
群馬県旅行業協会会員 取扱旅行会社一覧（7/9現在） 

No. 販売形態 旅行会社名 住所 
Ｅ-mailアドレス／電話番号 

※お客様からの連絡対応用 
営業時間 休業日 

1 店頭・電話 
ローズクィーン交

通㈱ 
群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸 1281 

yoshioka-rq@rosequeen.jp 

0279-26-3380 
8：00 ～17：00 土日祝 

2 店頭・電話 大泉観光㈱ 群馬県邑楽郡大泉町北小泉 1-10-18 
oizumi_kanko@yahoo.co.jp 

0276-63-1311 
9：30 ～19：00 日祝 

3 店頭・電話 ㈱群馬旅行 群馬県伊勢崎市宗高町 33-1 
info@gunma-ryokou.com 

0270-24-7790 
9：00 ～18：00 土日祝 

4 店頭・電話 
㈲ワールドアース

トラベル 
群馬県藤岡市藤岡 906 

s-yuki@worldearthtravel.com 

0274-22-0299 

店頭 

9：30 ～12：30 

電話 

9：30 ～17：00 

土日祝 

5 店頭・電話 日本中央旅行㈱ 群馬県前橋市下佐鳥町 455 
nihonchuoryoko@orion.ocn.ne.jp 

027-287-4510 
10：00～18：00 日 

6 店頭・電話 
コンフォートトラ

ベル 
群馬県前橋市下小出町 2-22-1 

izumi@comfortbus.jp 

090-2144-5718 
9：00 ～18：00 土日祝 

7 店頭・電話 群馬コープ観光㈱ 群馬県高崎市菅谷町 20-170 
coop@gunma-coop-kankou.co.jp 

027-373-7890 
8：30 ～17：30 土日祝 

8 店頭・電話 ㈲トラベルサロン 群馬県みどり市大間々町大間々40 
torasalo@sunfield.ne.jp 

0277-30-7011 
10：00～20：00 なし 

9 店頭・電話 群馬中央バス㈱ 群馬県前橋市小屋原町 384-1 
g-chuobus-ts@bi.wakwak.com 

027-280-8610 
9：00 ～17：30 土日祝 

10 店頭・電話 
㈱矢島タクシー 

太田観光サービス 
群馬県太田市東本町 30-18 

oks@able.ocn.ne.jp 

0276-49-6688 

平日 

9：30 ～18：30 

土 

9：30 ～13：30 

日祝 
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11 店頭・電話 
群馬トラベルサー

ビス 
群馬県前橋市天川町 1671-5 

gunma-travel@cameo.plala.or.jp 
027-226-5531 

10：00～18：00 土日 

12 店頭・電話 ㈱桐生旅行 群馬県桐生市広沢町 4-2330-3 0277-52-2565 9：30 ～17：00 日祝 

13 店頭・電話 
㈲プラスツーリズ

ム 
群馬県桐生市仲町 2-11-23 

info@plus-tourism.jp 

0277-20-8511 
10：00～19：00 日祝 

14 店頭 
㈱ボルテックスア

ーク 
群馬県安中市下磯部 987-1+ 

ark@vortex.gr.jp 

027-381-1919 
9：00 ～18：00 日祝 

15 店頭・電話 ㈱TTR ツアー 群馬県桐生市錦町 2-10-26 
soki-ttr@sunfield.ne.jp 

0277-20-8411 
10：00～18：00 日祝 

16 店頭・電話 
㈱関東トラベルサ

ービス 
群馬県高崎市阿久津町 917 

kantora285@yahoo.co.jp 

027-346-6287 
9：00 ～18：00 日 

17 
店頭・電話 

WEB・その他 
ローランド観光㈱ 群馬県渋川市有馬 1680-1 

info@e-roland.jp 

0279-23-2007 
9：00 ～18：00 日祝 

18 店頭・電話 ㈲昭和観光 群馬県甘楽郡甘楽町小幡 115-5 
showa-85@beige.plala.or.jp 

0274-74-2903 
9：30 ～18：00 日祝 

19 
店頭・電話 

その他 
九曜観光 群馬県富岡市七日市 215-5 kuyou-sa7@cocoa.plala.or.jp 

0274-62-4164 
10：00～17：00 土日祝 

20 店頭・電話 関越交通㈱ 群馬県渋川市中村字中村 608-1 
kanko@kan-etsu.net 

0279-20-1900 
9：00 ～17：30 土日 
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21 
店頭・電話 

