
★旅行会社・OTA（国内向け旅行商品造成）

NO. 種別
会社（宿泊施設）名

※50音順（会社形態を除く）
販売開始日 販売状況 URL

1 旅行会社 株式会社飛鳥旅行 2020年1月15日 https://tabi-asuka.com/

2 旅行会社 株式会社アップオン 2020年12月27日 https://www.upon.co.jp

3 旅行会社 株式会社穴吹トラベル 2019年12月20日 完売 https://www.anabukitravel.jp

4 旅行会社 株式会社アルクトラベル 2019年12月24日 https://arukutravel.com

5 旅行会社 アルピコ長野トラベル株式会社 2020年1月17日 https://www.alpico.co.jp/travel

6 旅行会社 犬山ツーリスト株式会社 確認中 http://www.inutsu.net

7 旅行会社 株式会社エイチ・アイ・エス 2019年12月19日 http://www.his-j.com

8 旅行会社 ANAセールス株式会社 2019年12月25日 http://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/

9 旅行会社 株式会社エスティーオー 2019年12月30日 https://www.sto-travel.co.jp

10 旅行会社 MBC開発株式会社（MBCトラベル） 2020年1月15日 http://www.mbctravel.net/

11 旅行会社 遠州鉄道株式会社 2019年12月20日 https://bambi.entetsu.co.jp/

12 旅行会社 沖縄ツーリスト株式会社 2019年12月25日 https://otspremium.com/

13 旅行会社 株式会社　小田急トラベル 2020年1月17日 https://www.odakyu-travel.co.jp

14 旅行会社 株式会社オリオンツアー 確認中 http://www.orion-tour.co.jp/

15 旅行会社 合同会社開運祥天フジヤマ・ツーリスト 2019年12月25日 https://fujiyama-tourist.jp

16 旅行会社 一般社団法人 木曽おんたけ観光局 2020年1月10日 https://visitkiso.com/

17 旅行会社 株式会社銀座プラネットサービス 2020年1月14日 https://ginzaplanet.co.jp

18 旅行会社 株式会社グローバルツアー 確認中 tabi-navigation.jp

19 旅行会社 株式会社クロスインターナショナル 2020年1月6日 http://www.kurosjapan.jp/

20 旅行会社 ㈱群馬バス 旅行センター 2020年1月14日 https://www.gunbus.co.jp

21 旅行会社 京王観光株式会社 2020年1月6日 https://keio.tabibako.net

22 旅行会社 KNT-CTホールディングス株式会社（近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム） 2019年12月17日 https://www.kntcthd.co.jp/

23 旅行会社 神戸新聞興産株式会社 2020年1月20日 http://www.kpt.jp

24 旅行会社 株式会社コトブキ観光 確認中 ―

25 旅行会社 札幌通運株式会社 2019年12月23日 https://www.clubgets.com/

26 旅行会社 産経新聞開発株式会社 2020年1月28日 https://www.esankei.com/

27 旅行会社 株式会社ＣＢＳ 2020年1月12日 http://circlebackup.co.jp/

28 旅行会社 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 2020年1月23日 www.jrtours.co.jp

