タクシーでお手軽観光事業
参加登録事業者一覧
【タクシー会社】
No エリア
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
北信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
東信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
南信
南信
南信
南信
南信
南信
南信
南信
南信
南信

会社名
長野観光自動車(株)
長野タクシー(株)
つばめタクシー(株)
桜観光タクシー(株)
中央タクシー(株)
アルピコタクシー(株) 長野支社
長電タクシー(株) 長野
長電タクシー(株) 須坂
長電タクシー(株) 湯田中
松代タクシー(株)
篠ノ井観光タクシー(株)
更埴観光タクシー(株)
(資)畑山自動車商会
北信タクシー(株)
中野ハイヤー(株)
長電バス(株)
長野交通(株)
森宮交通(株)
(有)シンリク観光
上田観光自動車(株)
(株)藤森タクシー
㈲塩田観光タクシー
菅平観光タクシー(株)
和田バス㈲
しげのマツバタクシー(有)
佐久小諸観光(株) 小諸
佐久小諸観光(株) 佐久
ニュー交通(有) 小諸
ニュー交通(有) 佐久
(有)軽井沢観光
岩村田観光タクシー(株)
松葉タクシー(有) 上田
松葉タクシー(有) 佐久
松葉タクシー(有) 軽井沢
千曲バス(株)
東信観光バス(株)
松本タクシー(株)
アルピコタクシー(株) 松本支社
アルピコタクシー(株) 大町支社
第一交通(株)
相互第一交通(株)
南安タクシー(有)
安曇観光タクシー(株)
アルプス第一交通(株)
やぶはらタクシー㈱
美勢タクシー(株)
平成交通(有)
第一交通(株)(諏訪)
アルピコタクシー(株) 諏訪支社
諏訪交通(株)
(有)植松ハイヤー
伊那タクシー(株)
北部タクシー(有)
朝日交通(株)
丸茂自動車(有)
シズカタクシー
南信州広域タクシー(有)

住所
長野市高田1462-5
長野市北長池467番地12
長野市大字鶴賀西鶴賀町1457
長野市大字北尾張部756
長野市若穂保科字日向休場265
長野市大字小島田町2131-1
長野市吉田3-21-1
須坂市須坂字宗石1288-2
山ノ内町大字平穏3227-1
長野市松代町松代8番地
長野市合戦場3-97
千曲市大字小島3098-12
千曲市戸倉町3055
須坂市金井原1507-1
中野市中央1-11-2
飯山市大字木島海田1016-2
飯山市大字蓮字北原213-1
栄村大字北信3475-1
千曲市雨宮663-5
上田市中央北1-6-35
上田市大字大屋387-6
上田市大字新町151
上田市中央5-13-41
長和町和田762
東御市滋野乙2306-2
小諸市大手2-2-11
佐久市岩村田851-1
小諸市与良町1-4-10
佐久市安原1525-3
軽井沢町長倉2146
佐久市岩村田3060-1
上田市常田2-5-9
佐久市大字猿久保779-2
軽井沢町大字追分124-17
佐久市原531-4
佐久市望月1529-4
松本市開智2-2-3
松本市南松本1-1-25
大町市大字大町4306-1
松本市渚2-8-20
松本市筑摩4-12-6
安曇野市豊科町5951
安曇野市穂高450
大町市大町3168
木祖村薮原179-8
塩尻市大門一番町3-3
松本市内田竹原3396-1
諏訪市高島2-1249-1
茅野市塚原2-2-11
諏訪市大字四賀103-6
下諏訪町5523-1
伊那市坂下3309
高森町下市田2937
飯田市知久町3-1
松川町元大島1584-7
下條村睦沢9286-1
飯田市上殿岡717-4

電話番号
026-222-1234
026-244-2222
026-233-1111
026-244-1717
026-282-7777
026-283-8800
026-241-3255
026-245-0351
0269-33-3161
026-278-7000
026-293-9393
026-272-0036
026-275-0555
026-245-5353
0269-22-5111
0269-63-3232
0269-62-2013
0269-87-2736
026-273-2200
0268-22-0200
0268-35-0050
0268-38-3151
0268-22-8484
0268-88-3111
0268-62-0422
0267-22-2424
0267-65-8181
0267-22-0015
0267-65-7070
0267-45-5408
0267-67-2525
0268-23-1161
0267-67-4321
0267-42-2181
0120-63-1515
0120-62-1010
0263-33-1141
0263-87-0555
0261-23-2323
0263-27-3332
0263-26-0005
0263-72-2855
0263-82-3113
0261-22-2121
0264-36-2403
0263-52-1280
0263-57-0505
0266-52-5151
0266-71-1181
0266-52-1190
0266-28-6555
0265-76-5111
0265-35-2062
0265-22-0373
0265-36-3333
0260-27-2321
0265-28-2800