その他 
ナイストラベル㈲ 群馬県高崎市井野町 31-6 027-370-6900 9：00 ～18：00 土日祝 

22 
店頭・電話 

その他 
館林観光バス㈱ 群馬県館林市大手町 7-10 0276-72-3388 9：00 ～17：00 土日祝 

23 
店頭・電話 

WEB・その他 
㈱群馬バス 

旅行営業部 
群馬県高崎市緑町 3-2-3 

travel-c@gunbus.co.jp 

027-364-1212 
10：00～17：30 

土(2‣4‣5 週

目) 

日・祝 

24 店頭・電話 グリーン観光㈱ 群馬県富岡市妙義町下高田 315-1 
office.130@greenkanko.jp 

0274-73-3333 
9：00 ～17：00 土日 

25 店頭 
㈱ニューコロンブ

スツアーズ 
群馬県前橋市石倉町 5-9-1 

columbus@cd.wakwak.com 

027-254-0746 
9：30 ～17：00 土日祝 

26 
店頭・電話 

WEB 
㈱トラベルプラザ 群馬県藤岡市中栗須 390 Feel ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 

info@travel-plaza.co.jp 

0274-22-5500 
10：00～17：00   水 

27 店頭・電話 さくら観光㈱ 群馬県富岡市富岡 1009 kosukesakuratakei@yahoo.co.jp 
0274-62-3611 

10：00～17：00 土日 

28 店頭・電話 高崎ツーリスト 群馬県高崎市山名町 8-4 027-346-5776 9：00 ～17：00   日祝 

29 電話 
㈲群馬県旅行業セ

ンター 
群馬県前橋市大渡町 1-10-7 6階 027-280-3444 9：00 ～17：00 土日祝 

30 店頭・電話 尾瀬紀行㈱ 群馬県利根郡片品村鎌田 4177-1 
oze-kikou@apple.kannet.ne.jp 

0278-25-8022 
9：00 ～17：00 土日祝 

 

  

mailto:office.130@greenkanko.jp
mailto:columbus@cd.wakwak.com
mailto:info@travel-plaza.co.jp
mailto:kosukesakuratakei@yahoo.co.jp
mailto:oze-kikou@apple.kannet.ne.jp


群馬県旅行業協会会員 取扱旅行会社一覧（7/9現在） 

No. 販売形態 旅行会社名 住所 
Ｅ-mailアドレス／電話番号 

※お客様からの連絡対応用 
営業時間 休業日 

31 電話 アース旅行 
群馬県邑楽郡板倉町板倉 4212-6 

平成第一ハイツ 207 

earth19261115@gmail.com 

0276-82-4649 
9：30 ～17：00 日 

32 店頭・電話 ㈲北関東観光 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚 1297-1 
miki@kitakantokanko.com 

0276-88-2036 
9：00～18：00 日･祝 

33 店頭 
㈱群馬トラベルエ

ージェンシー 
群馬県伊勢崎市今泉町 1-1210-3 0270-23-8555 10：00～18：00 土･日･祝 

34 店頭・電話 ㈱野中観光社 群馬県高崎市吉井町片山 302-1 
nakamura-t@nokk.jp 

027-387-2788 
9：00 ～17：00 日 

35 店頭・電話 三浦観光 群馬県利根郡みなかみ町月夜野 1744-1 
ans-miura@xp.wind.jp 

0278-25-4910 
9：00 ～18：00 火又は水 

36 店頭・電話 トラベルサライ 群馬県桐生市川内町 4-304-12 
saray@be.wakwak.com 

0277-65-6071 
10：00～18：00 日 

37 
店頭 

その他 
ナインツーリスト 群馬県前橋市南町 3-33-8 027-223-2261 9：00～18：00 日 
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