー（株） 松本支店 R-0110 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭(対応予定) 9:00～17：00 土・日・祝日 0263-50-9486 http://www.jwt-tour.jp/

南信 飯田市 (株)ツーリストＪ 本社営業所 R-0111 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 10:00～18:00 土・日・祝日 0265-48-6708

北信 長野市 日本リゾート 本社 R-0112 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 10：00～15：00 土・日・祝日 026-228-5255

南信 箕輪町 トラビスジャパン株式会社 本社 R-0113 ＊新規予約停止 電話,WEB ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0265-71-3800 https://www.travice.jp/

北信 長野市 エース観光 R-0114 ＊新規予約停止 電話 電話 09:00～17:00 土・日・祝日 026-284-7771

中信 白馬村 (有)白馬オペレーションセンター 白馬五竜観光協会 R-0115 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～17:00 無休 0261-75-3131 https://www.hakubagoryu.com/

南信 高森町 トラビスジャパン株式会社 高森営業所 R-0116 ＊新規予約停止 電話 電話 9:00～18:00 土・日・祝日 0265-34-2822 https://www.travice.jp/

北信 須坂市 長野ツーリスト株式会社 本社 R-0117 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9：30～16：00 土・日・祝日 026-246-8211

南信 岡谷市 株式会社日の出ジェイツアー 岡谷本社 R-0118 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10:00～18:30(土 10:00～14:00） 日・祝日 0266-22-6644 https://www.hjt.tours/

中信 塩尻市 美勢タクシー（株） 本社営業所 R-0120 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～17:00 土・日・祝日 0263-52-1280 http://www.mise.co.jp

南信 諏訪市 (株)日報ツーリスト 本社営業所 R-0121 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 10:00～16:00 日･祝日 0266-57-7888

南信 伊那市 東武トップツアーズ 伊那支店 R-0122 ＊お問い合わせください 店頭,電話,FAX,メール 店頭,電話,FAX,メール 9:30～17:30 土・日・祝日 0265-72-3103 https://tobutoptours.jp

南信 飯田市 東武トップツアーズ 飯田支店 R-0123 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:30～17:30 土・日・祝日 0265-22-1984 https://tobutoptours.jp

北信 長野市 名鉄観光サービス株式会社 長野営業所 R-0124 ＊お問い合わせください 電話 電話 9:30～17:30 土・日・祝日 026-244-8557

南信 飯田市 旅ネット飯田（有） 本社 R-0125 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 10:00～15:00 土・日・祝日 0265-52-6615

北信 須坂市 株式会社日本ツーリスト 本社 R-0126 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 10：00～16：00 土・日・祝日 026-246-1743

中信 松本市 エグゼクティブツアー株式会社 R-0127 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 10:00～18:00 無休 0263-88-6644

南信 岡谷市 株式会社ニオムネット 本社 R-0128 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 10:00～17:00 土・日・祝日 0266-26-3788 http://niom.net/

南信 飯田市 星空観光 本社 R-0129 ＊新規予約停止 電話 ×県外向け販売なし 10:00～15:00 土・日・祝日 090-9146-7752

北信 長野市 アイティオートラベル 本社 R-0130 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 9:00～17：30 土・日・祝日 026-283-8050

北信 長野市 アルピコ長野トラベル（株） 本社予約センター R-0131 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 9:00～17:40 日・祝日 0120-24-5522 https://www.alpico.co.jp/travel/

南信 駒ヶ根市 株式会社オリエントトラベル 駒ヶ根支店 R-0132 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 10:00～17:00 水・日・祝日 0265-82-6443 https://stores.jtb.co.jp/b8698-0

南信 下諏訪町 一般社団法人　下諏訪町地域開発公社 下諏訪町観光振興局 R-0133 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 8:30～17:00 土・日・祝日 0266-27-1800 https://shimosuwaonsen.jp/

中信 松本市 アルピコ長野トラベル（株） 松本営業所 R-0134 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:40 日・祝日 0263-87-2240 https://www.alpico.co.jp/travel/

北信 長野市 アルピコ長野トラベル（株） ながの東急百貨店トラベルサロン店 R-0135 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 10:00～19:00 火曜日 026-217-3202 https://www.alpico.co.jp/travel/

東信 軽井沢町 草軽観光 軽井沢支店 R-0136 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話,WEB,FAX 9:30～17:00 土・日・祝日 0267-42-2800 http://www.kkkg.co.jp

南信 茅野市 アルピコ長野トラベル（株） 諏訪営業所 R-0137 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:40 土・日 0266-73-1235 https://www.alpico.co.jp/travel/

東信 東御市 草軽観光 東御支店 R-0138 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 9:30～17:00 土・日・祝日 0268-64-8877 http://www.kkkg.co.jp

北信 長野市 株式会社日本旅行 長野支店 R-0139 ＊お問い合わせください 電話 ×県外向け販売なし 10:00～16:00 土・日・祝日 026-232-6152 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4531/

東信 上田市 有限会社 日本旅行企画 本社 R-0140 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 09：30～17：30 土・日・祝日 0268-28-7770

