協同組合新潟県旅行業協会
名

称

村上自動車(株)

会員名簿
商号／部署名

2022年10月1日 現在

郵便番号

住

所

電話番号

旅行業登録番号

務

営業所

村上観光/本社営業所

958-0034 村上市松山235

0254-52-6350

村上観光/新発田営業所

957-0017 新発田市新富町2-1-17

0254-23-0360

959-3131 村上市藤沢7-12

0254-62-6330

胎内営業所

959-2600 胎内市清水9-143

0254-28-7678

大滝観光 旅日記

958-0823 村上市仲間町639-46

0254-62-7789

新潟県知事 第2-364

海外・国内

0254-26-6789

新潟県知事 第3-386

国内

957-0062 新発田市富塚町1-921-1

0254-24-3017

新潟県知事 第2-387

国内

959-2046 阿賀野市庄ケ宮680-1

0250-62-0518

新潟県知事 第3-337

国内

959-1704 五泉市村松甲1364

0250-58-8860

新潟県知事 第2-99

海外・国内

959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3501-1

0254-92-0220

新潟県知事 地域-416

国内

952-0014 佐渡市両津湊353-1

0259-27-5705

新潟県知事 第3-74

国内

952-0206 佐渡市畑野219

0259-66-3455

新潟県知事 第3-291

国内

952-1325 佐渡市窪田978-3

0259-57-3752

新潟県知事 第2-329

海外・国内

952-0011 佐渡市両津夷384-11

0259-23-5231

新潟県知事 第2-342

国内

佐渡観光案内所

952-0014 佐渡市両津湊353

0259-27-5000

佐渡アウトドアベース

952-1209 佐渡市千種79-3

0259-58-7030

両津湊営業所

952-0014 佐渡市両津湊145

0259-58-8088

信栄バス(株)

952-0504 佐渡市羽茂本郷1922-1

0259-88-1100

新潟県知事 第2-435

国内

佐渡の宝(株)

952-1311 佐渡市八幡1203-1

0259-52-5276

新潟県知事 地域-439

国内

新潟本社

950-0078 新潟市中央区万代島9-1

025-245-3701

新潟県知事 第2-19

海外・国内

新潟案内所

950-0078 新潟市中央区万代島9-1

025-245-1234

海外・国内

営業所

新潟市職員生協旅行センター 951-8126 新潟市中央区学校町通1番町602-1新潟市役所本館

025-226-6600

海外・国内

営業所

両津支店

952-0014 佐渡市両津湊353

0259-27-5184

海外・国内

営業所

(有)産景旅行社

950-0872 新潟市東区牡丹山5-17-13

025-273-0374

新潟県知事 第3-113

海外・国内

(株)万代トラベル

950-0013 新潟市東区白銀2-8-1

025-271-7561

新潟県知事 第3-144

海外・国内

(株)村上トラベルサービス

大滝自動車工業(株)
(一社)新発田市観光協会
(有)シティバス

957-0055 新発田市諏訪町1-2-11
シティトラベル

(株)新和旅行
蒲原鉄道(株)

蒲鉄トラベル村松店

(一社)阿賀町観光協会
渡辺産商(株)

ターミナル案内所

(有)銀河旅行
(有)浦島

浦島観光

(一社)佐渡観光交流機構

サンフロンティア佐渡(株)

佐渡汽船観光(株)
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MINTO館内

新潟県知事 第2-102

業

海外・国内
国内

新潟県知事 第2-351

海外・国内
国内

国内
新潟県知事 地域-419

営業所

営業所

営業所

国内
国内

営業所

協同組合新潟県旅行業協会
名

称

佐渡汽船(株)

会員名簿
商号／部署名

2022年10月1日 現在

郵便番号

住

所

電話番号

旅行業登録番号

務

営業所

営業部

950-0078 新潟市中央区万代島9-1

025-245-7511

東京営業所

100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目10-1有楽町ビル7Ｆ

070-3972-6315

新潟大学生協トラベルセンター

950-2181 新潟市西区五十嵐二の町8050

025-262-6245

旭町ＳＢ店

951-8518 新潟市中央区旭町通2番町746

025-227-5572

海外・国内

営業所

池原購買書籍店

951-8510 新潟市中央区旭町通1番町757

025-223-2565

海外・国内

営業所

富士タクシー(株)

