
一般社団法人愛知県観光協会 役員名簿 

 

                               平成２７年５月２６日現在 

✻常勤役員 

会  長  河野 英雄  名古屋鉄道(株)代表取締役会長 

  副 会 長  加納 國雄    愛知県振興部観光局長 

 同     勝治 秀行    東海旅客鉄道(株)取締役常務執行役員東海鉄道事業本部長 

 同     松本  博    (株)ＪＴＢ中部代表取締役社長 

✻専務理事  河村  保  (一社)愛知県観光協会 

常任理事  鈴木 誠二  名古屋市市民経済局文化観光部長 

 同    吉見 和也  蒲郡市産業環境部長 

同    内田 吉彦  名古屋商工会議所理事・産業振興部長 

 同    松林 孝美  名古屋鉄道(株)常任監査役 

理  事  渡邉 宗徳  愛知県振興部観光局観光振興課長 

 同    加藤 修一  豊橋市産業部長 

 同    宮本 貞夫  岡崎市経済振興部長  

 同    原田 裕保  豊田市産業部長 

 同    小川 清美  犬山市経済部長 

 同    古田 孝志  新城市産業・立地部長 

 同    小川 金一  田原市産業振興部長 

 同    吉村 仁志  南知多町建設経済部長  

 同    長谷川二三夫  (公財)名古屋観光コンベンションビューロー理事長 

 同    藤森 源久  (一社)日本ホテル協会中部支部長 

 同    渡邉 幸一  愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合理事長 

 同    後藤  敬  愛知県観光土産品協会長 

 同    福田  学  名鉄海上観光船(株)代表取締役社長 

 同    影山  豊    近畿日本鉄道(株)執行役員観光事業統括部長 

 同    舘  剛史  中部国際空港(株)取締役執行役員営業推進本部長 

 同    神應  昭  名鉄観光サービス(株)代表取締役社長 

  監  事  古田 正人  津島市生活産業部長 

    同    伊藤 正雄  豊橋鉄道(株)代表取締役社長 



＜市町村＞

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市

津島市 刈谷市 豊田市 安城市

西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市

江南市 小牧市 稲沢市 新城市

東海市 大府市 知多市 知立市

尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市

田原市 愛西市 清須市 弥富市

みよし市 あま市 長久手市 飛島村

南知多町 美浜町 武豊町 幸田町

設楽町 東栄町 豊根村

＜地域観光協会＞

公益財団法人
名古屋観光コンベンションビューロー

豊橋観光コンベンション協会 岡崎市観光協会 一宮市観光協会

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 特定非営利活動法人半田市観光協会 春日井市観光コンベンション協会 豊川市観光協会

