
一般社団法人むかわ町観光協会

一般社団法人釧路観光コンベンション協会

一般社団法人すすきの観光協会

一般社団法人小清水町観光協会

十勝観光連盟

一般社団法人小樽観光協会

一般社団法人層雲峡観光協会

一般社団法人登別国際観光コンベンション協会

一般社団法人千歳観光連盟

一般社団法人網走市観光協会

帯広市

紋別市

稚内市

釧路市

登別市

北広島市

会員名

北海道支部

北海道

札幌市

小樽市

函館市

弟子屈町

斜里町

江差町

東川町

洞爺湖町

神恵内村

公益社団法人北海道観光振興機構

一般社団法人札幌観光協会

一般社団法人定山渓観光協会

上川町

雄武町

白糠町

一般社団法人旭川観光コンベンション協会

オホーツク観光連盟

釧路観光連盟

一般社団法人積丹観光協会

美幌観光物産協会

一般社団法人えんがる町観光協会



会員名

仙台ターミナルビル株式会社

公益社団法人宮城県観光連盟

公益財団法人仙台観光国際協会

一般社団法人東北観光推進機構

ジェイアールバス東北株式会社

株式会社日本旅行東北

盛岡ターミナルビル株式会社

宮城県

仙台市

栗原市

松島町

蔵王町

イマジン株式会社

岩手県

公益財団法人岩手県観光協会

株式会社岩手ホテルアンドリゾート

青森県

弘前市

七戸町

公益社団法人青森県観光連盟

一般財団法人ＶＩＳＩＴはちのへ

一般社団法人岩見沢市観光協会

一般社団法人仁木町観光協会

東北支部

ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社

株式会社ライヴ環境計画

札幌駅総合開発株式会社

株式会社ＪＲ北海道ソリューションズ

株式会社北海道銀行

一般財団法人北海道運輸交通研究センター

北海道旅客鉄道株式会社

株式会社ＡＩＲＤＯ

北海道空港株式会社

ジェイ・アール北海道バス株式会社

株式会社日本旅行北海道

一般社団法人ふらの観光協会

ＮＰＯ法人ゆうばり観光協会

浜中町観光協会

特定非営利活動法人そうべつ観光協会



会員名

一般社団法人渋川伊香保温泉観光協会

埼玉県

越谷市

株式会社時代村

ジャパニーズ・イン・グループ

群馬県

みなかみ町

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

一般社団法人草津温泉観光協会

栃木県

日光市

那須塩原市

公益社団法人栃木県観光物産協会

一般社団法人那須町観光協会

観光まちづくりネットワーク鬼怒川

関東支部

茨城県

一般社団法人茨城県観光物産協会

おもてなし山形株式会社

福島県

いわき市

会津若松市

公益財団法人福島県観光物産交流協会

山形県

天童市

公益社団法人山形県観光物産協会

一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューロー

一般社団法人酒田観光物産協会

福島市

秋田市

男鹿市

小坂町

大仙市

一般社団法人秋田県観光連盟

一般社団法人田沢湖・角館観光協会

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

株式会社百戦錬磨

秋田県

尾瀬檜枝岐温泉観光協会



会員名

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

一般社団法人全日本ホテル連盟

公益社団法人国際観光施設協会

一般社団法人日本添乗サービス協会

一般財団法人国際観光サービスセンター

一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会

全国観光土産品連盟

一般社団法人日本オートキャンプ協会

一般社団法人日本温泉協会

一般社団法人日本観光通訳協会

公益財団法人日本交通公社

公益財団法人日本修学旅行協会

一般社団法人日本ホテル協会

公益財団法人日本交通文化協会

公益財団法人日本ナショナルトラスト

一般社団法人国際観光日本レストラン協会

一般社団法人日本旅館協会

一般社団法人日本旅行業協会

一般社団法人全国旅行業協会

千葉県

千葉市

成田市

いすみ市

公益社団法人千葉県観光物産協会

一般社団法人埼玉県物産観光協会

一般社団法人越谷市観光協会

西武鉄道株式会社

東京都

町田市

公益財団法人東京観光財団

ＮＰＯ法人秋葉原観光推進協会

一般社団法人千代田区観光協会

公益財団法人交通道徳協会

公益社団法人千葉市観光協会

一般社団法人成田市観光協会

一般社団法人木更津市観光協会

京成電鉄株式会社

株式会社オリエンタルランド

株式会社三英



会員名

ＮＰＯ法人デスティネーション総研

一般社団法人日本百貨店協会

一般社団法人宿泊施設関連協会

一般社団法人国際観光文化推進機構

一般社団法人日本インバウンド連合会

一般社団法人全国農協観光協会

一般社団法人観光品質認証協会

一般社団法人地方創生パートナーズネットワーク

