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事業者_名称 事業者_正式名称 事業者_都道府県 事業者_市区町村

アイティオートラベル アイティオートラベル 長野県 長野市

葵ジャパン アオイジャパン 長野県 松本市

朝日観光自動車 アサヒカンコウジドウシャ 長野県 塩尻市

あずさ観光 アズサカンコウ 長野県 北安曇郡池田町

あづみ野ツアーサービス アヅミノツアーサービス 長野県 松本市

アルピコ長野トラベル アルピコナガノトラベル 長野県 長野市

飯田ツーリストセンター イイダツーリストセンター 長野県 飯田市

伊那谷ツーリズム イナダニツーリズム 長野県 伊那市

伊那バス観光 イナバスカンコウ 長野県 伊那市

ウィングツアーズ ウィングツアーズ 長野県 長野市

上田バス ウエダバス 長野県 上田市

エース観光 エースカンコウ 長野県 長野市

エグゼクティブツアー エグセクティブツアー 長野県 松本市

エヌ・ティー・エス・ツアー エヌテイーエスツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町

エプソン日新トラベルソリューションズ エプソンニッシントラベルソリューションズ 長野県 塩尻市

エムトラベル エムトラベル 長野県 安曇野市

オリエント交通商事 オリエントコウツウシヨウジ 長野県 茅野市

オリエントトラベル オリエントトラベル 長野県 飯田市

おんたけ交通 オンタケコウツウ 長野県 木曽郡木曽町

柿木観光バス カキノキカンコウバス 長野県 諏訪市

株式会社ＫＮＴ－Ｕ カブシキガイシャ　キンツ 長野県 上田市

草軽交通 クサカルコウツウカブシキガイシャ 長野県 北佐久郡軽井沢町

クリエイティブ・ツアーズ クリエイティブ　ツアーズ 長野県 長野市

こまくさ観光 コマクサカンコウ 長野県 駒ヶ根市

JWTジャパンウインズツアー ジェイダブリューティージャパンウインズツアー 長野県 佐久市

塩尻旅倶楽部 シオジリタビクラブ 長野県 塩尻市

市民タイムス シミンタイムス 長野県 松本市

しらかば観光旅行 シラカバカンコウリョコウ 長野県 安曇野市

信州大学 シンシュウダイガク 長野県 松本市

信州ツーリストサービス シンシュウツーリストサービス 長野県 長野市

信南交通 シンナンコウツウ 長野県 飯田市

信毎販売センターふれあいネット シンマイハンバイセンターフレアイネット 長野県 長野市

裾花観光バス スソバナカンコウバス 長野県 長野市

全日本旅行 ゼンニホンリョコウ 長野県 岡谷市

第一旅行 ダイイチリョコウ 長野県 長野市

太陽旅行 タイヨウリョコウ 長野県 長野市

旅工房はなみずき タビコウボウハナミズキ 長野県 佐久市

旅ネット飯田 タビネットイイダ 長野県 飯田市

旅ネット長野 タビネットナガノ 長野県 上田市

旅プランナー タビプランナー 長野県 飯田市

千曲観光 チクマカンコウ 長野県 佐久市

茅野観光 チノカンコウ 長野県 茅野市

ツーリストＪ ツーリストジェイ 長野県 飯田市

ツーリストツアープロデュース ツーリストツアープロデュース 長野県 安曇野市

てまりツアー テマリツアー 長野県 松本市

東信観光サービス トウシンカンコウサービス 長野県 佐久市

東洋エクスプレス トウヨウエクスプレス 長野県 上伊那郡辰野町

トータル トータル 長野県 諏訪市

トラビスジャパン トラビスジャパン 長野県 上伊那郡箕輪町

トラベルオフィス トラベルオフィス 長野県 塩尻市

トラベルプラザ トラベルプラザ 長野県 大町市

トラベル本舗 トラベルホンポ 長野県 松本市

長野観光バス ナガノカンコウバス 長野県 長野市

長野ツーリスト ナガノツーリスト 長野県 須坂市

長野電鉄 ナガノデンテツ 長野県 長野市

ニオムネット ニオムネット 長野県 岡谷市

日昇旅行 ニッショウリョコウ 長野県 上田市
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日報ツーリスト ニッポウツーリスト 長野県 諏訪市

日本国際交通 ニホンコクサイコウツウ 長野県 諏訪市

日本リゾート ニホンリゾート 長野県 千曲市

日本旅行企画 ニホンリョコウキカク 長野県 上田市

日本旅行佐久平サービス ニホンリョコウサクダイラサービス 長野県 佐久市

ハト観光 ハトカンコウ 長野県 長野市

聖高原バス ヒジリコウゲンバス 長野県 東筑摩郡筑北村

日の出ジェイツアー ヒノデジェイツアー 長野県 飯田市

フリーランス フリーランス 長野県 松本市

プロジェクト白馬グループ プロジェクトハクバグループ 長野県 北安曇郡白馬村

平成交通 ヘイセイコウツウ 長野県 松本市

松本ツアーサービス マツモトツアーサービス 長野県 松本市

ヤドロク ヤドロク 長野県 下高井郡山ノ内町

ヤマト開発株式会社トラベル ヤマトカイハツカブシキガイシャトラベル 長野県 茅野市

やまふるたかぎ観光 ヤマフルタカギカンコウ 長野県 東筑摩郡朝日村

エヌ・ケー・ビー ユウゲンガイシャエヌケービー 長野県 諏訪市

来夢ツアー ライムツアー 長野県 諏訪郡下諏訪町

旅行サービス長野 リヨコウサービスナガノ 長野県 佐久市

リングツーリスト リングツーリスト 長野県 松本市

りんどう観光 リンドウカンコウ 長野県 大町市

ロータリー旅行 ロータリーリョコウ 長野県 塩尻市

ワイ・エス企画 ワイエスキカク 長野県 大町市

わらび野観光 ワラビノカンコウ 長野県 上高井郡高山村


