旅行会社名
ＹＢＳ

住所

電話番号

山梨県

甲府市北口２丁目６－１０

055-231-3366

山梨県

甲府市千塚四丁目 ７番１０号

055-254-4111

株式会社GATES

山梨県

甲府市徳行 4-13-9

055-269-5155

富士急トラベル株式会社

山梨県

富士吉田市上吉田 2-5-1

（株）トラベルネット山梨

山梨県

南アルプス市曲輪田新田 708-2

055-283-3332

旅はサンキュウー企画

山梨県

甲斐市竜王 １１１０－１６

090-4438-1187

日之出観光自動車株式会社

山梨県

笛吹市石和町広瀬 211-3

055-262-4771

アオイ観光バス株式会社

山梨県

甲州市塩山上塩後 1116-1

0553-32-6311
0120-24-5522

株式会社

Ｔ＆Ｌ

都道府県

トウワ

富士山駅ビルQ-STA2F

0555-30-5591

アルピコ長野トラベル株式会社

長野本社 予約センター

長野県

長野市中御所5-3-1

アルピコ長野トラベル株式会社

ながの東急百貨店トラベルサロン店

長野県

長野市南千歳1-1-1

長野県

長野市南千歳1-17-7長電長野ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ1F

026-227-3535

株式会社裾花観光バス

長野県

長野市徳間３１３１

026-239-6100

株式会社第一旅行

長野県

長野市川中島町御厨 １１３５番

026-285-1919

エグゼクティブツアー株式会社

長野県

松本市出川 2-3-1

0263-88-6644

株式会社ＫＮＴ－Ｕ

長野県

上田市天神１丁目 ２番地１号

株式会社 日の出ジェイツアー 岡谷本社

長野県

岡谷市本町4-6-1

信南交通株式会社

長野県

飯田市上郷飯沼 1575

0265-52-9191

株式会社 日の出ジェイツアー 本社

長野県

飯田市上郷黒田 792

0265-24-7373

株式会社オリエントトラベル

長野県

飯田市中央通り 4-46

0265-22-6443

柿木観光バス株式会社

長野県

諏訪市豊田 1152

0266-58-4455

株式会社

長野県

諏訪市高島三丁目 1323-1

日本国際交通株式会社

長野県

諏訪市高島4丁目 1489-1

0266-52-8787

小さな旅行屋さん

長野県

小諸市御影新田 2512-3

0267-26-6566

伊那バス観光株式会社

長野県

伊那市西町 5230番地

0265-78-4321

長電観光

長野県

中野市西1-1-1

0269-22-4705

有限会社りんどう観光

長野県

大町市大町 7031-4

0261-22-3589

株式会社トラベルプラザ

長野県

大町市大町 2959-2

0261-23-2100

長野県

茅野市ちの3419-6

0266-73-1235

千曲観光株式会社

長野県

佐久市野沢 20

0267-62-1000

長電観光

佐久平支店

長野県

佐久市佐久平駅東6-1

0267-66-0111

株式会社日本旅行佐久平サービス

長野県

佐久市佐久平駅南 １０番２号

0267-66-0061

株式会社 旅行サービス長野

長野県

佐久市臼田 2182-1

0267-82-7300

旅工房はなみずき

長野県

佐久市

0267-81-5044

株式会社エヌ･ティー･エス･ツアー

長野県

諏訪郡下諏訪町 4696-1

0266-26-3350

森宮交通株式会社

長野県

下水内郡栄村北信3475 1

0269-87-2736

岐阜県

岐阜市神田町９丁目1番地

058-266-1611

岐阜県

岐阜市美園町 4-19

058-263-4031

株式会社日本タクシー

岐阜県

岐阜市鶴田町３丁目 ７番１号

058-247-8881

株式会社愛岐旅行

岐阜県

岐阜市岩滝東三丁目 393番地

058-243-1690

株式会社岐阜観光旅行センター

岐阜県

岐阜市大福町八丁目 64番地

058-233-6822

株式会社ケイツーリスト

岐阜県

岐阜市石切町 20番地

058-277-5101

有限会社ゆっくり旅行

岐阜県

岐阜市城田寺 751-30

058-213-0008

岐阜県

大垣市高屋町1-7

0584-73-7885

岐阜県

大垣市鶴見町字上渡瀬641番地の2

0584-85-0017

長電観光

旅行センター

イオン飯田店

日報ツーリスト

中野支店

アルピコ長野トラベル株式会社

岐阜乗合自動車株式会社

岐阜バスターミナル

株式会社せんがプランニング

スイトトラベル株式会社
平和堂旅行センター

諏訪営業所

せんがらくじゅツアー

大垣駅前支店

アル・プラザ鶴見営業所

田口

ながの東急百貨店本館4階

ネオパーク1階
デルトラウム上田駅前ビル2階

026-217-3202

0268-71-0075
0266-22-6644

長野日報ビル1階

2599

アセラビル

エーアンドビーズビルN-1

0266-57-7888

株式会社フォーラムホテルフォーラムトラベル

岐阜県

大垣市万石 2－31

0584-73-4193

株式会社にこやか旅行

岐阜県

大垣市三本木4丁目 21番地

0584-47-5665

㈱高山エース旅行センター

岐阜県

高山市昭和町 2-116-1

0577-34-7550

濃飛乗合自動車株式会社・濃飛バス

岐阜県

高山市花里町６丁目 １２５番地

0577-32-0045

株式会社FKツアーズ

岐阜県

多治見市小田町6-17-1 あったか森の国からﾋﾞﾙ3F-3C