29 旅行会社 株式会社JTB 2019年12月17日 https://www.jtb.co.jp/

30 旅行会社 株式会社JTBガイアレック 2020年1月9日 ―

31 旅行会社 株式会社JTBメディアリテーリング 2019年12月28日 https://www.jtb.co.jp/med/

32 旅行会社 ㈱Shigakougen Travel Bureau 確認中 http://japan-stb.com/

33 旅行会社 株式会社　四季倶楽部旅 2020年1月末 https://www.shikiclub.jp/ski

34 旅行会社 株式会社シダーリンクトラベル 確認中 http://www.cedarlink-travel.com/

35 旅行会社 一般社団法人下諏訪町地域開発公社 2019年12月27日 https://shimosuwaonsen.jp

36 旅行会社 静鉄観光サービス株式会社 2019年12月27日 https://www.shizutetsukanko.com/

37 旅行会社 第一観光株式会社 2020年1月6日 http://www.daiichikanko.com

38 旅行会社 大協トラベルサービス株式会社 確認中 ―

39 旅行会社 株式会社タビックスジャパン 2020年1月5日 http://www.t-life.co.jp

40 旅行会社 株式会社たびぱる 2020年1月2日 http://www.tabipal.co.jp/

41 旅行会社 株式会社旅屋 2019年12月26日 http://www.tabiya.co.jp

42 旅行会社 タビユ－株式会社 確認中 http://www.tabiyou.jp/

43 旅行会社 株式会社ツーリストトップワールド 2019年12月27日 完売 https://rj-n.com

44 旅行会社 株式会社道新サービスセンター 2019年12月20日 www.doshinkanko.com

45 旅行会社 東武トップツアーズ株式会社 2019年12月27日 https://tobutoptours.jp/

46 旅行会社 株式会社トップトラベルサービス 2020年1月5日 完売 http://www.toptravel.co.jp/

47 旅行会社 豊鉄観光サービス㈱ 2020年1月19日 https://www.toyotetsu.com/hanit/

48 旅行会社 トラビスジャパン株式会社 2019年12月22日 完売 https://www.travice.jp

49 旅行会社 株式会社トラベックスツアーズ 2020年1月6日 http://www.travex.jp/ski

50 旅行会社 トラベルイン株式会社 2019年12月27日 https://www.travel-inn.co.jp/ski/

51 旅行会社 株式会社トラベルロード 2020年1月12日 http://roadplan.net/

52 旅行会社 株式会社　ドリームワールド 確認中 https://www.dwt.ne.jp/

53 旅行会社 株式会社 南海国際旅行 2019年12月25日 https://www.nanka-e-tabi.com/

54 旅行会社 株式会社 ニオムネット 確認中 http://www.niom.net/

55 旅行会社 西鉄旅行株式会社 2020年1月14日 http://www.nishitetsutravel.jp/

56 旅行会社 株式会社西日本新聞旅行 確認中 http://www.nnpryoko.co.jp/

57 旅行会社 日昇旅行株式会社 確認中 ―

58 旅行会社 株式会社日本案内通信 2020年1月6日 http://www.sunshinetour.co.jp

59 旅行会社 日本空輸株式会社 旅客事業部 確認中 https://www.good-trip-ex.com/

60 旅行会社 日本ユース旅行株式会社 確認中 https://jamjamtour.jp/ski_tour/

61 旅行会社 日本リゾート株式会社 2019年12月24日 完売 https://j-resort.biz

62 旅行会社 株式会社日本旅行 2020年12月17日 https://www.nta.co.jp

63 旅行会社 株式会社日本旅行佐久平サービス 2019年12月25日 http://ep.nta.co.jp/ueda/saku/

64 旅行会社 株式会社農協観光 2019年12月17日 完売 https://ntour.jp

65 旅行会社 のんびり温泉案内所 2019年12月24日 http://nonbirionsen.jp/

66 旅行会社 株式会社阪急交通社 2019年12月20日 https://www.hankyu-travel.com/

67 旅行会社 株式会社 阪南交通社 2020年1月10日 http://www.hta.co.jp/

68 旅行会社 株式会社ビーウェーブ 2020年1月6日 https://skiski.jp/

69 旅行会社 ビッグホリデー株式会社 2019年12月27日 http://bigs.jp/

70 旅行会社 株式会社びゅうトラベルサービス 2019年12月20日 http://www.v-travels.co.jp/

71 旅行会社 株式会社平成エンタープライズ 2019年12月24日 http://tour.vipliner.biz/

72 旅行会社 株式会社ベストワークベストツアー多摩 2020年1月10日 ―

73 旅行会社 北國観光株式会社 2019年12月23日 www.hokkokukanko.co.jp

