「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態

電話番号

ホームページ

営業時間

休業日

販売予定営業所名

販売終了

1

ハト観光㈱

本社

長野市若里 4-8-38-1

北信 店頭,電話,WEB 026-227-4075

販売終了

2

株式会社第一旅行

本社

長野市川中島町御厨1135

北信 店頭,電話

026-285-1919

販売終了

3

太陽旅行株式会社

本社営業所

長野市吉田3-6-22

北信 店頭,電話

026-244-8075

販売終了

4

(株)日本ツーリスト

本社

須坂市大字須坂字宗石1322番地

北信 店頭,電話

026-246-1743

10:00～16:00 土・日・祝日

販売終了

5

長野ツーリスト株式会社

本社

須坂市大字須坂1271

北信 店頭,電話

026-246-8211

9:30～16:00 土・日・祝日

販売終了

6

（有）志賀かじか観光

本社

下高井郡山ノ内町3109

北信 店頭

0269-33-3515

10:00～15:00 火曜日

本社

販売終了

7

日本リゾート株式会社

本社

長野市南千歳1-3-17

北信 店頭,電話

026-228-5255

9:00～17:00 土・日・祝日

千曲営業所

販売終了

8

長野ツアーズ有限会社

本社

千曲市上山田温泉1-37-5

北信 店頭,電話

026-276-6549

9:00～18:00 土・日・祝

本社

本社営業所

長野県下水内郡栄村大字北信3475-1

北信 店頭,電話

0269-87-3385

本社

千曲市雨宮663-5

北信 店頭,電話

026-273-1122

9:00～18:00 日曜・祝日
9:00～17:00 土・日・祝日

販売終了
販売終了

137 森宮交通株式会社
9

(有)シンリク観光

販売終了

10 エース観光有限会社

本社営業所

長野市川中島町御厨1369

北信 店頭,電話

026-284-7771

販売終了

11 （株）アリーナ

本社

長野市篠ノ井塩崎6944-1

北信 店頭,電話

026-299-6200

販売終了

12 長野急行バス(株)

中野市中野1782番地

北信 店頭

0269-24-5151

販売終了

13 長野交通(株)