950-0807 新潟市東区木工新町1193-8

025-279-2072

新潟県知事 第2-176

海外・国内

(公社)新潟県観光協会

950-8570 新潟市中央区新光町4-1

025-283-1188

新潟県知事 第2-221

国内

(株)ユニバーサルトラベル

950-0852 新潟市東区石山3-1-39

025-286-2550

新潟県知事 第2-228

海外・国内

957-0062 新発田市富塚町2-3-1

0254-23-8321

(有)新潟旅行社

950-0083 新潟市中央区蒲原町3-19

025-311-4382

新潟県知事 第3-238

海外・国内

(株)トラベルマスターズ

953-0054 新潟市西蒲区漆山8200

0256-77-8056

新潟県知事 第2-259

海外・国内

950-0982 新潟市中央区堀之内南3-7-10

025-283-9914

新潟県知事 第2-260

海外・国内

(株)フリーウェイツアー

950-3308 新潟市北区下大谷内378-43

025-259-8621

新潟県知事 第2-280

海外・国内

新潟第一観光バス(株)

950-1244 新潟市南区上塩俵字土居下1270

025-362-3535

新潟県知事 第3-282

国内

ハミングツアー新潟営業所

950-0915 新潟市中央区鐙西1-8-2

025-255-6110

新潟県知事 第2-298

海外・国内

ハミングツアー下越営業所

959-2637 胎内市長橋125-1

0254-44-1360

ＭＡＣ（マック）

950-2074 新潟市西区真砂4-9-13

025-201-2500

新潟県知事 第3-301

海外・国内

(有)トラベル・システム

950-0855 新潟市東区江南1-5-1

025-286-5152

新潟県知事 第3-311

海外・国内

(株)トラベリンクス

950-0123 新潟市江南区亀田水道町2-4-1

025-381-4089

新潟県知事 第3-323

海外・国内

(株)トラベルセンター新潟

950-2025 新潟市西区小針南24-27

025-234-4002

新潟県知事 第2-330

海外・国内

新潟青陵大学・短期大学(生協)

951-8121 新潟市中央区水道町1-5939-27

025-266-0690

新潟県知事 第3-333

海外・国内

柳都トラベル(株)

950-0885 新潟市東区下木戸1-4-1東区役所地下1階

025-279-2133

新潟県知事 第3-344

海外・国内

950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル3F

025-243-7701

新潟県知事 第3-346

海外・国内

951-8062 新潟市中央区西堀前通6番町894-1

025-223-8181

新潟県知事 第2-348

国内

新潟大学(生協)

新発田営業所

ベルツアー(株)

(株)ケー・オー・ケー・ケー

(株)アルゴナフト
(公財)新潟観光コンベンション協会

本社デュオ営業所

アルゴ旅行社
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YSビル

新潟県知事 第2-167

業
国内
国内

新潟県知事 第3-175

営業所

海外・国内

国内

海外・国内

営業所

営業所

協同組合新潟県旅行業協会
名

会員名簿

称

商号／部署名

万代タクシー(株)

2022年10月1日 現在

郵便番号

住

所

電話番号

旅行業登録番号

業

務

営業所

950-0088 新潟市中央区万代4-7-13

025-247-5551

新潟県知事 第3-350

国内

本社

950-0954 新潟市中央区美咲町1-7-55

025-288-0178

新潟県知事 第2-356

海外・国内

長岡支店

940-1151 長岡市三和3-6-2

0258-86-6659

本社営業所

950-0911 新潟市中央区笹口2-12-1 まるよし第5ビル302

025-240-7525

下越営業所

959-2642 胎内市新和町2-4

0254-44-7755

海外・国内

営業所

村上営業所

958-0861 村上市肴町13-1

0254-62-7373

海外・国内

営業所

(株)エムエスティ

すまいるとらべる

950-0036 新潟市東区空港西1-15-12

025-278-3191

新潟県知事 第3-373

海外・国内

(株)コスモツーリスト

新潟本社

950-2111 新潟市西区大学南2-8-24

025-264-2228

新潟県知事 第2-377

海外・国内

(株)プリーズ

プリーズ県庁旅行コーナー

950-0965 新潟市中央区新光町4-1

025-250-6335

新潟県知事 第3-378

海外・国内

日新トラベル

953-0041 新潟市西蒲区巻甲4252-11

0256-73-3988

新潟県知事 第3-389

海外・国内

(株)ゆめ旅

950-0871 新潟市東区山木戸5丁目1-5

025-282-7605

新潟県知事 第3-397

海外・国内

(株)新潟スカイツーリスト

950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14

025-243-3177

新潟県知事 第3-400

海外・国内

950-0941 新潟市中央区女池4-17-37

025-383-6211

新潟県知事 第3-412

国内

新潟・佐渡観光推進機構(株)

