
一般社団法人東北観光推進機構 正会員名簿 2019年 8月 1日現在 （五十音順・敬称略）  

 

＜あ行＞ 

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連盟 

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 

アクセンチュア株式会社 

株式会社アサツー ディ・ケイ 東北支社 

株式会社アジアクリック 

イオンクレジットサービス株式会社 

イオンリテール株式会社東北カンパニー 

株式会社イトーヨーカ堂インバウンド推進部 

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 

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 

株式会社エデュケイション 

株式会社エヌケービー 

株式会社エポスカード 

株式会社オオウチ工芸 

沖縄ツーリスト株式会社仙台支店 

＜か行＞ 

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 

株式会社カリーナ 

川口印刷工業株式会社仙台支店 

一般財団法人休暇村協会 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 

株式会社ぐるなび 

株式会社クロスランゲージ 

一般社団法人気仙沼観光コンベンション協会 

小岩井農牧株式会社 

株式会社交通新聞社 

郡山ビューホテル株式会社 

公立大学法人国際教養大学アジア地域研究連携機構 

国際興業株式会社 

国際東北株式会社 

今野印刷株式会社 

＜さ行＞ 

さくらピーアール合同会社 

サッポロホールディングス株式会社コーポレート 

コミュニケーション部 

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仙台支店 

株式会社ジェイアール東日本商事 

ジェイアール東日本レンタリース株式会社 

株式会社ジェーシービー東北支社 

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 

株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ 

 

http://www.aizubus.com/
http://www.a-bank.jp/
https://www.aptinet.jp/
http://www.aptinet.jp/
http://www.acci.or.jp/
https://www.akita-bank.co.jp/
http://www.akitadoyukai.or.jp/
http://www.akitafan.com/
http://www.akitacci.or.jp/kenren/
http://www.sakigake.jp/
https://www.accenture.com/jp
http://asiaclick.jp/
http://www.aeon.co.jp/
https://www.aeonretail.jp/
https://www.iwatebank.co.jp/
http://www.pref.iwate.jp/index.html
https://iwatetabi.jp/
http://www.hna-terminal.co.jp/
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/
http://www.appi.co.jp/
https://www.inoutbound.co.jp/
http://www.westin-sendai.com/
https://www.his-j.com/tohoku/
https://www.james.co.jp/business/
http://www.nkb.co.jp/
http://oouchi-k.com/
https://www.kahoku.co.jp/
http://www.carina.co.jp/
http://www.kpj.co.jp/
http://www.knt-th.co.jp/
https://www.koiwai.co.jp/
http://www.kotsu.co.jp/
https://www.konp.co.jp/
http://www.jrbustohoku.co.jp/
http://www.jeki.co.jp./
http://www.jrerl.co.jp/
https://www.77bank.co.jp/
https://www.77rc.co.jp/
http://www.j-i-s.co.jp/


一般社団法人東北観光推進機構 正会員名簿 2019年 8月 1日現在 （五十音順・敬称略）  

 