飯山市蓮字北原213−1

北信

0269-62-7077

販売終了

14 （有）高府自動車

上水内郡小川村高府2848-1

北信 店頭

026-269-2232

販売終了

15

一般社団法人
信州いいやま観光局

本社
営業企画課

飯山市飯山772-6
飯山駅観光交流センター1F

北信 店頭,電話,WEB 0269-62-3133

販売終了

16 長野国際旅行

本社

千曲市杭瀬下42-2

北信

販売終了

17 ㈱信州トラベルサービス

本社営業所

長野市青木島町大塚945-5

北信

販売終了

18 (株)アイティオートラベル

本社営業所

長野市青木島町大塚913-4

販売終了

19 共和観光バス株式会社

本社

長野市三才673-1

販売終了

20 ㈱八光

笹屋ホテル旅企画 千曲市戸倉温泉3055

販売終了

21 （株）Shigakogen Travel Bureau 本社

販売終了

22 株式会社タガワ

販売終了

23 株式会社信州ツーリストサービス 本社

販売終了

http://www.hatokanko.jp

9:30～18:00 土・日・祝日
9:30～18:00 土・日・祝日

https://www.taiyoryoko.co.jp

https://www.morimiya-kanko.com

https://arenabus.jp/

本社

9:00～17:00 土・日・祝日
本社

9:00～16:00 土、日、祝
本社

9:00～18:00 土・日・祝日
9:00～17:00 祝祭土日

本社

http://www.miy.janis.or.jp/~taxi/

8:30～17:30 日・祝日
https://www.iiyama-ouendan.net/

8:30～17:15 土・日・祝日

026-273-0011
026-291-0120

9:30～17:30 土・日・祝日

北信 店頭電話

026-283-8050

９:00～17:30 土・日・祝日

北信 店頭

026-236-9779

北信 店頭,電話

026-275-0338

店頭,電話店頭電話

https://kyowa.jpn.com

9:00～18:00 無休

本社
本社

9:00～18:00 土・日・祝日

北信 店頭,電話,WEB 0269-34-2814

http://japan-stb.com/

9:00～17:00 不定休

本社

北信 店頭,電話

0269-33-6111

http://www.hotel-tagawa.co.jp

9:00～17:00 不定休

本社営業所

長野市篠ノ井御幣川766-4

北信 店頭,電話,WEB 026-274-5836

http://www.sts-tour.jp

9:30～18:00 土・日・祝日

24 一般社団法人野沢温泉観光協会 本社営業所

下高井郡野沢温泉村豊郷9780-4

北信 店頭,電話

0269-85-3155

https://nozawakanko.jp/

8:30～17:30 無し（無休）

販売終了

25 (株）ヤドロク

本社営業所

下高井郡山ノ内町平穏2277

北信 電話,WEB

0269-38-0252

http://www.shibs.jp 10:00～17:00

販売終了

26 一般社団法人信州千曲観光局

本社

千曲市

北信 店頭

026-261-0300

https://chikuma-kanko.com

9:15～18:00 年末・年始

本社

販売終了

27 木島平観光㈱

北信 店頭

0269-82-2800

https://kijimadaira.org/

8:30～17:00 無し

道の駅FARMUS木島平内総合案内所

販売終了

28 (有)信州観光バス

北信 店頭,電話

026-272-8100

http://www.shinsyukankobus.co.jp

9:00～17:00 日曜祝日

本社営業所／別所温泉営業所

本社営業所

下高井郡山ノ内町平穏7149

下高井郡山ノ内町
大字夜間瀬11700-96

木島平村観光交流セ 下高井郡木島平村
ンター営業所

大字上木島38番地1

本社営業所

千曲市鋳物師屋117−2

1

土、日、祝日

本社営業所

「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態
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販売予定営業所名

販売終了

29 わらび野観光株式会社

本社営業所

上高井郡高山村大字中山702-2

北信 店頭,電話,WEB 026-214-7611

http://www.warabinokankoubus.com

10:00～17:00 日

本社営業所

販売終了

30

長野本社営業所

長野市大字南長池138番地

北信 店頭

026-214-0200

https://www.shinmaikanko.co.jp

9:00～17:00 土・日・祝日

長野本社営業所

販売終了

31 アルピコ長野トラベル（株）

本社予約センター 長野市中御所5-3-1

北信 店頭,電話

0120-24-5522

https://www.alpico.co.jp/travel/

9:00～17:40 日曜・祝日

本社予約センター、松本営業所

販売終了

32 長電観光

旅行センター

北信 店頭,電話

026-227-3535

https://www.nagaden-net.co.jp/

9:00～18:00 土・日・祝日

佐久平支店・中野支店

販売終了

33 （株）裾花観光バス

本社営業所

北信 電話,WEB

026-239-6100

https://susobanakankobus.co.jp/

10:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

（株）信毎販売センターふれあいネット

34 (株)ＪＴＢ長野支店

ＪＴＢ長野店

販売終了

35 ㈱日本旅行

長野支店

販売終了

36 (株)農協観光

長野支店

販売終了

37 株式会社近畿日本ツーリスト関東 長野支店

長野市南千歳1-17-7
長電長野ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ1F
長野市徳間3131
長野市南千歳1-12-7
新正和ビル1階
長野市上千歳町1137-23
1137ビル1階