定期航空協会

一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会

一般社団法人日本コンベンション協会

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

東京エッジコンソーシアム

一般財団法人自治体国際化協会

一般社団法人おもてなしＩＣＴ協議会

公益社団法人日本水難救済会

太平洋アジア観光協会日本支部

ＮＰＯ法人日本ヘルスツーリズム振興機構

ＪＴＢ旅行スタンプ加盟店連盟

一般社団法人アジアインバウンド観光振興会

一般社団法人日本エコツーリズム協会

一般財団法人ロングステイ財団

一般社団法人日本外航客船協会

一般社団法人全国レンタカー協会

公益社団法人国土緑化推進機構

一般財団法人休暇村協会

公益財団法人日本生産性本部

一般社団法人全国空港事業者協会

一般社団法人日本民営鉄道協会

一般社団法人日本の水を守る会

一般財団法人日本ホテル教育センター

公益財団法人日本海事広報協会

一般社団法人ウォーターフロント協会

一般財団法人地域伝統芸能活用センター

東京商工会議所

日本商工会議所

公益社団法人日本バス協会

一般社団法人日本旅客船協会

一般社団法人日本自動車連盟



会員名

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

楽天グループ株式会社

株式会社ジャルパック

株式会社ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス

株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル

クラブツーリズム株式会社

東武トップツアーズ株式会社

株式会社ＪＴＢ

株式会社日本旅行

株式会社農協観光

西武トラベル株式会社

株式会社ユナイテッドツアーズ

株式会社日の丸リムジン

東日本高速道路株式会社

ニッポンレンタカーサービス株式会社

一般社団法人日本観光自動車道協会

成田国際空港株式会社

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

株式会社シーライン東京

東京空港交通株式会社

日立自動車交通株式会社

ＪＲ東日本レンタリース株式会社

東京モノレール株式会社

日本交通株式会社

株式会社西武ホールディングス

東武鉄道株式会社

富士急行株式会社

東海汽船株式会社

全日本空輸株式会社

日本航空株式会社

株式会社はとバス

東日本旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社

小田急電鉄株式会社

京王電鉄株式会社

東京地下鉄株式会社

東急株式会社

一般社団法人日本文化交流基金

一般財団法人宿泊施設活性化機構



会員名

株式会社インフィニトラベルインフォメーション

株式会社大塚商会

日本印刷株式会社

昭和情報プロセス株式会社

ソニーマーケティング株式会社

株式会社リクルート

株式会社ゼンリン

株式会社乃村工藝社

株式会社ジェイクリエイト

鉄道情報システム株式会社

株式会社ゼンリンデータコム

株式会社サンシャインエンタプライズ

東京シティ・エアターミナル株式会社

株式会社ジェイアール東日本企画

株式会社交通新聞社

株式会社ノマド

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

株式会社ＪＲ東日本クロスステーション

日本ホテル株式会社

株式会社東京ドーム

株式会社共立メンテナンス

東京国際空港ターミナル株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

株式会社帝国ホテル

株式会社ホテルオークラ東京

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

近畿日本ツーリスト株式会社

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

株式会社ＪＲＴグループ

エクスペディアホールディングス株式会社

株式会社プリンスホテル

日本空港ビルデング株式会社

ＡＮＡ Ｘ 株式会社

株式会社全旅

ビッグホリデー株式会社

株式会社ミキ・ツーリスト

株式会社Ｔｒｉｐ.ｃｏｍ Ｊａｐａｎ

株式会社ＴＯＫＹＯ　ＴＯＷＥＲ



会員名

株式会社サーベイリサーチセンター

損害保険ジャパン株式会社

アソビュー株式会社

三井住友信託銀行株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

三井不動産株式会社

日本郵便株式会社

株式会社綱八

表示灯株式会社

株式会社Ｊ＆ＪＴａｘ Ｆｒｅｅ

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社丹青研究所

ソフトバンク株式会社