74 旅行会社 株式会社マイウェイ 2020年1月14日 http://www.mywaytours.co.jp

75 旅行会社 株式会社 毎日企画サービス 2019年12月25日 http://www.maitabi.jp

長野県ふっこう割事業者一覧　（2020年1月23日時点）

※販売状況が完売の場合にも、キャンセル等により再販となる可能性がございます。

※旅行商品詳細に関する情報は、商品を販売している事業者に直接お問い合わせください。



★旅行会社・OTA（国内向け旅行商品造成）

NO. 種別
会社（宿泊施設）名

※50音順（会社形態を除く）
販売開始日 販売状況 URL

長野県ふっこう割事業者一覧　（2020年1月23日時点）

76 旅行会社 三重交通株式会社 2020年1月7日 https://www.kanko-pro.co.jp/

77 旅行会社 株式会社明神館 2020年1月2日 ―

78 旅行会社 名鉄観光サービス株式会社 2020年1月6日 https://www.mwt.co.jp

79 旅行会社 株式会社森田企画 2019年12月24日 https://moritahideki-guide.jimdo.com

80 旅行会社 株式会社ヤングリゾート 2019年12月18日 完売 http://www.young-resort.co.jp/

81 旅行会社 株式会社読売旅行 2019年12月20日 https://www.yomiuri-ryokou.co.jp

82 旅行会社 ラド観光株式会社 2019年12月17日 https://www.rado.co.jp

83 旅行会社 株式会社リロクラブ 2019年12月23日 https://www.fukuri.jp/ 
http://www.reloclub.jp/

84 旅行会社 株式会社ワールドプランニングオフィス 2020年1月6日 http://www.wpo-net.co.jp/

85 旅行会社（OTA） 株式会社NTTドコモ 2020年1月7日 完売 http://travel.dmkt-sp.jp/

86 旅行会社（OTA） ヤフー株式会社 2019年12月17日 完売 http://travel.yahoo.co.jp/

87 旅行会社（OTA） ゆこゆこホールディングス株式会社 2020年1月10日 https://www.yukoyuko.co.jp/

88 旅行会社（OTA） 楽天株式会社 2019年12月23日 完売 https://travel.rakuten.co.jp/

89 旅行会社（OTA） 株式会社リクルートライフスタイル 2019年12月23日 完売 http://www.recruit-lifestyle.co.jp/

90 旅行会社（OTA） 株式会社LOCO Partners 2020年1月10日 https://loco-partners.com/

★旅行会社・OTA（海外向け旅行商品造成）

NO. 種別
会社（宿泊施設）名

※50音順（会社形態を除く）
販売開始日 販売状況 URL

1 旅行会社 アメガジャパン株式会社 2019年12月20日 完売 http://www.visulone.net/clients/clients/amega/jp/sbout.html

2 旅行会社 EGL TOURS COMPANY LIMITED 2020年12月20日 www.egltours.com

3 旅行会社 イクシム有限会社 2019年12月20日 https://ixsmtravel.com/nagano.html

4 旅行会社 ANAセールス株式会社 2019年12月25日 http://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/

5 旅行会社 株式会社沖縄大栄旅遊 確認中 http://www.dtsgroup.com.tw/

6 旅行会社 KNT-CTホールディングス株式会社（近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム） 2019年12月17日 https://www.kntcthd.co.jp/

7 旅行会社 Janesco　Travel　Australia 確認中 www.alljapanski.com

8 旅行会社 株式会社ジャパンホリデートラベル 2019年12月19日 http://www.jph.co.jp

9 旅行会社 株式会社JTB 2019年12月17日 https://www.jtb.co.jp/

10 旅行会社 創造旅行社股份有限公司 2019年12月20日 http://www.ctt.tw/

11 旅行会社 THAI TIAO NOKTOUR CO., LTD 2019年12月23日 https://ttntour.jp

12 旅行会社 太平洋股份有限公司 2019年12月17日 https://www.pac-group.net/

13 旅行会社 大連富麗華国際旅行社有限公司 確認中 ―

14 旅行会社 中国国际旅行社总社有限公司 確認中 www.cits.com.cn

15 旅行会社 中国和平国際旅遊有限責任公司日本市場部 確認中 www.hplv.com

16 旅行会社 株式会社ティ・エ・エス 確認中 https://tas-japan.net/jp/

17 旅行会社 株式会社デープラス 確認中 ―

18 旅行会社 TONICHI TRAVEL COMPNY LIMITED 確認中 https://www.facebook.com/tonichitravel/