950-0078 新潟市中央区万代島9-1

025-243-7366

新潟県知事 第3-414

海外・国内

(株)トップトラベル新潟

950-0973 新潟市中央区上近江4-12-20 デッキー401 1Ｆ

025-285-2400

新潟県知事 第3-429

海外・国内

(株)プロジェクトティー・エフ・ジー

950-0951 新潟市中央区鳥屋野2-13-22

025-284-3456

新潟県知事 第2-432

海外・国内

スカイツーリスト(株)

950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14

025-243-3182

新潟県知事 第3-442

海外・国内

ケーアイトラベル

959-1378 加茂市駅前2-1

0256-53-5501

新潟県知事 第3-382

海外・国内

(株)越後トラベル

959-0232 燕市吉田東栄町53-11

0256-92-6533

新潟県知事 第3-220

海外・国内

959-1228 燕市佐渡5262

0256-46-0122

新潟県知事 第2-393

海外・国内

(株)つくる

959-1244 燕市中央通2-2-21

0256-62-2015

新潟県知事 地域-434

国内

セントラル観光(株)

955-0803 三条市月岡1-23-57

0256-32-8700

新潟県知事 第2-249

海外・国内

(株)ワールド・トリップ

(株)N旅ジャパン

哈爾浜招商国際旅行社有限責任公司日本支店

朝日交通(株)

ハルビン招商国際旅行社

中越トラベル

みくにマンション105

アライビル1F
S.Hビル2F

メリア内1階

和合ビル2F

海外・国内
新潟県知事 第3-366

海外・国内

日の丸観光タクシー(株)

パルテンテ

955-0047 三条市東三条1-6-14

0256-35-3333

新潟県知事 第2-325

国内

にいがた南蒲(農協)

ＪＡにいがた南蒲旅行センター

959-1155 三条市福島新田丁629

0256-45-7300

新潟県知事 第2-353

海外・国内

ハッピーツーリスト

955-0842 三条市島田1-2-3

090-2305-4904

新潟県知事 第2-379

海外・国内

新栄観光部

959-1144 三条市貝喰新田4771

0256-45-5018

新潟県知事 第3-421

国内
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営業所

協同組合新潟県旅行業協会
名

称

越後交通(株)

会員名簿
商号／部署名

2022年10月1日 現在

郵便番号

住

観光バス営業部

940-2108 長岡市千秋2-2788-1

長岡観光センター

940-0048 長岡市台町2-4-56

三条観光センター

所
千秋が原ビル1F

0258-29-1515

旅行業登録番号
観光庁長官 第1-1417

業

務

営業所

海外・国内

0258-39-1541

海外・国内

営業所

955-0055 三条市塚野目字西谷内2388-1

0256-38-2215

国内

営業所

十日町観光センター

948-0072 十日町市西本町2-491-1

025-757-2103

海外・国内

営業所

見附バスセンター

954-0056 見附市南本町2-7-17

0258-62-1101

国内

営業所

柏崎営業所

945-0044 柏崎市扇町4-75

0257-23-5250

国内

営業所

小千谷支社

947-0005 小千谷市旭町1番3号

0258-83-2442

国内

営業所

栃尾営業所

940-0205 長岡市栄町2-4-43

0258-52-3028

国内

営業所

(株)光栄社

940-0061 長岡市城内町2-2-4

0258-35-8234

新潟県知事 第2-45

海外・国内

(株)カンコー

940-2108 長岡市千秋2-2788-1

0258-27-3727

新潟県知事 第2-49

海外・国内

(株)布施観光

940-2105 長岡市緑町2-3-4

0258-29-4500

新潟県知事 第3-123

国内

940-0041 長岡市学校町3-12-4

0258-34-4848

新潟県知事 第2-143

海外・国内

(有)長岡ツアーズ

940-0094 長岡市中島4-5-7

0258-35-7565

新潟県知事 第3-199

海外・国内

(有)越佐旅行

959-0141 長岡市寺泊敦ヶ曽根134

0256-98-6200

新潟県知事 第2-200

海外・国内

(株)新潟ビーエス観光

アショカツアーズ

越後交通ビル

電話番号

長岡タクシー(株)

