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＜あ行＞ 

会津トラベルサービス株式会社 

会津乗合自動車株式会社 

一般財団法人会津若松観光ビューロー 

株式会社青森銀行 

青森経済同友会 

青森県 

青森県観光誘致協議会 

公益社団法人青森県観光国際交流機構 

青森県商工会議所連合会 

一般社団法人秋田犬ツーリズム 

株式会社秋田銀行 

一般社団法人秋田経済同友会 

秋田県 

秋田県観光誘致協議会 

一般社団法人秋田県観光連盟 

秋田県商工会議所連合会 

株式会社秋田魁新報社 

秋田ステーションビル株式会社 

株式会社アクセスよねざわ 

アクセンチュア株式会社 

アサヒ飲料株式会社東北支社 

株式会社飛鳥 原瀧 

アソビュー株式会社 

株式会社東館 陽日の郷あづま館 

アッドシステム株式会社 

株式会社アップルランド南田温泉 

株式会社阿部長商店 南三陸ホテル観洋 

株式会社イースト・デイリー東北営業所 

飯盛分店 

イオンクレジットサービス株式会社 

株式会社一の坊 

イマジン株式会社 

株式会社岩手銀行 

岩手県 

公益財団法人岩手県観光協会 

岩手県観光誘致協議会 

岩手県空港ターミナルビル株式会社 

岩手県商工会議所連合会 

岩手県北自動車株式会社 

株式会社岩手日報社 

株式会社岩手ホテルアンドリゾート 

株式会社インアウトバウンド仙台・松島 

株式会社インテージ 

インフィニティ・コミュニケーションズ株式会社 

株式会社上杉コーポレーション 

ウェスティンホテル仙台 

株式会社エイチ・アイ・エス東北・北海道・新潟事業部 

株式会社エイチ・ティー・プランニング 

株式会社栄楽館ホテル華の湯 

株式会社エデュケイション 

株式会社エヌケービー 

宗教法人円通院 

有限会社奥州秋保温泉蘭亭 

株式会社オオウチ工芸 

オガル株式会社 

おもてなし山形株式会社 

＜か行＞ 

株式会社カキザキ 山形国際ホテル 

株式会社かづの観光物産公社 

株式会社河北アド・センター 

株式会社河北新報社 

株式会社かまいし DMC 

株式会社上山温泉ホテルあづま屋 

株式会社加美町振興公社 

株式会社亀や 

株式会社カリーナフードサービス 

川口印刷工業株式会社 

観光創造ファクトリー株式会社 タカミヤホテルグループ 

株式会社キネッソジャパン 

近畿日本ツーリスト株式会社 

株式会社銀山荘 

株式会社ぐるなび 

株式会社クレセント 
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株式会社クロスランゲージ 

有限会社げいび観光センター 

一般社団法人気仙沼観光協会 

小岩井農牧株式会社 

有限会社幸栄 

株式会社交通新聞社 

一般社団法人郡山市観光協会 

郡山ビューホテル株式会社 

公立大学法人国際教養大学地域連携協働研究センター 

国際興業株式会社 

国際興業管理株式会社ホテル青森 

株式会社こばやし 

今野印刷株式会社 

＜さ行＞ 

サッポロビール株式会社経営企画部 

株式会社山水荘 

サントリーコーポレートビジネス株式会社 

ジェイアールバス東北株式会社 

株式会社ジェイアール東日本企画 

株式会社ジェーシービー東北支社 

四季彩一力 

株式会社七十七銀行 

七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社 

一般社団法人しもきた TABIあしすと 

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 

松栄不動産株式会社 

松月産業株式会社 

株式会社庄交コーポレーション 

庄内空港ビル株式会社 

常磐興産株式会社レジャーリゾート事業本部 

翔礼交通株式会社 

株式会社杉澤興業 

株式会社スプラウトジャパン 

一般社団法人世界遺産平泉・一関ＤＭＯ 

株式会社ゼロイン 

仙建工業株式会社 

全国農業協同組合連合会 

公益財団法人仙台観光国際協会 

仙台経済同友会 

仙台国際空港株式会社 

仙台国際ホテル株式会社 

仙台市 

仙台ターミナルビル株式会社 

仙台 reborn株式会社 

全日本空輸株式会社仙台支店 

株式会社相鉄ホテルマネジメント 

株式会社創童舎 

株式会社ソノベ 

損害保険ジャパン株式会社 

＜た行＞ 

株式会社第一エージェンシー 

株式会社第一広告社 

株式会社大観 

大日本印刷株式会社 

太平洋フェリー株式会社 

大和リゾート株式会社 Active Resorts 裏磐梯 

株式会社高見屋旅館 タカミヤホテルグループ 

高湯温泉旅館協同組合 

株式会社たちばなや 

地球ソリューションズ株式会社 

一般社団法人地方創生パートナーズネットワーク 

長治観光株式会社 

株式会社ツアー・ウェーブ 

株式会社ツガルサイコー 

NPO法人土湯温泉観光協会 

ツナガル株式会社 

株式会社テレコメディア 

株式会社電通東日本 

天童温泉協同組合 

株式会社東奥日報社 

東急リゾーツ＆ステイ株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東武トップツアーズ株式会社 

東武トップツアーズ協定運輸観光施設連盟東北支部 
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東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟東北支部連合会 