長野市北石堂町1177−2
長野市中御所岡田町173-8
三井住友海上長野ビル5階

長野市東和田857-1

長野店・MEGAドン・キホーテ長野店・上田ア

北信 店頭,電話

026-228-0489

10:00～18:00 水・木・祝日

ヨーカドー店・イオンモール松本店

北信 店頭,電話,WEB 026-233-3141

11:00～17:00

月・水・土・

長野支店、長野県庁内支店、松本支

日・祝日

店、南信州支店

北信 店頭,電話

026-224-6100

http://ntour.jp 9:00～17:30 土日祝日

北信 店頭,電話

026-227-7711

10:00～17:00 土・日・祝日

長野支店・松本営業所

北信 電話

026-244-8557

9:30～17:30 土・日・祝日

長野営業所

北信 電話,WEB

026-233-6501

https://www.yomiuri-ryokou.co.jp

9:30～17:30 土日祝日

関東予約センター／長野営業所

北信 WEB

026-403-2150

http://www.hankyu-travel.com

9:30～17:30 土・日・祝日

長野支店

北信 店頭,電話,WEB 026-229-6671

http://wingtours.com

9:30～17:30 日・祝日

北信 店頭,電話,WEB 026-264-6461

https://access.his-j.com/04/763/

10:00～18:00

販売終了

38 名鉄観光サービス株式会社

長野営業所

販売終了

39 (株)読売旅行長野営業所

長野営業所

販売終了

40 株式会社 阪急交通社 長野支店 長野支店

販売終了

41 （株）ウイングツアーズ

本社

販売終了

42 株式会社エイチ・アイ・エス

MIDORI長野営業所 長野市南千歳1-22-6

販売終了

43 東武トップツアーズ㈱

長野支店

販売終了

44 株式会社びゅうトラベルサービス びゅうプラザ長野駅 長野市栗田1038

販売終了

45 株式会社河一屋

本店

販売終了

46

本社営業所

販売終了

47 株式会社まちノベイト

販売終了

48 野沢温泉旅館ホテル事業協同組合 本所

下高井郡野沢温泉村豊郷9521

北信 店頭,電話

0269-85-2056

販売終了

49 千曲観光㈱

佐久本社

佐久市野沢20番地

東信 店頭,電話

0267-62-1000

10:00～17:00 土・日・祝

販売終了

50 千曲イースタン観光(株)

本社

佐久市取出町196−12

東信 店頭.電話

0267-62-8305

9:00～17:00 土日祝

ツアーデスク

マツシロウォーカーズ

信州名鉄長野ビル
長野市上千歳町1159
読売長野ビル
長野市南石堂町1293
長栄南石堂ビル5階
長野市高田655-6

長野市南千歳1-10-6
藤栄ビル6F
下高井郡野沢温泉村
大字豊郷8923-1
長野市松代町松代84

Snow Monkey Resorts Tours 長野市栗田源田窪1015-7 NKコーポ202

リオ店・イオンモール佐久平店・南松本イトー

北信 店頭,電話

026-226-4315

北信 店頭

なし

北信 WEB

北信 店頭電話WEB 026-219-6256

2

変動がある為営業所HPをご
参照ください。

10:00～17:30 土・日・祝日
https://www.jre-travel.com/

10:00～17:30 なし

http://r117travel.com/

10:00～16:00 不定休

北信 店頭,電話,WEB 026-274-5142

長野支店／松本支店

長野支店、松本支店、伊那支店、飯田
支店

9:00～17:00 不定休
https://snowmonkeyresorts.shop/product/nagano-kenminwari/

9:00-18:00

土日

https://nozawa.jp/
9:00～16:00 木曜日

本社
本所
佐久本社・小諸営業所0267-222300・上田営業所0268-22-8200

「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態
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ホームページ

営業時間

休業日

販売予定営業所名

販売終了

51 東信観光サービス有限会社

本社営業所

佐久市平塚143番地

東信 電話,FAX,WEB 0267-67-0707

販売終了

52 （株）旅行サービス長野

本社

佐久市臼田2182-1

東信 店頭

販売終了

53 日昇旅行株式会社

本社営業所

上田市腰越140-1

東信 店頭・その他 0268-43-8666

9：00-18：00 日・祝

販売終了

54 (株)国際ホリディ

本社営業所

上田市下之条211番地18

東信 店頭,電話

10:00～18:00 日曜日

販売終了

55

本社

佐久市今井533-1

東信 店頭,電話,WEB 0267-66-1268

9:00～18:00 日・祝日

販売終了

56 （有）日本旅行企画

本社

東信 店頭,電話

0268-28-7770

9:30～17:30 日・祝日

販売終了

57 ㈲旅ネット長野

本社

上田市長瀬3544番地1

東信 店頭,電話

0268-43-8411

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

58 中島観光

本社

南佐久郡小海町豊里2520

東信 店頭

0267-92-3188

9:00～17:00 土・日・祝日

本社

販売終了

59 上田バス株式会社

本社営業所

上田市蒼久保1101-2

東信 店頭,電話

0268-34-5551

9:00～18:00 土・日・祝日

本社営業所

販売終了

60 旅工房はなみずき

本社

佐久市田口2599

東信 店頭,電話

0267-81-5044

9:00～20:00 なし

本社

販売終了

61 草軽交通株式会社(草軽観光)