南信 岡谷市 （株）全日本旅行 本社 R-0141 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX ×県外向け販売なし 9:30～18:00 (土曜日は15:00まで) 日・祝日 0266-22-1322

中信 筑北村 (有)聖高原バス 本社営業所 R-0142 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 9:00～17:30 土・日・祝日 0263-66-2082

北信 長野市 日本旅行 長野仕入・誘客推進センター R-0143 ＊お問い合わせください WEB WEB 9:15～18:00 土・日・祝日 026-234-0238 https://www.nta.co.jp/kokunai/special/ouen/residence/nagano/

北信 長野市 （株）読売旅行 長野営業所 R-0145 ＊お問い合わせください 電話,WEB 電話,WEB 9:30～17:30 土・日・祝日 026-233-6501

南信 諏訪市 中山観光バス 本社 R-0147 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0266-53-0557 http://www.n-k-b.com

北信 千曲市 長野国際旅行 本社営業所 R-0148 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 9:00～16:00 土・日・祝日 026-273-0011

北信 長野市 東武トップツアーズ株式会社　 長野支店 R-0149 ＊お問い合わせください 電話 電話 9:30～17:30 土・日・祝日 026-226-4315

中信 松本市 （株）日本旅行　 松本支店 R-0150 ＊お問い合わせください 店頭,電話,WEB ×県外受け入れなし 10:00～17:00 土・日・祝日 0263-34-5555 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/4534

中信 松本市 おんたけ交通 松本旅行センター R-0151 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0263-25-9500 http://okk.aor.jp/

中信 大町市 ラビットトラベル 本社 R-0152 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～18:00 土・日・祝日 0261-85-2532 https://rabbit-travel.co.jp

中信 木曽町 おんたけ交通 本社・木曽旅行センター R-0153 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0264-22-2568 http://okk.aor.jp/

北信 長野市 株式会社アリーナ 本社 R-0154 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:30～17:30 土・日・祝日 026-299-6200 https://arenabus.jp

南信 阿智村 （株）阿智昼神観光局 本社 R-0155 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～17:30 無休 0265-43-3001 http://hirugamionsen.jp/

北信 高山村 わらび野観光株式会社 本社営業所 R-0156 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 10:00～17:00 日・祝日 026-214-7611 http://www.warabinokankoubus.com/

中信 木曽町 (一社)木曽おんたけ観光局 本社 R-0157 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 店頭,電話,WEB,FAX 9:00～17:00 土・日・祝日 0264-25-6000 https://kisodani-trail.com/

東信 佐久市 旅工房　はなみずき 本社 R-0159 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～20:00 なし 0267-81-5044

北信 栄村 森宮交通 本社営業所 R-0160 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～16:00 土・日・祝日 0269-87-2736 https://www.morimiya-kanko.com



東信 上田市 国際ホリデイ 本社営業所 R-0161 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 10:00～18:00 日 0268-25-9955

北信 長野市 クリエイティブ・ツアーズ株式会社 長野営業所 R-0163 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 10:00～18:00 金・土・日・祝日 070-5361-9140

北信 山ノ内町 志賀かじか観光 R-0164 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 9：00～17：00 火曜日定休 0269-33-3515

北信 高山村 （株）太陽観光　 高山営業所 R-0166 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:00 土・日・祝日 026-246-8508 https://taiyokanko-takayama.com

中信 白馬村 一般社団法人白馬村観光局 白馬村観光局インフォメーション R-0167 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00～17:00 無休 0261-85-4210 https://www.vill.hakuba.nagano.jp

北信 木島平村 木島平観光 木島平観光交流センター営業所 R-0168 ＊新規予約停止 店頭 店頭 8:30～17:00 無し 0269-82-2800 https://kijimadaira.org/

東信 立科町 一般社団法人信州たてしな観光協会 本社事務所 R-0170 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00～16:00 無休 0267-55-6654 https://shirakabakogen.jp

東信 上田市 株式会社ＫＮＴ－Ｕ 本社営業所 R-0171 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 10:00～17：30 土・日・祝日 0268-71-0075

中信 安曇野市 南安タクシー 南安トラベル R-0172 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 電話,FAX 9:00～18:00 不定休 0263-72-3528 http://www.nan-an.co.jp

北信 飯山市 長野交通株式会社 本社 R-0173 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～17:30 土・日・祝日 0269-62-7077 http://www.miy.janis.or.jp/~taxi/

東信 軽井沢町 軽井沢トラベル＆コンサルティング 本社 R-0174 ＊新規予約停止 WEB,FAX WEB,FAX 9:30-18:00 年末年始 050-5866-6125 https://www.karuizawa-travel.com/

北信 野沢温泉村 一般社団法人野沢温泉観光協会 本社営業所 R-0175 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 8:30～17:30 無し（無休） 0269-85-3155 https://nozawakanko.jp/

中信 白馬村 （有）JHNトラベル 本社 R-0176 ＊新規予約停止 メール メール 9:00-17:00 土・日・祝日 0261-75-5360 https://lets-do-hakuba.com/ja

中信 松本市 信州大学生活協同組合 本店営業所 R-0177 ＊新規予約停止 店頭 ×県外向け販売なし 10:00～17:00 土・日・祝日 0263-36-2672 https://www.univcoop.jp/shinshu/

