
旅行会社名 都道府県 住所 電話番号

株式会社　フリーウェイツアー 新潟県 新潟市北区下大谷内 378-43　北部会館2階 025-259-8621

株式会社エムエスティ 新潟県 新潟市東区空港西1丁目 15番12号 025-278-3191

佐渡汽船観光株式会社 新潟県 新潟市中央区万代島 9番1号 025-245-3701

新潟交通株式会社 新潟県 新潟市中央区万代１丁目 6番1号 025-246-6304

株式会社新潟トラベル 新潟県 新潟市中央区笹口２丁目 12-3 025-243-6547

有限会社　新潟旅行社 新潟県 新潟市中央区蒲原町 3－19 025-311-4382

愛宕商事  株式会社 新潟県 新潟市中央区東堀通 一番町494番地3 025-365-0001

株式会社トップトラベル新潟 新潟県 新潟市中央区上近江 4-12-20 025-285-2400

株式会社　トラベルセンター新潟 新潟県 新潟市西区小針南 24番27号 025-234-4002

株式会社トラベルマスターズ 新潟県 新潟市西蒲区漆山 8200 0256-77-8056

新潟ビーエス観光 新潟県 長岡市学校町 3-12-4 0258-34-4848

JAにいがた南蒲旅行センター 新潟県 三条市福島新田丁 629番地 0256-45-7300

有限会社　友愛会 新潟県 柏崎市関町 10番6号 0257-23-8626

株式会社　第一旅行サービス 新潟県 柏崎市東本町１丁目 1-2 0257-21-1551

ケー・オー・ケー・ケー　ハミングツアー 新潟県 新発田市大栄町6丁目 6番4号 0254-22-1404

共立観光株式会社 新潟県 十日町市駅通り 120番地3 025-752-4128

朝日交通㈱ 新潟県 燕市佐渡 5262 0256-46-0122

越後トラベル 新潟県 燕市吉田東栄町 ５３番１１号 0256-92-6533

株式会社三愛旅行社 新潟県 糸魚川市大町 1丁目4番3号 025-552-3445

頸城自動車株式会社 新潟県 上越市石橋二丁目 3番10号 025-543-4280

有限会社つばさ観光 新潟県 魚沼市井口新田 827-11 025-793-3339

株式会社　内田観光サービス 新潟県 魚沼市井口新田 144番地2号 025-792-2850

新富観光サービス株式会社 富山県 富山市上野 322 076-428-5544

アルクトラベル 富山県 富山市安野屋町 １丁目９番７号 076-424-5666

ティアンドティツアーズ㈱ 富山県 富山市花園町 3-2-9 076-492-4365

朝日ツーリスト 富山県 富山市大手町 3-9 076-461-6030

富山地鉄サービス株式会社　旅行部 富山県 富山市千歳町 1-1　富山地鉄ゴールデンボウル内 076-442-8181

株式会社トマト旅行 富山県 富山市萩原 250-1 076-428-5110

北電産業株式会社 富山県 富山市牛島町 18番7号　アーバンプレイス5F 076-431-0301

平和堂旅行センター　アル・プラザ富山営業所  富山県 富山市婦中町下轡田１６５－１ 076-466-1826

有限会社タイセイツアーズ 富山県 富山市八尾町福島 251 076-455-8211

中部観光株式会社 富山県 富山市黒崎 445 076-425-3011

有限会社西部トラベル 富山県 富山市太郎丸西町2丁目 7番11号 076-422-6333

ＦＫＫツアーズ株式会社 富山県 高岡市伏木湊町 ５－５ 0766-44-0106

パンチツーリスト 富山県 高岡市和田 ３５９－１ 0766-24-3316

(株)富山県福祉旅行センター 富山県 高岡市関本町 61 0766-21-4700



加越能バス株式会社 富山県 高岡市江尻字村中 1243番地の1 0766-21-6980

福岡観光旅行社 富山県 高岡市福岡町福岡 1078-7 090-3298-2271

株式会社　ツアーズジャパン 富山県 滑川市上小泉 2948-1 076-476-0161

朝日観光バス株式会社 富山県 黒部市宇奈月町浦山 7084-4 0765-65-7766

となみ観光交通 株式会社 富山県 砺波市表町 １－４４ 0763-33-0039

K．トラベル 富山県 砺波市永福町 6-48 0763-33-2858

日本海ツーリスト株式会社 富山県 砺波市太郎丸 1-9-24 0763-33-5577

アイトラベル達信株式会社 富山県 砺波市杉木 4丁目75番地 0763-23-5511

株式会社雄神トラベル 富山県 砺波市庄川町示野 121 0763-82-6330

株式会社第一ツアーズ 富山県 南砺市福光 7061番地2 0763-52-6381

有限会社富山呉西トラベル 富山県 射水市三ヶ 4044－1 0766-55-2711

株式会社マップ 石川県 金沢市中屋町西 509番地1 076-249-7300

ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル株式会社 石川県 金沢市黒田１丁目 ７６番地１ 076-249-8378