19 旅行会社 日本春秋旅行株式会社 2019年12月18日 http://www.springtour.co.jp/

20 旅行会社 株式会社日本旅行 2019年12月22日 https://www.nta.co.jp

21 旅行会社 日本ワールドエンタープライズ株式会社 2019年12月25日 www.japanwe.com

22 旅行会社 株式会社HANATOUR JAPAN 2019年12月17日 http://www.hanatourjapan.jp/

23 旅行会社 華美国際トラベル株式会社 確認中 https://hittour.holy.jp

24 旅行会社 LION TRAVEL JAPAN 株式会社 2019年12月23日 https://www.liontravel.com/
https://www.uplantravel.com/

25 旅行会社 ワイズ・ジャパン株式会社 2019年12月17日 完売 http://www.ysjapan.com/

26 旅行会社（OTA） 株式会社Ctrip International Travel Japan 2019年12月25日 http://www.ctrip.com

27 旅行会社（OTA） 株式会社LOCO Partners 2020年1月10日 https://loco-partners.com/

★宿泊事業者

NO. 種別
会社（宿泊施設）名

※50音順（会社形態を除く）
販売開始日 販売状況 URL

1 宿泊施設 アスモグループ株式会社
(簡易宿泊所 マイア倶楽部） 確認中 https://asumo-g.co.jp/mia-ski/

2 宿泊施設 和泉家旅館 確認中 www.izumiyaryokan.net

3 宿泊施設 オークランド有/ペンションオークランド 確認中 http://www.dia.janis.or.jp/~oakland/

4 宿泊施設 太田旅館 確認中 http://www.hakubagoryu.com/ota

5 宿泊施設 お宿本屋敷 2019年12月25日 http://www.motoyashiki.jp/

6 宿泊施設 カントリーハウス　アールグレイ 確認中 www.hakuba-earlgrey.jp/

7 宿泊施設 KLEINES HOTEL SCHONER BERG 2019年12月25日 完売 https://pension-schoner-berg.webnode.jp

8 宿泊施設 有限会社 紅葉館 確認中 shitimi-kouyoukan.com

9 宿泊施設 信州古民家の宿 燕 -EN- 2019年12月25日 en-kominka.com

10 宿泊施設 (株)信州東御市振興公社 2020年1月7日 http://recreationvillage-tobu.com/

11 宿泊施設 有限会社セルバン 2019年12月25日 http://cervin.jp/

12 宿泊施設 つばくら館 確認中 http://www.sugadaira.ne.jp/~tsubakurakan/

13 宿泊施設 富田ペンション 2020年1月6日 http://happami.wixsite.com/tomita

14 宿泊施設 ペパーミントジャム 2020年1月5日 https://www.pepajam.com/

15 宿泊施設 ペンション スタートライン 2020年1月5日 https://oldriver4.wixsite.com/startline

16 宿泊施設 ペンションハイジ・ホフ 確認中 heidihof.art.coocan.jp

17 宿泊施設 ペンションふくなが 2019年12月27日 http://www.tim.hi-ho.ne.jp/kfukunaga/

18 宿泊施設 ペンションぶらんこ 確認中 ―

19 宿泊施設 ペンション星の家 2019年12月25日 http://www.valley.ne.jp/~seisadao/hoshi/

20 宿泊施設 ボーゲン企業組合 2020年1月5日 http://www.hakubamura.net/bogen/

21 宿泊施設 ホテル アルピーヌ 2020年1月8日 www.janis.or.jp/users/hpalpine/

22 宿泊施設 有限会社 ホテル銀嶺 2020年1月22日 http://www.ginrei.co.jp

23 宿泊施設 村のHOTEL信屋 2019年12月27日 https://www.hakuba-shinya.com/

24 宿泊施設 八寿恵荘 2020年1月4日 完売 https://yasuesou.com

25 宿泊施設 リゾートイン静観 確認中 https://www.hakuba-seikan.com

26 宿泊施設 株式会社レパスト 確認中 http://www.lcv.ne.jp/~mominoki/

※販売状況が完売の場合にも、キャンセル等により再販となる可能性がございます。

※旅行商品詳細に関する情報は、商品を販売している事業者に直接お問い合わせください。