長岡タクシー旅行センター

940-0086 長岡市西千手1-1-7

0258-35-2320

新潟県知事 第2-343

海外・国内

8TRIPS

エイトトリップス

940-0045 長岡市金房1-5-20

0258-76-0087

新潟県知事 第3-409

海外・国内

(株)なごみ

長岡支店

940-2136 長岡市上富岡2-34-3

0258-94-5977

新潟県知事 第2-411

海外・国内

0258-83-4004

新潟県知事 第3-303

海外・国内

新潟県知事 第2-236

海外・国内

(有)小千谷トラベル
(株)内田観光サービス

(有)つばさ観光

947-0004 小千谷市東栄1-4-1
たびネットうおぬま

946-0076 魚沼市井口新田144-2

025-792-2850

長岡営業所

940-0223 長岡市栃尾本町1-22

0258-52-5611

トラベルサロン

946-0076 魚沼市井口新田827-11

025-793-3339

新潟県知事 第3-324

海外・国内

946-0075 魚沼市吉田1144

025-792-7300

新潟県知事 第3-365

国内

旅行センター

949-6408 南魚沼市塩沢796-1

025-778-2410

新潟県知事 第2-193

海外・国内

小出営業所

946-0041 魚沼市本町1-1

025-792-6778

NPO南魚沼もてなしの郷

949-6408 南魚沼市塩沢229-1

025-782-5105

(一社)魚沼市観光協会
昭和観光(株)

(特非)南魚沼もてなしの郷

石川ビル
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海外・国内

海外・国内
新潟県知事 第2-336

国内

営業所

営業所

協同組合新潟県旅行業協会
名

会員名簿

称

(特非)六日町観光協会

2022年10月1日 現在

商号／部署名
NPO六日町観光協会

郵便番号

住

所

電話番号

旅行業登録番号

業

務

949-6680 南魚沼市六日町139

025-788-1703

新潟県知事 第3-352

国内

(株)魚沼中央トランスポート

949-6366 南魚沼市君沢42-15

025-783-6111

新潟県知事 第3-375

海外・国内

(一社)南魚沼市観光協会

949-6363 南魚沼市下一日市855

025-783-3377

新潟県知事 第2-405

国内

南越後観光バス(株)

949-6608 南魚沼市美佐島字野田道1603

025-773-2573

新潟県知事 第3-438

国内

小出営業所

946-0076 魚沼市井口新田字樋下546-1

025-792-8114

(株)ホップステップJAPAN

HOP STEP JAPAN.Com

949-6101 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2449

025-784-4567

新潟県知事 第3-361

国内

(株)エンゼル

旅行・ホテル事業部

949-6103 南魚沼郡湯沢町大字土樽字中畑4707-1

025-787-2811

新潟県知事 第2-362

海外・国内

949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立300

025-785-5505

新潟県知事 第3-381

国内

(一社)湯沢町観光まちづくり機構

国内

(株)Japan Terbit Travel

ジャパンテルビットトラベル

949-6101 南魚沼郡湯沢町大字湯沢357-6

025-788-1191

新潟県知事 第3-424

国内

(一社)越後湯沢温泉観光協会

雪国観光舎

949-6101 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2431-1

025-785-5353

新潟県知事 第2-433

国内

(有)ホワイト旅行

948-0093 十日町市稲荷町3丁目南2-3

025-752-7052

新潟県知事 第3-212

国内

(有)中央ツアー

948-0008 十日町市尾崎327-1

025-752-5753

新潟県知事 第3-274

海外・国内

(株)当間高原リゾート

949-8556 十日町市馬場癸1239

025-758-4888

新潟県知事 第2-322

国内

942-1432 十日町市松之山湯本9-4

025-595-8588

新潟県知事 第3-349

国内

(一社)十日町市観光協会

948-0079 十日町市旭町251-17

025-757-3345

新潟県知事 第2-369

国内

(特非)越後妻有里山協働機構

948-0003 十日町市本町6-1-71-26 クロス10 4F第7会議室

025-761-7749

新潟県知事 地域-440

国内

松之山温泉合同会社まんま

越後湯沢温泉

松之山温泉里山ビジターセンター

営業所

営業所

柏崎交通(株)