軽井沢支店

北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-1

東信 店頭,電話

0267-42-2800

9:30～17:00 土・日・祝日

軽井沢支店・東御支店

販売終了

62

本社営業所

上田市鹿教湯温泉1387-2

東信 店頭,電話

0268-44-2211

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

63 合同会社ユーサイドツアーズ

本社

上田市八木沢210番地2

東信 店頭,電話

0268-38-8392

9:00～18:00 なし

販売終了

64 株式会社池の平商事

株式会社池の平商事

北佐久郡立科町芦田八ケ野1596

東信 電話

0266-68-2100

9:00～18:30 なし

販売終了

65 一般社団法人信州たてしな観光協会 本社事務所

北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野1045

東信 店頭,電話

0267-55-6654

https://shirakabakogen.jp

9:00～17:00 なし

販売終了

66 株式会社

小諸市古城乙1210

東信 店頭,電話

0267-22-1511

https://nakadanasou.com/

9:00～18:00 水曜・不定休

販売終了

67 （一社）信州とうみ観光協会

東御市田中田中279

東信 店頭,WEB

0268-62-7701

https://tomikan.jp/

9:00～17:00 水

販売終了

68 株式会社日本旅行佐久平サービス 本社

佐久市佐久平駅南10-2

東信 店頭

0267-66-0061

販売終了

69 長野ワイントラベル

本社営業所

東御市和5180

東信 電話,WEB

090-7407-9969

販売終了

70 株式会社ＫＮＴ−Ｕ

本社営業所

東信 店頭,電話

0268-71-0075

10:00～17:30 土・日・祝日

販売終了

71 (有）大手観光

本社

松本市大手2-6-18

中信

0263-32-8070

9:00～18:00 無休

販売終了

72 株式会社ロータリー旅行

本社営業所

塩尻市宗賀3843

中信 店頭,電話

0263-51-6012

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

73 （株）トラベルプラザ

大町本社

大町市大町2959-2

中信 店頭,電話,WEB 0261-23-2100

http://travel-plaza.jp

9:00～18:00 日・祝日

トラベルプラザ大町本社

販売終了

74 朝日観光自動車株式会社

本社

塩尻市広丘野村1610-4

中信 店頭,電話

0263-54-1099

http://asahikankobus.co.jp/

9:30～17:00 土･日･祝日

本社

販売終了

75 松本ツアーサービス株式会社

本社

松本市渚2-7-20山上ビル1階

中信 店頭,電話

0263-28-8801

9:00～18:00 日・祝日

本社および木曽支店

販売終了

76 (有)しらかば観光旅行

本社

安曇野市穂髙5207-2

中信 店頭,電話

0263-82-3321

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

77 平成交通（有）

本社

塩尻市広丘野村844-3

中信 店頭,電話

0263-31-6039

9:00～17:00 土・日・祝日

販売終了

78 あずさ観光

本社営業所

北安曇郡池田町池田2149ー4

中信 店頭,電話

090-1606-8158

9:00～18:00 日・祝日

販売終了

79 白馬観光開発株式会社

白馬山麓ツアーズ

北安曇郡白馬村大字北城6329-1

中信 店頭,電話,WEB 0261-72-6900

JWTジャパンウインズツアー株式会社

株式会社

斎藤ホテル・バーデンツアーズ

中棚温泉

本社
東御市観光情報
ステーション

上田市上田原707-2
キネタクビル

上田市天神1-2-1