0572-44-8833

東濃鉄道㈱

岐阜県

多治見市栄町１丁目 ３８番地

0572-23-3611

岐阜県

関市東桜町8番地1号

0575-22-0303

（有）岐阜ガイド・トラベル企画

岐阜県

関市小瀬 29-1

0575-22-6941

株式会社ごとう観光

岐阜県

中津川市蛭川 5328

0573-46-3031

有限会社どりーむ

岐阜県

瑞浪市上平町 4-9-1

0572-66-1388

中部観光株式会社

岐阜県

恵那市大井町 271-82

0573-26-1855

株式会社ビジネストラベル

岐阜県

美濃加茂市太田町 ２６８９－２

0574-26-9114

株式会社ポルテ

岐阜県

可児市土田 5343

0574-26-4123

㈱ベイホックトラベル

岐阜県

郡上市八幡町相生 1112番地の1

0575-63-0815

（有）ぎふ大和企画

岐阜県

郡上市八幡町初納 69-7

0575-67-0500

岐阜県

羽島郡岐南町平成１丁目 135番地

058-246-6226

有限会社養老旅行センター

岐阜県

養老郡養老町高田 91-1

0584-34-2704

揖斐旅行センター

岐阜県

揖斐郡揖斐川町三輪 924

0585-23-0861

株式会社旅ネット静岡

静岡県

静岡市葵区千代田 6-9-1

054-655-0911

アオイ観光株式会社

静岡県

静岡市葵区鷹匠2丁目 3番1号

054-251-2000

全国旅行サービスステーション㈱

静岡県

静岡市葵区西草深町 33-17-２F

054-248-8888

有限会社スケッチの旅

静岡県

静岡市駿河区国吉田 6－14－34

054-265-7757

株式会社コトブキ観光

静岡県

静岡市駿河区小鹿1丁目 2番1号

054-281-0393

エンジョイトラベル静岡

静岡県

静岡市駿河区大谷 3708-2

054-237-7248

丸勇交通サービス株式会社

静岡県

静岡市清水区高橋 ５－１１－４９

054-361-6644

静岡総合観光株式会社

静岡県

静岡市清水区銀座 14-16

054-367-1234

株式会社東海トラベル

静岡県

浜松市中区東伊場二丁目 ９番１６号

053-456-3550

株式会社サニートラベル

静岡県

浜松市中区和合町 936番地503

053-476-0432

太陽観光株式会社

静岡県

浜松市中区上島 7丁目4番1号

053-472-2233

カルチャーClub旅行サロン(株)

静岡県

浜松市中区北寺島町 210-2

ノヴァコーポレーション

静岡県

浜松市中区北寺島町 261-5

053-456-1229

遠州鉄道株式会社

静岡県

浜松市中区旭町 12-1遠鉄百貨店新館12階

053-454-4107

アクト観光株式会社

静岡県

浜松市東区下石田町 1038?1

053-422-5555

ラビットトラベル株式会社

静岡県

浜松市南区鶴見町 539-2

053-421-0202

有限会社戸塚トラベルサービス

静岡県

浜松市浜北区平口 2861

伊豆箱根バス株式会社

静岡県

三島市大場 300

055-977-0012

ヘイワツーリスト株式会社

静岡県

三島市梅名316-4

055-977-1518

清観光サービス株式会社

静岡県

富士宮市上条 486-1

0544-58-8555

有限会社コロンブストラベル

静岡県

富士宮市外神1679-2

0544-58-1513

ふじ観光プランニング

静岡県

富士宮市万野原新田 2902-1

0544-26-6755

島田バス株式会社

静岡県

島田市幸町 14-1

0547-36-8111

株式会社大鉄アドバンス

静岡県

島田市金谷東2丁目 1112-2

0547-46-3131

株式会社レイライン

静岡県

富士市松岡 1170-1

0545-60-4192

信興バス株式会社

静岡県

富士市五貫島 550番地

0545-60-1234

株式会社

静岡県

富士市伝法 894-4

0545-67-3905

静岡県

焼津市栄町 2-2-21

054-620-7725

岐阜乗合自動車株式会社

岐阜乗合自動車株式会社

関旅行センター

団体営業支店

太洋観光トラベル

株式会社アンビ・ア

アンビアツアーズ

新大邦ビル106

サンストリート浜北内

053-454-4545

053-545-3917

株式会社WORLD FORCE

静岡県

藤枝市駅前３丁目 14番7号

054-631-9437

株式会社

静岡県

藤枝市青木 ３丁目１２番１号

054-644-6633

株式会社御殿場旅行

静岡県

御殿場市萩原 645番地6

0550-84-8383

エーストラベル株式会社

静岡県

御殿場市川島田 498-2

0550-82-5553

時之栖ツア－ズ株式会社

静岡県

御殿場市神山 719

0550-86-0261

パワーラインツアーズ

静岡県

裾野市久根 ３３２－１

055-993-9132

日本トラベルサービス有限会社

静岡県

菊川市半済 ９８０－２

0537-35-5151

株式会社静岡ツーリスト

静岡県

菊川市堀之内 1371

0537-36-2225

株式会社静岡旅の企画室

静岡県

菊川市下平川 6418

0537-73-8111

株式会社

静岡県

牧之原市波津 1-2

0548-52-1235

ドリームトラベル株式会社

静岡県

駿東郡清水町畑中 26-13

055-984-3100

スルガ観光株式会社

静岡県

榛原郡吉田町神戸 3001-1

0548-33-1000

静岡旅行センター

マルユウトラベル