津島市観光協会 碧南市観光協会 豊田市観光協会 小原観光協会

足助観光協会 香恋の里しもやま観光協会 旭観光協会 いなぶ観光協会

西尾市観光協会 蒲郡市観光協会 西浦観光協会 形原観光協会

蒲郡観光協会 三谷温泉観光協会 一般社団法人犬山市観光協会 江南市観光協会

小牧市観光協会 稲沢市観光協会 新城市観光協会 尾張旭市観光協会

高浜市観光協会 渥美半島観光ビューロー 愛西市観光協会 清須市観光協会

あま市観光協会 蟹江町観光協会 阿久比町観光協会 東浦町観光協会

南知多町観光協会 内海観光協会 篠島観光協会 日間賀島観光協会

美浜町観光協会 武豊町観光協会 幸田町観光協会 設楽町観光協会

津具観光協会 豊根村観光協会

＜各種団体＞

名古屋港管理組合 名古屋商工会議所 名古屋高速道路公社 愛知県道路公社

一般社団法人
全国旅行業協会愛知県支部

愛知県観光土産品協会 愛知県商工会連合会 愛知県商店街振興組合連合会

愛知県中小企業団体中央会 有松絞商工協同組合 公益社団法人愛知県バス協会 名古屋観光ブランド協会

愛知県ﾎﾃﾙ・旅館生活衛生同業組合 愛知県温泉協会 公益財団法人愛知県国際交流協会
一般社団法人
日本ホテル協会中部支部

公益財団法人
にっぽんど真ん中祭り文化財団

公益財団法人愛知県都市整備協会 日本中部華僑華人旅行業協会 愛知県信用保証協会

一般社団法人
日本自動車連盟愛知支部

特定非営利活動法人
愛・地球博ボランティアセンター

公益財団法人
中部圏社会経済研究所

豊橋商工会議所

瀬戸商工会議所 愛知県陶磁器工業協同組合 特定非営利活動法人エンド・ゴール 豊川商工会議所

蒲郡商工会議所 愛知県外国人受入協会 犬山まちづくり株式会社 八橋旧跡保存会

一般財団法人碧水会 一般財団法人茶臼山高原協会
一般社団法人
奥三河ビジョンフォーラム

あいち手作り甲冑サポート塾

＜運輸交通関係＞

名古屋鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 近畿日本鉄道株式会社 中部国際空港株式会社

全日本空輸株式会社名古屋支店 日本航空株式会社中部地区 中日本航空株式会社 名鉄海上観光船株式会社

太平洋フェリー株式会社 伊勢湾フェリー株式会社 名鉄観光バス株式会社 名鉄交通株式会社

名鉄名古屋タクシー株式会社 愛電交通株式会社 中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊橋鉄道株式会社

豊鉄観光バス株式会社 名鉄岡崎タクシー株式会社 愛知環状鉄道株式会社 名鉄西部交通株式会社

知多乗合株式会社 名鉄知多タクシー株式会社 名鉄東部交通株式会社 ニッポンレンタカー名鉄株式会社

名古屋エアケータリング株式会社 愛知高速交通株式会社
岐阜バス観光株式会社
旅行営業部

東濃鉄道株式会社

木曽川観光株式会社 名古屋トヨペット株式会社 株式会社セコ・インターナショナル

43会員

46会員

平成２７年度一般社団法人愛知県観光協会会員名簿                         　　　　　　　　　　　　　平成２７年５月２６日現在     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