デルトラウム上田駅前ビル2階

http://www7.plala.or.jp/toshin-sinano/

0267-82-7300

9:00～18:00 土・日・祝日

0268-25-9955

店頭.電話店頭電話

3

10:00～18:00 水・木

http://uedabus.co.jp/

http://www.kkkg.co.jp

本社営業所

本社
本社事務所

10:00～18:00（しばら 日・祝日（しばらくの間
く10:00～16:00）
http://naganowine-travel.com/

https://www.hakuba1.com

火・木・金

休業）

本社

9:00～18:00 不定休

8:00～17:00 無し

松本営業所

「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態

松本旅行センター 松本市野溝木工1-2-36 中信 店頭,電話

電話番号

営業時間

休業日

販売終了

80 おんたけ交通㈱

販売終了

81 (有)白馬オペレーションセンター 白馬五竜観光協会 北安曇郡白馬村神城22548

中信 店頭,電話,WEB 0261-75-3131

https://www.hakubagoryu.com/

9:00～17:00 無休

販売終了

82 (株)市民タイムス

松本市島立800番地

中信 電話,WEB

0263−47−4321

https://www.shimintimes.co.jp

9:00～18:00 土・日・祭日

販売終了

83 あづみ野ツアーサービス㈱

本社

松本市島立1656-5

中信 店頭,電話

0263-87-0077

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

84 株式会社トラベル本舗

トラベル本舗

松本市渚1丁目2-233

中信

0263-29-2729

9：00～18：00

販売終了

85 （有）トラベルオフィス

本社

塩尻市大門8番町3-3

中信 店頭,電話

0263-51-6617

9:30～18:00 土・日・祝日

142 （有）JHNトラベル

本社

北安曇郡白馬村北城2587-1

中信 店頭,電話,WEB 0261-75-5360

https://lets-do-hakuba.com/ja

9:00-17:00

松本市県2−7−22

中信 店頭,電話,WEB 0263−33−1002

https://www.aoijapan.sakura.ne.jp

8:00～20:00 なし

販売終了

0263-25-9500

ホームページ

店舗、電話、その他

http://okk.aor.jp/ 9:00～18:00 土・日・祝日

日・祝祭日

86 (有)葵ジャパン

販売終了

87 株式会社エムトラベル

本社

安曇野市穂高有明10320-1

中信 店頭

0263-81-5035

https://mtravel.jimdofree.com/

9:30～16:30 土・日・祝日

販売終了

88 南安タクシー有限会社

南安トラベル

安曇野市豊科5951番地

中信 店頭,電話

0263-72-3528

http://www.nan-an.co.jp

9:00～18:00 不定休

販売終了

89 トラベル企画株式会社

本社

松本市蟻ケ崎1-1-52 ナカヤビル2F-B

中信 店頭,電話

0263-39-3511

北安曇郡小谷村中小谷丙１３１番地

中信 店頭

0261-82-2233

松本市出川2−3−1ネオパーク1F

中信 店頭,電話

0263-88-6644

松本市大手2-3-10

中信 電話

0263-32-1535

141 一般社団法人小谷村観光連盟

本社・木曽旅行センター 及び 松本旅行センター

旅行事業部
本社のみ（支店なし）
本社営業所

土・日・祝日

販売終了

販売終了

販売予定営業所名

本社営業所
南安トラベル

9:30～18:00 土・日・祝日
9:00～17:00

https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/

土・日・祝日

販売終了

90 エグゼクティブツアー(株)