株式会社久米設計

株式会社ラムゼス

トリップアドバイザー株式会社

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

共同印刷株式会社

ジオテクノロジーズ株式会社

株式会社明治座

株式会社ビューカード

株式会社ＢＲＩＣＫ'ｓ

株式会社ＲＥＧＩＯＮ

株式会社カカクコム

株式会社ウイ・キャン

株式会社ぐるなび

株式会社オメガ･コミュニケーションズ

東映株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社ＡＮＡ総合研究所

サービス・ツーリズム産業労働組合連合会

日本国際観光学会

秋葉原電気街振興会

株式会社ＪＴＢ総合研究所

株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

株式会社ＮＫＢ

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社



会員名

ＳＭＮメディアデザイン株式会社

ケン不動産リース株式会社

公益社団法人鎌倉市観光協会

公益社団法人藤沢市観光協会

一般財団法人箱根町観光協会

アウモ株式会社

株式会社ｖｉｖｉＯＮ

株式会社クリーク・アンド・リバー社

横浜市

川崎市

公益社団法人神奈川県観光協会

三井物産株式会社

学校法人片柳学園 日本工学院専門学校

有限会社サット

株式会社スペースリー

株式会社ローソンエンタテインメント

神奈川県

湯河原町

株式会社ジョルテ

株式会社ワンストップ・イノベーション

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社東京富士カラー

株式会社時事通信社

ＴｒａｄＦｉｔ株式会社

株式会社ディ・プラス

株式会社オープントーン

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

ラオックス・メディアソリューションズ株式会社

株式会社ミライト・ワン

東亜道路工業株式会社

サヴァナコンサルティング株式会社

三菱電機株式会社

株式会社スマートボックス

グーグル合同会社

株式会社ヴァリューズ

ジョルダン株式会社

Ａｉｒｂｎｂ　Ｊａｐａｎ株式会社

株式会社インテージ

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社



会員名

一般社団法人長岡観光コンベンション協会

一般社団法人富士五湖観光連盟

石和温泉観光協会

一般社団法人甲府市観光協会

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

ハイランドリゾート株式会社

株式会社万平ホテル

蓼科高原バラクライングリッシュガーデン

山梨県

甲州市

山中湖村

公益社団法人やまなし観光推進機構

一般社団法人雪国観光圏

株式会社ホテルアンドリゾート上越妙高

長野市

上田市

一般社団法人長野県観光機構

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

妙高市

小千谷観光協会

一般社団法人南魚沼市観光協会

一般社団法人五泉市観光協会

一般社団法人糸魚川市観光協会

長野県

一般社団法人小田原市観光協会

株式会社橋本プランナー

株式会社Ｌｅｎｏｎ

株式会社明石工業

新潟県

佐渡市

湯沢町

公益社団法人新潟県観光協会

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会

小田急箱根ホールディングス株式会社

相模鉄道株式会社

京浜急行電鉄株式会社

富士屋ホテル株式会社

株式会社相鉄ホテルマネジメント

静岡県



会員名

一般社団法人若狭湾観光連盟

越前町

公益社団法人福井県観光連盟

一般社団法人あわら市観光協会

公益財団法人福井市観光協会

岐阜県

一般社団法人白山市観光連盟

株式会社ゆのくにの森

加賀屋

福井県

福井市

坂井市

小松市

白山市

公益社団法人石川県観光連盟

一般社団法人金沢市観光協会

北陸観光協会

和倉温泉観光協会

一般社団法人越中八尾観光協会

一般社団法人南砺市観光協会

公益社団法人高岡市観光協会

富山地方鉄道株式会社

立山黒部貫光株式会社

石川県

富山市

公益社団法人とやま観光推進機構

一般社団法人立山町観光協会

一般社団法人射水市観光協会

一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局

一般社団法人氷見市観光協会

中部支部

富山県

一般社団法人熱海市観光協会

一般社団法人伊東観光協会

グローバルデザイン株式会社

熱海市

浜松市

公益社団法人静岡県観光協会

公益社団法人富士宮市観光協会



会員名

名阪近鉄旅行株式会社

名古屋マリオットアソシアホテル(株式会社ジェイアール東海ホテルズ)

