
旅行会社名 都道府県 住所 電話番号

常陸旅企画 茨城県 日立市諏訪町三丁目 6番21号 0294-36-7729

旅行企画 茨城県 古河市下辺見 648番地2 0280-92-8250

（有）東武トラベルサービス 茨城県 結城市結城 13434 0296-33-2200

茨城東武観光株式会社 茨城県 下妻市下妻乙 1277-2 0296-43-0011

株式会社北総交通 茨城県 常総市中妻町 ２４２５番地１ 0297-22-5555

株式会社とりで旅行センター 茨城県 取手市取手３丁目 ４番２０号 0297-74-1681

常南交通株式会社 茨城県 つくば市榎戸 433-2 029-837-1271

株式会社　高田観光 茨城県 筑西市飯島 ３９１番地 0296-28-1401

株式会社アリムラ 茨城県 筑西市門井 1681 0296-57-5340

イコット株式会社 茨城県 神栖市平泉 1-118　セイミヤ神栖店内 0299-94-6210

新茨城旅行株式会社 茨城県 鉾田市安房 1654-7 0291-36-6211

フレックスインターナショナル株式会社　　エフアイトラベル 茨城県 小美玉市羽鳥 2727－4 0299-46-6076

サワキ観光トラベルセンター 茨城県 結城郡八千代町菅谷 502-1 0296-48-2311

東武ファミリー旅行センター 茨城県 猿島郡境町塚崎 2603 0280-86-7070

株式会社サン・トラベル 栃木県 栃木市昭和町 ７番３号 0282-22-1765

一般社団法人　日光市観光協会 栃木県 日光市今市 717-1 0288-22-1525

株式会社アキヤマ観光 栃木県 真岡市荒町 2-6-2 0285-82-3251

ラルゴツーリストインターナショナル株式会社 栃木県 大田原市美原2丁目 3180-1 0287-20-3236

株式会社羽田観光 栃木県 さくら市氏家 2565番30号 028-682-2245

有限会社福田観光社 栃木県 下都賀郡壬生町通町 9番28号 0282-82-0206

日本中央旅行株式会社 群馬県 前橋市下佐鳥町 455 027-287-4510

株式会社綜合旅行 群馬県 前橋市元総社町 2-25-12 027-253-8789

群馬中央バス株式会社 群馬県 前橋市小屋原町 384-1 027-267-1135

株式会社メルヘン紀行 群馬県 前橋市南町 1丁目15番地1号 027-243-5588

国際トラベルサービス株式会社 群馬県 高崎市新保町 1282-2 027-384-3019

株式会社群馬バス 群馬県 高崎市緑町 3-2-3 027-364-3423

株式会社ワールドツーリスト 群馬県 桐生市相生町 1-124-1 0277-55-5381

株式会社桐生旅行 群馬県 桐生市広沢町 4-2330-3 0277-52-2565

ニュージャパンツーリスト 群馬県 桐生市広沢町5丁目 １１９０番地1号 090-3336-2622

トラベルサライ 群馬県 桐生市川内町4丁目 304番地の12 0277-65-6071

ミニトラベル 群馬県 太田市東新町 412番地2号 0276-52-8882

株式会社矢島タクシー 群馬県 太田市東本町 30-18 0276-49-6688

関越交通株式会社 群馬県 渋川市中村 608-1 0279-20-1900

株式会社ボルテックスアーク 群馬県 安中市下磯部 987番１号 027-381-1919

ツーリスト浦和 埼玉県 さいたま市浦和区高砂 ２－６－１１ 048-834-0077

サン旅行開発株式会社 埼玉県 熊谷市中央 2-87 048-522-5621

株式会社 旅倶楽部 埼玉県 川口市本町３丁目 4-3-202 048-224-1011

株式会社　日進旅行社 埼玉県 川口市差間三丁目 ２０番２０号 048-298-5752

リノンツーリスト 行田店 埼玉県 行田市持田1080　ベイシア行田店内 048-555-3180

株式会社サン旅行センター 埼玉県 加須市北下新井 334-3 0480-72-3232

(有)こぶしトラベル 埼玉県 春日部市新宿新田 ３３２－２ 048-747-0061

リノンツーリスト 鴻巣店 埼玉県 鴻巣市本町1-1-2　エルミこうのすショッピングモール2F 048-544-0151



リノンツーリスト 深谷店 埼玉県 深谷市上柴町西4-2-14　アリオ深谷1F 048-571-0066

深谷観光バス株式会社 埼玉県 深谷市西大沼 356 048-571-1881

有限会社　トラベルユニット 埼玉県 深谷市国済寺 34-4 048-571-9911

武蔵野交通株式会社 埼玉県 深谷市田中 748番地 048-583-3322

大輪観光 埼玉県 上尾市泉台1丁目 15番7号 048-774-7111

株式会社シマダ電気設備 埼玉県 草加市新里町 273番地3 048-948-6028

有限会社今井商事　ジョイフル観光越谷サンシティ店 埼玉県 越谷市南越谷 1-2876-1　越谷サンシティ1階 048-940-6714

株式会社旅クラブジャパン 埼玉県 越谷市千間台西 ５-３-５８ 048-978-6066

株式会社日本トラベルサポート 埼玉県 蕨市南町 ２丁目２６番１０号 050-6861-8957

星野トラベルサービス 埼玉県 桶川市倉田 137-3 090-8021-7082

リノンツーリスト 桶川北本店 埼玉県 桶川市下日出谷東2-15-1　ベニバナウォーク桶川2F 048-789-5155

株式会社みさとトラベル 埼玉県 三郷市彦川戸 1-180-1 048-953-3333

株式会社東関越トラベル 埼玉県 坂戸市関間4丁目 6番2号 049-283-3739

中田商会株式会社　JTBたび旅ランド 埼玉県 幸手市上高野 764　エムズタウン幸手西館 0480-40-3003

トラベルネット株式会社 埼玉県 ふじみ野市谷田 1-1-25 049-261-7560

リノンツーリスト本庄上里店 埼玉県 児玉郡上里町七本木2272-1　ウニクス上里1F 0495-35-0011

東武交通観光株式会社 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地6丁目 19番15号 0480-32-8007

にわサイクリングツアーズ 埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸 580-1 090-1541-1864