36会員

31会員



＜宿泊施設関係＞

株式会社名鉄グランドホテル
株式会社ジェイアール東海ホテルズ
名古屋マリオットアソシアホテル

株式会社名古屋観光ホテル
堀場産業株式会社
名古屋クラウンホテル

株式会社名古屋東急ホテル
株式会社ナゴヤキャッスル
ウェスティンナゴヤキャッスル

株式会社ホテルグランコート名古屋
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

株式会社名龍

田島殖産株式会社
ホテルセントメイン名古屋

名鉄イン株式会社名鉄イン名古屋金山・
名古屋錦・名古屋駅前・刈谷・知多半田

アイリス愛知 つちやホテル

株式会社ローズコートホテル サンプラザ シーズンズ
株式会社西鉄ホテルズ
西鉄イン名古屋錦

株式会社ＪＲ西日本ヴィアイン
ヴィアイン名古屋新幹線口

株式会社豊鉄ターミナルホテル
株式会社シーパレス
シーパレスリゾート

株式会社岡崎ニューグランドホテル 株式会社クラシックホテル

ホテル・メッツォイン半田 株式会社ホテル豊田キャッスル
株式会社トヨタアメニティ
ホテルフォレスタ

プラザ観光株式会社
プラザホテル豊田

有限会社ビジネスホテル松風
豊田温泉開発株式会社
猿投温泉ホテル金泉閣

株式会社名鉄トヨタホテル 蒲郡クラシックホテル

株式会社ホテル蒲郡　蒲郡ホテル
株式会社三谷温泉ひがきグループ
松風園

株式会社明山荘 株式会社平野屋

株式会社三谷温泉ひがきグループ
ひがきホテル

サンヒルズ三河湾 有限会社山田館 株式会社鈴岡

株式会社銀波荘 株式会社冨士見荘
有限会社元清
西浦グランドホテル吉慶

株式会社はづ
西浦温泉 和のリゾートはづ

株式会社たつき荘
西浦温泉 ホテルたつき

株式会社たつき荘
三河・西浦温泉　葵

株式会社名鉄犬山ホテル 八勝閣　みづのを

中部国際空港セントレアホテル
株式会社東横イン
中部国際空港本館オレンジサイド

株式会社グリーンズ
コンフォートホテル中部国際空港

株式会社トヨタエンタプライズ
あいち健康の森 プラザホテル

ホテルクラウンパレス知立 株式会社海栄館　鯱亭 株式会社南知多観光ホテル大新 ホテル魚半日吉苑

株式会社まるは　は食堂旅館 合資会社美舟　活魚の美舟 日間賀観光ホテル ホテル日間賀荘

ホテルやごべい たくみ観光ホテル サンホテル大陽荘 大海老

有限会社日間賀島いすず館 篠島ヒルトップヴィラ高峰荘 漁師民宿たから舟 有限会社旭洋　ホテル小野浦

吉良温泉開発株式会社
吉良観光ホテル

株式会社竜宮ホテル
愛知協同株式会社
グリーンホテル三ヶ根

株式会社湯富屋旅館 紫翠閣とうふや

休暇村茶臼山高原 株式会社湯谷観光ホテル 泉山閣 株式会社はづ　はづ別館
有限会社松風苑
離れのお宿松風苑

湯谷温泉 旅館ひさご
日本ビューホテル株式会社
伊良湖ビューホテル

伊良湖シーパーク＆スパ

＜観光施設関係＞

名古屋テレビ塔株式会社 熱田神宮宮庁
公益財団法人名古屋みなと振興財団
名古屋港水族館

株式会社御園座

名古屋競馬株式会社 株式会社ナゴヤドーム トヨタ産業技術記念館
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
ノリタケの森