株式会社東邦銀行 

公益財団法人東北活性化研究センター 

一般社団法人東北経済連合会 

東北索道協会 

東北鉄道協会 

東北電力株式会社 

東北ハイタク連合会 

株式会社東北博報堂 

東北旅客船協会 

東北六県商工会議所連合会 

東北六県バス協会連合会 

株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 

凸版印刷株式会社 

株式会社トヨタレンタリース宮城 

株式会社トラベルジップ 

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 

＜な行＞ 

新潟県 

公益社団法人新潟県観光協会 

一般社団法人新潟県商工会議所連合会 

株式会社日専連ライフサービス 

公益社団法人日本観光振興協会東北支部 

日本航空株式会社東北支社 

日本国土開発株式会社 

株式会社日本政策投資銀行東北支店 

日本電気株式会社東北支社 

日本ホテル株式会社 

一般社団法人日本ホテル協会東北支部 

日本郵便株式会社 

一般社団法人日本旅館協会東北支部連合会 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部 

日本旅行協定クーポン店会東北本部 

日本旅行協定旅館ホテル連盟東北支部連合会 

株式会社日本旅行東北 

ネクセリア東日本株式会社東北支店 

株式会社農協観光東北統括事業部 

株式会社乃村工藝社東北支店 

＜は行＞ 

一般社団法人芭蕉の辻まちづくりの会 

株式会社八幡平 DMO 

花巻温泉株式会社 

株式会社阪急交通社 

東日本興業株式会社 

東日本高速道路株式会社 

東日本電信電話株式会社宮城事業部 

東日本旅客鉄道株式会社 

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 

株式会社ヒトト 

株式会社百戦錬磨 

株式会社ビューカード 

表示灯株式会社仙台支社 

株式会社平泉観光レストセンター 

フィデアホールディングス株式会社 

福島経済同友会 

福島県 

公益財団法人福島県観光物産交流協会 

福島県観光誘致協議会 

福島県商工会議所連合会 

福島交通株式会社 

一般社団法人福島市観光コンベンション協会 

株式会社福島民報社 

福島民友新聞社 

株式会社福豆屋 

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 

株式会社プリンスホテル東北地区 

学校法人北杜学園 

株式会社ホテル佐勘 

ホテルモントレ仙台 

有限会社ホテル山川 タカミヤホテルグループ 

＜ま行＞ 

松島国際観光株式会社 

丸山株式会社 

株式会社ミキ・ツーリスト 
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株式会社三ツ弥興産 タカミヤホテルグループ 

ミツヤ商事株式会社 タカミヤホテルグループ 

株式会社みちのく銀行 

特定非営利活動法人みちのくトレイルクラブ 

株式会社みちのりホールディングス 

三井住友カード株式会社 

株式会社三井住友銀行東北法人営業部 

三井物産株式会社東北支社 

三菱 UFJニコス株式会社東北営業部 

三菱地所・サイモン株式会社 

宮城県 

宮城県観光誘致協議会 

公益社団法人宮城県観光連盟 

宮城県商工会議所連合会 

宮城交通株式会社 

一般社団法人宮城創生 DMO 

一般社団法人ミラクル会 

名鉄観光協定旅館ホテル連盟東北支部会 

名鉄観光サービス株式会社東北営業本部 

名鉄観光東北マーチバス会 

名鉄マーチ会東北支部会 

最上峡芭蕉ライン観光株式会社 

公益財団法人盛岡観光コンベンション協会 

盛岡ターミナルビル株式会社 

＜や行＞ 

株式会社八幡屋 

株式会社山形銀行 

山形空港ビル株式会社 

山形経済同友会 

山形県 

公益社団法人山形県観光物産協会 

山形県観光誘致協議会 

山形県商工会議所連合会 

株式会社山形新聞社 

株式会社ユアテック 

ユーシーカード株式会社 

株式会社ユーメディア 

株式会社鷹泉閣岩松旅館 

株式会社横浜八景島 

有限会社吉川屋 

読売新聞東北統括本部 

＜ら行＞ 

株式会社ライフブリッジ 

株式会社リクルート 

リコージャパン株式会社 

株式会社リレーション・ジャパン 

株式会社旅行綜研 東日本 

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 

＜わ行＞ 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 

株式会社和楽旅行社 

＜英数字＞ 

株式会社 Agoop 

ariTV株式会社 

株式会社 CLIP-Planning 

ENGAWA株式会社 

IGRいわて銀河鉄道株式会社 

株式会社 ITP東北営業所 

JRグループ協定旅館ホテル連盟秋田・津軽支部 

JRグループ協定旅館ホテル連盟南東北支部 

JRグループ協定旅館ホテル連盟盛岡支部 

株式会社 JR東日本クロスステーション 

株式会社 JR東日本商事 

JR東日本東北総合サービス株式会社 

株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 

JR東日本レンタリース株式会社 

株式会社 JTB 

JTB協定旅館ホテル連盟東北支部連合会 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

株式会社 JTBパブリッシング 

JTBたびなかネット東北支部 

Karakami Hotels ＆ Resorts株式会社 ホテル瑞鳳 

KDDI株式会社 

KNT-CTパートナーズ会北東北連合会 
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KNT-CTパートナーズ会南東北連合会 

株式会社 LUKES  

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社東日本支社 

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社東北支社 

株式会社 Oｆｆｉｃｅ PLAN B 

Syno Japan株式会社 

株式会社 VISIT東北 

一般財団法人 VISITはちのへ 

WAmazing株式会社 

株式会社 YAC コンサルティング 

一般財団法人 3.11伝承ロード推進機構 

 

以上 296団体 

 

 