東信 長和町 信和観光有限会社 本社営業所 R-0180 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 10：00～15：00 土・日・祝日　他都合により 0268-88-3111

東信 佐久市 千曲観光 本社営業所 R-0181 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10:00～17:00 土・日・祝日 0267-62-1000

東信 小諸市 千曲観光 小諸営業所 R-0182 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10:00～17:00 土・日・祝日 0267-22-2300

東信 上田市 千曲観光 上田営業所 R-0183 ＊新規予約停止 店頭,電話 電話 10:00～17:00 土・日・祝日 0268-22-8200

南信 松川町 フクトミ観光 R-0184 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX 店頭,電話,FAX 0265-37-2856

北信 信濃町 合同会社しなのディスカバリー 本店 R-0186 ＊新規予約停止 WEB 8:00~18:00 不定休 090-6514-0855 https://shinanodiscovery.com/ja/

南信 茅野市 KIKAX 八ヶ岳営業所 R-0187 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 10:00～17:00 月・火 090-5008-8282 https://82kikax.localinfo.jp/

中信 木曽町 信州木曽観光フロント(株) 本社 R-0188 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 9:00～18:00 土・日・祝日 0264-22-3600

南信 諏訪市 株式会社髙木 本社営業所 R-0189 ＊新規予約停止 店頭,電話 9:00~18:00 日・祝日 0266-58-9231

北信 山ノ内町 （株）STB 本社 R-0190 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX WEB,FAX 9:00~17:00 不定休 0269-34-2814 http://japan-stb.com/

北信 長野市 フィールドデザイン 本社 R-0192 ＊新規予約停止 WEB WEB 10:00～19:00 土・日・祝日 026-227-8955 https://field-design.jp

北信 山ノ内町 株式会社信州ツーリストサービス 長野北支店 R-0193 ＊新規予約停止 電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:30-18:00 土・日・祝日 070-4083-8415 http://www.sts-tour.jp

南信 根羽村 ㈱ＪＴＮ ネバーランド営業所 R-0194 ＊新規予約停止 WEB WEB 11：00～15：00 土・日・祝日 0265-49-2880 https://www.j-gr.jp

中信 白馬村 昇龍株式会社 本社営業所 R-0195 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00-18:00 火、水曜日 0261-85-2183 https://www.dragontours-japan.com/

中信 松本市 ㈱てまりツアー 本社 R-0196 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:00～18:00 土・日・祝日 0263-88-1071 https://temari-tour.co.jp

中信 小谷村 （株）ジャムジャムエクスプレス 白馬営業所 R-0197 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 電話,WEB 8:00～17:00 日・祝日 0261-85-4150 https://jamexp.jp/

中信 小谷村 一般社団法人小谷村観光連盟 本社 R-0198 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 8:30-17:15 土・日・祝日 0261-82-2233 https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/

北信 長野市 協同組合長野県旅行業協会 本社 R-0199 ＊新規予約停止 電話 電話 9:00～18:00 土・日・祝日 026-235-0109

南信 伊那市 伊那谷ツーリズム 本社 R-0200 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話 9:00~18:00 土・日・祝日 0265-94-6002

南信 高森町 新松観光 本社 R-0201 ＊新規予約停止 店頭,電話 ×県外向け販売なし 8:30～17:00 なし 090-8328-2342

中信 松本市 株式会社燕山荘 松本事務所 R-0203 ＊新規予約停止 電話,WEB 電話,WEB 9:00~17:00 土・日・祝日 0263-32-1535

中信 大町市 北アルプス学びと遊びの旅行社 本社 R-0204 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB 店頭,電話,WEB 9:00～18:00 土・日・祝日 0261-85-0560 https://nal-tour.jp/

南信 茅野市 (有)茅野観光 ＊新規予約停止 店頭,電話 店頭,電話

東信 東御市 信州とうみ観光協会 ＊新規予約停止 店頭,電話,FAX,メール 店頭,電話,FAX,メール 9:00～17:00 水 0268-62-7701 https://tomikan.jp/

北信 長野市 ひじり観光タクシー（株） 本社 ＊新規予約停止 店頭,電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX 9:30～17:00 土・日・祝日 026-262-2353

南信 王滝村 （公財）名古屋市民休暇村管理公社 ＊新規予約停止 電話 電話 6:00～10:00 なし 0264-48-2111 http://ontake-kyukamura.net/public_corporation.php

中信 小谷村 小谷生コンクリート工業（株） ＊新規予約停止

北信 飯山市 信州いいやま観光局 ＊新規予約停止 電話,WEB,FAX 電話,WEB,FAX

中信 大町市 （有）りんどう観光 ＊新規予約停止 電話 ×県外向け販売なし 9:00~17:00 月～日 0261-22-3589 https://rindou-kankou.business.site/

中信 白馬村 天狗トラベル合同会社 ＊新規予約停止 電話 電話 9:00～15:00 不定久 0261-75-0075

https://tomikan.jp/
http://ontake-kyukamura.net/public_corporation.php
https://rindou-kankou.business.site/