公益財団法人名古屋国際芸術文化交
流財団　名古屋ボストン美術館

公益財団法人徳川黎明会徳川美術館 株式会社大一商会　大一美術館
株式会社か茂免旅館
料亭か茂免本店

株式会社うな善 東山ガーデン株式会社 株式会社札幌かに本家 イサン株式会社 札幌かに家

株式会社矢場とん
ブラザー工業株式会社
ブラザー コミュニケーション スペース

松はま株式会社
すたみなバイキング吹上店・知立店

中央市場総合食品センター株式会社

公益財団法人名古屋市みどりの協会
久屋大通庭園フラリエ

有限会社リベルテ
柳橋 魚しゃぶ 濱の季

株式会社テイスト 樞（くるる）名駅店 合資会社きく宗

岩津天満宮 真福寺 岡崎駒立ぶどう狩り組合 有限会社大正庵釜春

額田町自然休養村　男川やな
株式会社アイピーシー
わんわん動物園

真清田神社 品野陶磁器センター

中埜酒造株式会社
国盛・酒の文化館

株式会社Mizkan Holdings 本社
MIZKAN MUSEUM

豊川閣妙厳寺 有限会社和食処松屋

津島神社 七福醸造株式会社　ありがとうの里 スタミナ刈谷
コニックス株式会社
フローラルガーデンよさみ

トヨタ自動車株式会社 トヨタ博物館
公益財団法人安城都市農業振興協会
安城産業文化公園デンパーク

一色さかなセンター株式会社
一色さかな広場

株式会社松鶴園

株式会社あいや 蒲郡オレンジパーク ガン封じ寺無量寺 山本水産株式会社 味のヤマスイ

株式会社ラグーナテンボス 株式会社犬山カンツリー倶楽部 成田山大聖寺 継鹿尾観音寂光院

大縣神社 針綱神社 桃太郎神社 竹田製菓株式会社 お菓子の城

株式会社ＬＩＸＩＬ
ＩＮＡＸライブミュージアム

盛田株式会社小鈴谷工場
盛田味の館

株式会社かねふくめんたいパーク
かねふく めんたいパークとこなめ

株式会社コロナワールド

尾張大國霊神社 東邦ガス株式会社 ガスエネルギー館 知立神社 株式会社吉浜人形 紫峰人形美術館

名古屋空港ビルディング株式会社 尾張三霊場会 祖父江 善光寺東海別院 鯛祭り広場株式会社　

株式会社花ひろば 観光農園花ひろば 豊浜魚ひろば組合 とれとれ漁師市 株式会社えびせんべいの里

魚太郎株式会社 野間大坊・大御堂寺
農事組合法人鵜の味
ジョイフルファーム鵜の池

株式会社浜幸　つくだ煮街道

有限会社一の谷 寒狭川広見ヤナ 「かさすぎ」鳳来寺山麓生産組合
サンテパルクたはら
田原市芦ヶ池農業公園

道の駅　田原めっくんはうす 魚や長栄  カ農園観光部
農事組合法人
シーサイドファーム伊良湖

ニュー渥美観光株式会社

＜旅行業関係＞

名鉄観光サービス株式会社 株式会社ＪＴＢ中部 株式会社日本旅行 中部営業本部
近畿日本ツーリスト株式会社
中部営業本部

東武トップツアーズ株式会社
中部国内旅行センター

株式会社ジェイアール東海ツアーズ
中部営業部

クラブツーリズム株式会社
名古屋国内旅行センター

株式会社
アジア・インタラクション・サポート

85会員

9会員

75会員



株式会社ツアーコミュニケーションズ

＜観光土産品関係＞

株式会社両口屋是清 株式会社大和屋守口漬総本家 株式会社青柳総本家 株式会社大須ういろ

愛知絞販売株式会社 株式会社きよめ餅総本家 株式会社カクキュー八丁味噌 株式会社まるや八丁味噌

有限会社門前そば山彦 株式会社川村屋 桂新堂株式会社 株式会社菓子蔵 関

ヤマサちくわ株式会社 株式会社坂角総本舗 株式会社広田 ダイニチ食品株式会社

株式会社トゥートサービス 株式会社石昆 株式会社サイトウ 小坂井とらや製菓舗

株式会社甘節庵（大蔵餅） 株式会社さんわコーポレーション

＜エネルギー・環境関係＞

中部電力株式会社 株式会社アステックホールディングス

＜報道関係＞

株式会社中日新聞社 読売新聞中部支社 株式会社岐阜放送 名古屋支社 東海ラジオ放送株式会社

＜広告・ｲﾍﾞﾝﾄ企画・ＩＴ関係＞

株式会社
電通 名鉄コミュニケーションズ

株式会社ＪＴＢプロモーション 株式会社日映映像 株式会社大広 名古屋支社

株式会社
ジェイアール東海エージェンシー

株式会社アド近鉄 中部支社 株式会社メイテツコム 株式会社カーネルコンセプト

株式会社三晃社 表示灯株式会社 名古屋支社
特定非営利活動法人ビジュアルコン
テンツプロダクトネットワーク

プリ・テック株式会社

株式会社エイエイピー 名古屋支店 株式会社中日アド企画 株式会社イングカワモト 株式会社ピコ・ナレッジ

株式会社電通 中部支社 株式会社ＪＵＭＢＯ ＣＲＥＡＴＥ 第二制作株式会社 有限会社メガピーアール

株式会社愛知企画 株式会社知多半島ナビ 株式会社ゲイン 株式会社日旅中部エンタプライズ

株式会社コングレ 中部支社 ビーンズメディア株式会社 タケショウ株式会社 株式会社
デイリー・インフォメーション中部

＜展示装飾関係＞

近藤産興株式会社 有限会社深谷商会 株式会社大和工芸

＜出版・印刷関係＞

不二印刷工業株式会社 東洋地図株式会社 株式会社ゼンリン 中部支社 中埜総合印刷株式会社

理想科学工業株式会社
理想名古屋支店

愛知印刷株式会社 神田印刷工業株式会社

＜百貨店・流通関係＞

株式会社名鉄百貨店
株式会社大丸松坂屋百貨店
松坂屋名古屋店

名鉄産業株式会社 名鉄協商株式会社

東海キヨスク株式会社 ミニストップ株式会社 東海地区事務所
イオンリテール株式会社
東海・長野カンパニー

新三商事株式会社

株式会社コメ兵 株式会社メルサ

＜金融関係＞

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社愛知銀行 株式会社名古屋銀行

＜清涼飲料水・酒類関係＞

キリンビールマーケティング株式会社
愛知支社

アサヒビール株式会社 中部統括本部 関谷醸造株式会社 株式会社伊藤園 名古屋支店

知多麦酒株式会社
小弓鶴酒造株式会社
犬山ローレライ麦酒

鶴見酒造株式会社
ワダカン株式会社
盛田金しゃちビール事業部犬山工場

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式
会社

＜弁当・ケータリング関係＞

株式会社松浦商店 株式会社だるま 名古屋支社

＜建設関係＞

矢作建設工業株式会社 設楽建設株式会社 株式会社田中組 株式会社安藤組

株式会社庄田組

＜郷土芸能関係＞

有限会社志多ら

＜医療関係＞

株式会社ニチイ学館

総会員数

22会員

2会員

28会員

3会員

4会員

2会員

422会員

5会員

7会員

10会員

3会員

9会員

1会員

1会員
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