旅行センター本社営業所

945-0051 柏崎市東本町3-1-37

0257-23-5153

新潟県知事 第2-142

海外・国内

(有)友愛会

Ａltrave'x アルトラベックス

945-0832 柏崎市関町10-6

0257-23-8626

新潟県知事 第3-163

海外・国内

(有)ひまわり旅行柏崎

ひまわり旅行

945-0055 柏崎市駅前2-3-10

0257-21-2071

新潟県知事 第3-209

海外・国内

(株)第一旅行サービス

FTS Japan第一旅行サービス

945-0051 柏崎市東本町1-1-2

0257-21-1551

新潟県知事 第2-240

海外・国内

945-0307 刈羽郡刈羽村大字刈羽100

0257-20-3100

新潟県知事 第2-407

海外・国内

本社

942-0074 上越市石橋2-12-52

025-543-4135

新潟県知事 第2-100

国内

マルケー旅行センター石橋店

942-0074 上越市石橋2-3-10

025-543-4280

国内

営業所

マルケー旅行センターエルマール店

942-0004 上越市西本町3-8-8

025-543-4120

海外・国内

営業所

マルケー旅行センター高田店

943-0831 上越市仲町4-3-19

025-523-4930

国内

営業所

長野出張所

389-1104 長野市豊野町大字浅野1490-4

026-257-6237

国内

営業所

PVK(株)
頸城自動車(株)

ルネ関町1F
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協同組合新潟県旅行業協会
名

会員名簿

称

(株)直江津マリントラベル

商号／部署名

2022年10月1日 現在

郵便番号

住

所

電話番号

旅行業登録番号

務

本社営業所

942-0065 上越市川原町10-12

025-543-3435

港営業所

942-0011 上越市港町1-9-1

025-543-7895

949-3215 上越市柿崎区直海浜1425-9

025-536-2091

新潟県知事 第3-283

国内

942-0411 上越市安塚区安塚722-3

025-592-3988

新潟県知事 第3-334

国内

アイエムタクシー(株)

943-0861 上越市大和6-3-16

025-523-4795

新潟県知事 第3-341

国内

(公社)上越観光コンベンション協会

943-0171 上越市大字藤野新田175-1

025-543-2777

新潟県知事 地域-383

国内

943-0861 上越市大和2-1-1

025-512-6016

上越旅行社

942-0306 上越市浦川原区有島33

025-599-2940

新潟県知事 第3-388

海外・国内

えちごトキめき鉄道(株)

942-0003 上越市東町1-1

025-546-5520

新潟県知事 第2-390

国内

はまなす旅行社
(公財)雪だるま財団

雪のまちみらい館

上越妙高駅観光案内所

新潟県知事 第2-171

業
国内
国内

国内

直江津観光(有)

上越観光

942-0032 上越市大字福田957

025-539-0066

新潟県知事 第3-399

国内

(株)バーツプロダクション

かなえる旅行社

943-0834 上越市西城町2-10-25

025-512-5888

新潟県知事 第2-404

海外・国内

943-0872 上越市石沢1103-1

025-520-9761

新潟県知事 第2-406

国内

(株)エムケーケイ

営業所

営業所

営業所

頸城ハイヤー(株)

直江津営業所

942-0001 上越市中央1-1-1

025-543-3488

新潟県知事 第2-410

国内

頸城観光(株)

本社営業所

942-0004 上越市西本町2-3-21

025-543-4133

新潟県知事 第2-423

海外・国内

新井営業所

944-0044 妙高市栄町3-3

0255-72-3138

海外・国内

営業所

糸魚川営業所

941-0058 糸魚川市寺町2-9-12

025-552-5311

海外・国内

営業所

(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会

949-2235 妙高市大字関山6186-1

0255-82-3935

新潟県知事 地域-402

国内

(一社)妙高ツーリズムマネジメント

949-2106 妙高市大字田口309-1

0255-86-2412

新潟県知事 第3-422

国内

(一社)糸魚川市観光協会

941-0061 糸魚川市大町1-7-47 糸魚川ジオステーションジオパル内

025-555-7344

新潟県知事 第2-411

国内

(株)三愛旅行社

941-0061 糸魚川市大町1-4-3

025-552-3445

新潟県知事 第2-437

海外・国内

943-0821 上越市大字土橋1905-4

025-522-5622

上越支店
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海外・国内

営業所