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 

松月産業株式会社 

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 

株式会社スプラウトジャパン 

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 

全日本空輸株式会社東北支社 

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 

＜た行＞ 

株式会社第一エージェンシー 

大日本印刷株式会社 

太平洋フェリー株式会社 

中央開発株式会社 

長治観光株式会社 

株式会社ツアー・ウェーブ 

NPO法人土湯温泉観光協会 

ツナガル株式会社 

株式会社デイリー・インフォメーション東北支社 

株式会社テレコメディア 

株式会社電通東日本 

株式会社東奥日報社 

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 

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 

東北六県バス協会連合会 

一般社団法人東北インアウトバウンド連合 

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・夢の桜街道推進協議会 

東北旅客船協会 

株式会社東北ロイヤルパークホテル 

東北六県商工会議所連合会 

株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 

凸版印刷株式会社東日本事業部 

トヨタ自動車東日本株式会社 

トヨタファイナンス株式会社 

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 

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店 

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 

株式会社日本レストランエンタプライズ 

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 

https://jsto.or.jp/
http://www.bh-green.co.jp/
http://www.hawaiians.co.jp/
http://www.sproutjp.co.jp/
http://www.sentia-sendai.jp/
http://sendai-doyukai.org/
https://www.sendai-airport.co.jp/
http://www.tobu-skh.co.jp/
http://www.city.sendai.jp/index.html
http://www.ana.co.jp/
http://www.sodosha.co.jp/
http://www.sonobe.co.jp/
http://www.agency.co.jp/
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/
http://www.ckcnet.co.jp/
http://www.listel-hotels.com/
http://www.telecomedia.co.jp/
https://www.toonippo.co.jp/
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
http://www.tobutoptours.co.jp/
http://www.tohobank.co.jp/
http://www.tohoku-iou.or.jp/
http://www.kasseiken.jp/
http://www.tokeiren.or.jp/
http://www.t-sakudo.com/
http://www.tohoku-epco.co.jp/
http://www.tohoku.hakuhodo.co.jp/
http://www.t-ryokyakusen.jp/
https://www.srph.co.jp/
https://ts3card.com/
http://www.trl-miyagi.co.jp/
https://www.travelzip.jp/
http://www.pref.niigata.lg.jp/
http://www.niigata-kankou.or.jp/
http://www.niigata-cci.or.jp/kenren/
https://www.jal.co.jp/
http://www.dbj.jp/co/info/branchnews/tohoku/index.html
http://jpn.nec.com/
http://www.nihonhotel.com/
http://www.jata-net.or.jp/
http://www.nta.co.jp/tohoku/
https://www.nre.co.jp/
http://www.e-nexco.co.jp/company/group/nex-area/
https://ntour.jp/
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株式会社乃村工藝社東北支店 

＜は行＞ 

株式会社八幡平 DMO 

花巻温泉株式会社 

ハマツ観光株式会社ホテルハマツ 

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 

株式会社百戦錬磨 

株式会社ビューカード 

株式会社びゅうトラベルサービス 

表示灯株式会社仙台支社 

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 

株式会社福島民報社 

福島民友新聞社 

株式会社富士通エフサス東北支社 

株式会社プラップジャパン 

株式会社プリンスホテル東北地区 

株式会社プロジェクト地域活性 

学校法人北杜学園 

＜ま行＞ 

株式会社ミキ・トラベル 

株式会社みちのく銀行 

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 

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 

一般社団法人宮城インバウンド DMO 

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 

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 

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 

株式会社横浜八景島 

＜ら行＞ 

株式会社ライフブリッジ 

株式会社リクルートライフスタイル 

株式会社旅行綜研 

＜わ行＞ 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 

和テンション株式会社 

＜英＞ 

ａｒｉＴＶ株式会社 

ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 

ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟秋田・津軽支部 

http://www.nomurakougei.co.jp/
https://www.hanamakionsen.co.jp/
https://www.hotel-hamatsu.co.jp/
http://www.hnk-i.co.jp/
http://www.e-nexco.co.jp/
https://www.ntt-east.co.jp/miyagi/
http://www.jreast.co.jp/
http://hitcom.co.jp/
https://www.hyakuren.org/
https://www.jreast.co.jp/card/
http://www.fukusima-doyukai.jp/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/
http://www.tif.ne.jp/tif/
http://www.fukushima-cci-or.jp/
http://www.fukushima-koutu.co.jp/
http://www.minyu-net,com/
http://www.prokatu.jp/
http://www.hokuto.ac.jp/
http://www.michinokubank.co.jp/
http://www.smbc-card.com/
http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankou/
http://www.miyagi-kankou.or.jp/
http://hellomorioka.jp/
http://www.yamagata-airport.co.jp/
http://yamagatakanko.com/
http://www.yamagata-cci.or.jp/
http://yamagata-np.jp/
http://www.yurtec.co.jp/
http://www.u-media.jp/
http://www.uminomori.jp/
http://lifebridge.jp/
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/
https://ryokosoken.jp/
https://wi2.co.jp/jp/
http://company.wattention.com/
http://ari-tv.jp/
http://www.igr.jp/
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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 

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 

株式会社ＪＲ東日本リテールネット 

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旅行スタンプ加盟店連盟東北支部 

ＫＮＴ－ＣＴパートナーズ会北東北連合会 

ＫＮＴ－ＣＴパートナーズ会南東北連合会 

株式会社ＮＴＴドコモ東北支社 

株式会社Ｒｅｌａｔｉｏｎ 

TTU株式会社 

株式会社ＶＩＳＩＴ東北 

以上２１９ 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livit.jregroup.ne.jp/
https://www.jtbcom.co.jp/
https://www.jtbpublishing.co.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/
http://visittohoku.com/