販売終了

91 株式会社燕山荘

松本事務所

販売終了

92 株式会社青い空

旅行ステーション 松本市笹賀2975-1

中信 店頭,電話

0263-87-7780

販売終了

93 株式会社みらいさい福祉会

本社営業所

安曇野市明科中川手147-3

中信 店頭,電話

0263-50-6622

http://www.miraisai.co.jp

9:00～17:30 土・日・祝

本社営業所

販売終了

94 美勢タクシー㈱

本社営業所

塩尻市大門一番町3番

中信 店頭,電話

0263-52-1280

http://www.mise.co.jp

9:00～17:00 土・日・祝日

本社営業所

販売終了

95 塩尻旅倶楽部

本社営業所

塩尻市大門868-122

中信 店頭,電話

0263-50-6724

9:00～18:00 土・日・祝日

本社営業所

販売終了

96 (一社)木曽おんたけ観光局

(一社)木曽おんたけ観光局

木曽郡木曽町福島2012-5

中信 店頭,電話,WEB 0264-25-6000

138 株式会社佳誠

本社営業所

北安曇郡白馬村北城3020-570

中信 店頭,電話

販売終了

97 (株)明神館

本社

松本市入山辺8967

中信 店頭,電話,WEB 0263-31-2301

販売終了

98 ㈱リングツーリスト

本社

松本市梓川上野2036-1

中信 電話

販売終了

99 一般社団法人白馬村観光局

一般社団法人白馬村観光局 北安曇郡白馬村北城7025番地

中信 店頭,電話,WEB 0261-85-4210

販売終了

10:00～18:00
https://www.enzanso.co.jp/event

https://kisodani-trail.com/

0261-85-0968
http://www.tobira-group.com/myojinkan/

9:00～17:00 土・日・祝日

※主催ツアーは登山のみ

9:00～17:30

旅行ステーション

土・日・祝日・年末年始

9:00～17:00 土・日・祝日

9:00~18:00 土・日・祝日

本社営業所

9:00～19:00 なし

本社

9:00～17:00 日・祝日

0263-87-6630
https://www.vill.hakuba.nagano.jp

白馬村観光局インフォメーション

販売終了

100 (有)聖高原バス

本社営業所

東筑摩郡筑北村坂北4769-1

中信 店頭,電話

販売終了

101

本社

塩尻市広丘原新田80

中信 店頭,電話,WEB 0263-54-3937

販売終了

102 ツーリストツアープロデュース(有) イオン豊科営業所

安曇野市豊科4272-10 イオン豊科1F

中信 店頭,電話

0263-72-8631

10:00～18:00 水曜日

販売終了

103 ツーリストプラン

大町市仁科町3205

中信 店頭

0261-22-7101

09:30～17:30 日曜・祝日

販売終了

104 （一社）安曇野市観光協会

安曇野市穂高5952−3

中信

0263-82-3133

販売終了

139 おんたけ観光㈱

松本センター

松本市野溝木工1-2-36

中信 店頭,電話

販売終了

105 (株)飯田ツーリストセンター

本社

飯田市銀座2-11

南信 店頭

エプソン日新トラベルソリューションズ

本店
安曇野市観光情報
センター

0263-66-2082

9:00～17:00 無し

4

9:00～17:30 土・日・祝日
http://jpeswa552.apo.epson.net/travel/index.asp

9:00～17:45

土・日・祝日・
事業所休業日

定休

本社
イオン豊科営業所

9:00～17:00 なし

安曇野市観光情報センター

0263-25-9967

9:00～18:00 土・日・祝日

本社・販売センター及び松本センター

0265-23-1261

09:30～17:30 土

本社

http://www.azumino-e-tabi.net

日

祝日

「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態

電話番号

ホームページ

営業時間

休業日

販売予定営業所名

販売終了

106 柿木観光バス㈱

諏訪営業所

諏訪市豊田1152番地

南信 店頭,電話

0266-58-4455

販売終了

107 株式会社全日本旅行

本社

岡谷市本町4-11-36

南信 店頭,電話

0266-22-1322

販売終了

108 日本国際交通株式会社

本社営業所

諏訪市高島4-1489-1

南信 店頭,電話

0266-52-8787

販売終了

140 全日本株式会社

本社営業所

長野県伊那市中央4581

南信

0265-78-7111

10:00～16:00 土・日・祭日

本社営業所

販売終了

109 （有）茅野観光

茅野営業所

茅野市宮川4313-1

南信 店頭,電話

0266-73-5858

9:00～17:00

土・日・祝日

茅野営業所

販売終了

110 (株)高木

諏訪市大手1−11−3

南信

0266-58-9231

販売終了

111 オリエント交通商事株式会社

本社営業所

茅野市玉川 2511-4

南信 店頭,電話

0266-71-1122

販売終了

112 株式会社オリエントトラベル

飯田本社

飯田市中央通り4-46

南信 店頭,電話

0265-22-6443

10:00～17:00

販売終了

113 信南交通(株)