平和堂旅行センター　アル・プラザ金沢営業所 石川県 金沢市諸江町30番１号 076-260-1388

株式会社アルバトラベル 石川県 金沢市もりの里3-242 076-261-6006

株式会社北日本観光旅行 石川県 金沢市佐奇森町 ヲ88番地3 076-266-2533

有限会社正木商会エムトラベル 石川県 金沢市片町2丁目 1-1　2F 076-260-5995

株式会社冨士トラベル金沢 石川県 金沢市浅野本町 二150番地 076-252-6668

株式会社ヴァケーション 石川県 金沢市北安江 3-13-13 076-232-6611

株式会社　トラベルアイ 石川県 金沢市寺地2丁目 21-5 076-259-5517

株式会社デープラス 石川県 金沢市小立野 2-27-16 076-254-1798

なるわ交通株式会社 石川県 金沢市大樋町 2番3号 076-253-2211

金城交通㈱金城トラベル 石川県 金沢市増泉 4-3-3マックスバリュ内 076-255-7771

日本エアートラベル株式会社 石川県 七尾市石崎町（香島）２丁目 164番地2 0767-62-2680

平和堂旅行センター　アル・プラザ小松営業所 石川県 小松市園町ハ23ｰ1 0761-23-1878

株式会社旅くらぶ四季彩 石川県 加賀市合河町ロ４７番地 0761-74-1250

ワールドトリップ株式会社 石川県 白山市乙丸町 ４５８番地 076-274-4000

北崎自動車工業株式会社(白山きたさきバス) 石川県 白山市三浦町 151 076-275-0288

平和堂旅行センター　アル・プラザ津幡営業所 石川県 河北郡津幡町北中条1丁目1番地 076-289-0855

福井観光トラベルサービス 福井県 福井市八ツ島町 31番402号 0776-28-1888

京福バス㈱　旅行センター 福井県 福井市日之出 ５丁目3-30 0776-54-3733

Ｊトラベル株式会社 福井県 福井市三尾野町 第１号１番地１６ 0776-43-6171

株式会社やよい自動車　やよいツーリスト 福井県 福井市花堂東1-15-5 0776-50-0506

株式会社キャリアネットワーク 福井県 福井市新田塚1 25-18　aoiビル3Ｆ 0776-25-0864

平和堂旅行センター　アル・プラザ敦賀営業所 福井県 敦賀市白銀町11ｰ5 0770-23-9303

株式会社マップトラベル 福井県 敦賀市中央町2丁目 11-33-102 0770-24-4500

Japan　Travel 福井県 敦賀市三島 138-1-3（長沢） 0770-47-6617

ミフクタクシー株式会社 福井県 小浜市千種２丁目 1-13 0770-52-1414



大野観光自動車(株) 福井県 大野市中野 57-11-2 0779-66-3023

平和堂旅行センター　アル・プラザ鯖江営業所 福井県 鯖江市下河端町16字下町16ｰ1 0778-54-8184

鯖江交通株式会社 福井県 鯖江市田村町 3-4 0778-62-3656

株式会社　トラベル福井 福井県 あわら市自由ケ丘 二丁目２５番24号 0776-63-5505

株式会社トラベルフォーティワン 福井県 越前市横市町 ２８－１４－１ 0778-22-8841

池田観光トラベル株式会社 福井県 越前市赤坂町 33-1-6 0778-43-7770

株式会社ユー・トラベル福井 福井県 越前市府中 2丁目7-21 0778-24-0083

株式会社ハッピートラベル 福井県 坂井市春江町随応寺 23-11-1 0776-51-5526

タビィーザ 福井県 坂井市丸岡町北横地 19-1-28 0776-67-5733

有限会社あっしゅ 福井県 坂井市三国町三国東３丁目 10番17号 0776-82-6300

永平寺観光株式会社 福井県 吉田郡永平寺町市荒川 16-13-1 0776-52-0555

ワカサ交通株式会社 福井県 大飯郡おおい町本郷 147-1-44 0770-77-4688