ＪＴＢ中部圏誘致協議会

一般社団法人中央日本総合観光機構

名古屋鉄道株式会社

中部国際空港株式会社

中日本高速道路株式会社

名鉄観光サービス株式会社

豊川市観光協会

一般社団法人西尾市観光協会

蒲郡市観光協会

一般社団法人春日井市観光コンベンション協会

名古屋商工会議所

中部インバウンドセールスプロジェクト事務局

蒲郡市

南知多町

一般社団法人愛知県観光協会

一般社団法人犬山市観光協会

公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

一般社団法人豊橋観光コンベンション協会

養老町観光協会

協同組合高鷲観光協会

特定非営利活動法人大垣観光協会

株式会社水明館

愛知県

名古屋市

一般社団法人岐阜県観光連盟

一般社団法人飛騨･高山観光コンベンション協会

一般社団法人下呂温泉観光協会

一般社団法人恵那市観光協会

一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会

一般社団法人郡上市観光連盟

高山市

恵那市

飛騨市

下呂市

郡上市

白川村

岐阜市



会員名

株式会社アイワット

京都着物レンタル　夢館

大阪府

大阪市

公益社団法人京都市観光協会

公益社団法人宇治市観光協会

一般社団法人八幡市観光協会

北近畿広域観光連盟

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社　京丹後地域本部

一般社団法人亀岡市観光協会

株式会社月の舟

近江鉄道株式会社

京都府

京都市

笠置町

舞鶴市

公益社団法人京都府観光連盟

公益社団法人びわ湖大津観光協会

公益社団法人長浜観光協会

一般社団法人近江八幡観光物産協会

公益社団法人びわ湖高島観光協会

一般社団法人栗東市観光協会

一般社団法人伊賀上野観光協会

公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構

三重交通株式会社

滋賀県

公益社団法人びわこビジターズビューロー

菰野町

公益社団法人三重県観光連盟

公益社団法人伊勢市観光協会

一般社団法人鳥羽市観光協会

一般社団法人松阪市観光協会

関西支部

三重県

伊勢市

熊野市

東海キヨスク株式会社

株式会社ジェイアール東海エージェンシー

シヤチハタ株式会社



会員名

米子市

一般社団法人南紀白浜観光協会

一般社団法人和歌山県熊野南紀連盟

中国支部

鳥取県

鳥取市

奈良県

奈良市

一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

公益社団法人奈良市観光協会

和歌山県

公益社団法人和歌山県観光連盟

新温泉町

公益社団法人ひょうご観光本部

一般財団法人神戸観光局

一般社団法人有馬温泉観光協会

一般社団法人明石観光協会

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット

株式会社東急エージェンシー

アイ・ディー・エー株式会社

兵庫県

神戸市

姫路市

宝塚市

京阪ホールディングス株式会社

西日本高速道路株式会社

株式会社阪急交通社

合同会社ユー・エス・ジェイ

株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ

株式会社エムティーエスファクトリー

一般財団法人関西観光本部

西日本旅客鉄道株式会社

近畿日本鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社

阪急電鉄株式会社

堺市

公益財団法人大阪観光局

公益社団法人堺観光コンベンション協会



会員名

出雲市

真庭市

美作国観光連盟

山口市

岩国市

萩市

長門市

一般社団法人世羅町観光協会

瀬戸内海汽船株式会社

広島電鉄株式会社

株式会社たびまちゲート広島

一般社団法人中国経済連合会

山口県

廿日市市

一般社団法人広島県観光連盟

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

一般社団法人三原観光協会

一般社団法人尾道観光協会

鏡野町

公益社団法人岡山県観光連盟

株式会社ＧＬＯＣＡＬ　ＬＩＮＫＳ

広島県

呉市

福山市

津和野町

飯南町

一般社団法人松江観光協会

岡山県

岡山市

倉敷市

公益社団法人島根県観光連盟

公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー

広島市

三朝町

大山町

公益社団法人鳥取県観光連盟

島根県

松江市

一般社団法人麒麟のまち観光局



会員名

北九州市

公益社団法人福岡県観光連盟

公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

一般社団法人太宰府観光協会

四万十町

梼原町

公益財団法人高知県観光コンベンション協会

九州支部

福岡県

福岡市

株式会社伊予鉄グループ

株式会社フジ・トラベル・サービス

高知県

高知市

土佐清水市

一般社団法人土佐れいほく観光協議会

琴平バス株式会社

愛媛県

松山市

一般社団法人愛媛県観光物産協会

公益財団法人松山観光コンベンション協会

公益社団法人今治地方観光協会

室戸阿南海岸国定公園観光協会

香川県

高松市

琴平町

公益社団法人香川県観光協会

四国旅客鉄道株式会社

徳島県

徳島市

鳴門市

三好市

美波町

一般財団法人徳島県観光協会

一般社団法人下関観光コンベンション協会

四国支部

美祢市

一般社団法人山口県観光連盟



会員名

長崎市

佐世保市

平戸市

一般社団法人長崎県観光連盟

一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会

一般社団法人雲仙観光局

ＪＲ九州リテール株式会社

ＪＲ九州エージェンシー株式会社

佐賀県

一般社団法人佐賀県観光連盟

長崎県

ＪＲ九州サービスサポート株式会社

指宿市

宮崎市

公益財団法人宮崎県観光協会

公益社団法人宮崎市観光協会

一般社団法人高千穂町観光協会

鹿児島県

鹿児島市

別府市

中津市

由布市

大分市

公益社団法人ツーリズムおおいた

宮崎県

熊本県

阿蘇市

上天草市

公益社団法人熊本県観光連盟

一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会

大分県

一般社団法人ＤＭＯやつしろ

公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団

一般社団法人九州観光推進機構

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州バス株式会社

西日本鉄道株式会社

ＪＲ九州レンタカー＆パーキング株式会社

九州バス協会



会員名

屋久島町

公益社団法人鹿児島県観光連盟

伊佐市観光特産協会

株式会社指宿白水館

株式会社ナンポー

座間味村

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄ツーリスト株式会社

株式会社ＪＴＢ沖縄

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社　リザンシーパークホテル谷茶ベイ

株式会社かりゆし

沖縄支部

沖縄県

渡嘉敷村