イオン飯田店

飯田市上郷飯沼1575 2F

南信 店頭,電話

0265-52-9191

10:00～20:00

販売終了

114 (有)東洋エクスプレス

本社営業所

上伊那郡辰野町伊那富3090-2

南信 店頭,電話

0266-44-1919

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

115 （株）ジェイツアー

本社

岡谷市本町4-6-1

南信 店頭

0266-22-6644

販売終了

116 株式会社牛山旅行

本社

諏訪市大字豊田文出283-2

南信 店頭,電話

0266-54-1624

販売終了

117 （株）来夢ツアー

本社

諏訪郡下諏訪町西四王4867-3 レジデンス923 一ツ浜B号

南信 店頭

0266-26-1734

販売終了

118 旅ネット飯田㈲

本社

飯田市東中央通3254ｰ5

南信 店頭

0265-52-6615

10:00～15:00 土·日·祝日

販売終了

119 （株）エヌ･ティー･エス･ツアー 本社

諏訪郡下諏訪町4696番地1

南信 店頭,電話

0266-26-3350

9:00～18:00 土・日・祝祭日 本社

販売終了

120 株式会社ニオムネット

本社

岡谷市長地片間町2-5-21-3F

南信 店頭,電話

0266-26-3788

https://www.facebook.com/niom.net/

10:00～17:00 土・日・祝日

販売終了

121 （株）日報ツーリスト

本社営業所

諏訪市高島3-1323-1 長野日報ビル1階

南信 店頭

0266-57-7888

http://karin-tour@nippotourist.co.jp

9:50～16:00 日･祝日

本社営業所

販売終了

122 （株）阿智昼神観光局

本社

下伊那郡阿智村智里338-25

南信 店頭,電話,WEB 0265-43-3001

http://hirugamionsen.jp/

9:00～17:30 無し

本社

販売終了

123 (株）さくら観光

本社営業所

伊那市西町5741

南信 店頭

0265-73-3097

9:00～18:00 日

本社営業所

販売終了

124 岡谷観光バス有限会社

本社営業所

岡谷市長地小萩二丁目11番11号

南信 店頭

0266-28-2202

9:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

125 ツアーズ信州

本社

下伊那郡高森町下市田1511

南信 店頭,電話

0265-35-2584

9:00～18:00 土・日

販売終了

126 星空観光

本社

飯田市大瀬木3942-4

南信 店頭,電話

090-9146-7752

10:00～16:00 土日祝日

販売終了

127 株式会社

本社営業所

飯田市知久町1-9

南信 店頭,電話

0265-48-6708

10:00～18:00 土・日・祝日

販売終了

128 (有)エヌ・ケー・ビー

本社

諏訪市中洲4439-1

南信 店頭,電話

0266-53-0557

http://www.n-k-b.com

9:00～18:00 土・日・祝日

本社

販売終了

129 ㈱葵交通

本社

上伊那郡飯島町田切112-74

南信 店頭,電話

0265-86-5773

https://aoi-kotsu.co.jp

9:00～17:00 土・日・祝日

本社

販売終了

130 伊那バス観光株式会社

本社

伊那市西町5230番地

南信 店頭

0265-78-4321

http://waiplaza.fem.jp/

10:00～18:00 土・日・祝日

ワイプラザ伊那バス観光

販売終了

131 トラビスジャパン（株）

本社

上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5

南信 店頭,電話

0265-71-3800

https://www.travice.jp/

9:00～18:00 土・日・祝日

本社・長野営業所・高森営業所

販売終了

132 日の出観光株式会社

本社

飯田市上郷黒田792番地

南信 店頭

0265-24-7373

http://www.hinodekanko.co.jp/

9:00～18:00 土・日・祝日

本社

販売終了

133 こまくさ観光株式会社（こま旅） 駒ヶ根

駒ヶ根市下平670番地1

南信 店頭,電話,WEB 0265-98-7078

https://komatabi.net/

9:00～17:00 不定休

駒ヶ根

販売終了

134 ヤマト開発㈱トラベル

茅野市中沖2023-1

南信 店頭,電話

ツーリストＪ

本社

0266-82-1188
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http://park18.wakwak.com/~kakinoki

9:00～18:00 日・祝日
9:30～16:00 水・土・日・祝日 本社

http://www12.plala.or.jp/jita/

https://suwa-net.com/orient/index.html

http://www.jtour.co.jp/

平日09:30～18:00
土日祝日10:00～18:00

GW、お盆、年
末年始

9:30～18:00 日・祝日
水・日・祝日
年末年始

駒ヶ根店

イオン飯田店

10:00～16:00 土・日・祝日

9:00～18:00 日・祝日
http://www.laimtour.co.jp

飯田本社

本社

9:30～18:30 土・日・祝日

10:00～18:30 無休

「信州の宿 県民応援前売割」取扱い旅行会社一覧
令和3年7月5日

※前売券を利用した宿泊予約については各旅行会社へ直接お問い合わせください。
販売状況 No

事業者名

代表営業所名

所在地

13:30現在
エリア

販売形態

電話番号

販売終了

135 株式会社旅プランナー

飯田駅前店

飯田市中央通り4-40

南信 店頭,電話

0265-22-3715

販売終了

136 株式会社たび寅

長野支店

諏訪市中洲2692-1

南信 電話,WEB

0266-58-8969

6

ホームページ

営業時間

休業日

販売予定営業所名

10:00～17:00 日・祝日
https://www.tabitora.com/

9:00～18:00 土・日・祝日

長野支店