ホームページ
https://naganokanko.co.jp/
http://www.nagano-taxi.co.jp/
http://www.tsubame-nagano.co.jp/
http://sakurakanko-taxi.com/
http://chuotaxi.co.jp/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
https://www.nagadentaxi.co.jp/
https://www.nagadentaxi.co.jp/
https://www.nagadentaxi.co.jp/
http://www.grn.janis.or.jp/~matutaku/
http://www.koukan.co.jp/
http://www.hokutaxi.com/
https://www.nagadenbus.co.jp/
http://www.miy.janis.or.jp/~taxi/index.html

https://www.morimiya-kanko.com/
https://web-nagano.jp/shinriku/

https://www.komoro-kanko.jp/
https://www.komoro-kanko.jp/
http://members.ctknet.ne.jp/newkotsu/
http://members.ctknet.ne.jp/newkotsu/
http://karuizawa-kanko.jp/
https://www.matsuba-taxi.com/
https://www.matsuba-taxi.com/
https://www.matsuba-taxi.com/
http://t-k-bus.com/chikuma-hire/
http://t-k-bus.com/chikuma-hire/
http://www.matutax.jp/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
http://matsumoto.0152.jp/
http://www.nan-an.co.jp/
http://www.anc-tv.ne.jp/~kantaku/

http://www.misetaxi.co.jp/
http://www.heisei-bus.jp/
http://takashima.0152.jp/
http://www.alpico.co.jp/taxi/
http://www.suwakotsu.com/
https://inataxi.com/
http://www.hokubutaxi.jp/
http://www.asahi-21.jp/
https://www.marumotaxi.com/
https://apple-cab.com/

【旅行会社】
No エリア
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

北信
北信
北信
東信
東信
東信
東信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
中信
南信
南信
南信
南信
南信
南信
南信

会社名
森宮交通(株)
長野交通(株)
（一社）信州いいやま観光局
千曲観光（株）
千曲イースタン観光（株）

住所
栄村大字北信3475-1
飯山市大字蓮字北原213-1
飯山市大字772-6 飯山駅観光交流センター

佐久市野沢20番地
佐久市取出町196-12
（株）斎藤ホテル・バーデン・ツアーズ 上田市鹿教湯温泉1387-2
（株）中棚温泉
小諸市乙1210
（株）トラベルプラザ
安曇野市穂高844-1
おんたけ交通（株）
松本市野溝木工1-2-36
美勢タクシー(株)
塩尻市大門一番町3-3
葵ジャパンツアー
松本市県2-7-22
（一社）安曇野市観光協会
安曇野市穂高5952-3
（一社）上松町観光協会
木曽郡上松町大字上松159-3
（一社）木曽おんたけ観光局
木曽郡木曽町福島2012-5
（株）飯田ツーリストセンター
飯田市銀座2-11
信南交通（株）
飯田市鼎下山823-1
（株）ジェイツアー
岡谷市本町4-6-1
（株）南信州観光公社
飯田市育良町1-2-1
旅ネット飯田(有)
飯田市東中央通り3254-5
（株）エヌ・ティー・エス・ツアー 諏訪郡下諏訪町東赤砂4696-1
日の出観光（株）
飯田市上郷黒田792

電話番号

ホームページ

0269-87-2736 https://www.morimiya-kanko.com/
0269-62-2013
0269-62-7000
0267-62-1000
0267-62-8305
0268-45-3121
0267-22-1511
0263-81-3100
0263-25-9500
0263-52-1280
0263-33-1002
0263-82-3133
0264-52-1133
0264-25-6000
0265-23-1261
0265-22-6511
0266-22-6644
0265-28-1747
0265-52-6615
0266-26-3350
0265-24-7373

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

https://www.iiyama-ouendan.net/

https://nakadanasou.com/
http://travel-plaza.jp/
http://ontakekotsu.com/
http://www.misetaxi.co.jp/
http://aoijapan.sakura.ne.jp/aoijapanture/
https://www.azumino-e-tabi.net/
https://kiso-hinoki.jp/
https://visitkiso.com/
https://iida-tc.com/
https://www.shinnan.co.jp/
http://www.jtour.co.jp/
https://www.mstb.jp/

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

