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【地方自治体】 一般社団法人岐阜県観光連盟 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 中部営業部 【企業等】 株式会社トヨタレンタリース愛知
愛知県 一般社団法人下呂温泉観光協会 株式会社ジェイアール東海ホテルズ 愛知県信用保証協会 株式会社ナイトレイ 
石川県 公益社団法人静岡県観光協会 株式会社JTB 株式会社アイシン ナカシャクリエイテブ株式会社
岐阜県 JTB中部圏誘致協議会 静岡鉄道株式会社 愛知製鋼株式会社 株式会社名古屋銀行
滋賀県 一般社団法人全国旅行業協会 愛知県支部 SPA&RESORT 海栄 RYOKANS 株式会社アクアリング・グローバルストラテジー 株式会社ナビタイムジャパン
静岡県 株式会社田原観光情報サービスセンター 株式会社水明館 株式会社大垣共立銀行 西日本電信電話株式会社　東海支店
静岡市 一般社団法人地方創生パートナーズネットワーク 株式会社SKYTREK 加賀友禅工房　長町友禅館 日本ガイシ株式会社
富山県 一般社団法人知多半島観光事業協会 株式会社セラン(よませ温泉ホテルセラン) 株式会社コメ兵 株式会社日本政策投資銀行 東海支店
長野県 一般社団法人ツーリズムとよた 全日本空輸株式会社 サーラエナジー株式会社 株式会社八十二銀行
名古屋市 公益社団法人とやま観光推進機構 中部国際空港株式会社 株式会社三晃社 刃物屋 三秀
浜松市 一般社団法人長野県観光機構 株式会社ツーリズムデザイナーズ 株式会社ジェイアール東日本企画中部支社 株式会社ピコ・ナレッジ
福井県 公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー 東海自動車株式会社 株式会社ジェイテクト 株式会社百五銀行
三重県 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業本部 株式会社ジェーシービー 北陸電力株式会社

一般社団法人西尾市観光協会 東武トップツアーズ株式会社 株式会社時事通信社 株式会社マックアース 東京事務所
【経済団体】 公益社団法人日本観光振興協会中部支部 富山地方鉄道株式会社 株式会社静岡銀行 株式会社まちづくりプラットフォーム
愛知県商工会議所連合会 一般社団法人日本ホテル協会 中部支部 中日本高速道路株式会社 株式会社十六銀行 三井不動産商業マネジメント株式会社
石川県商工会議所連合会 日本旅館協会中部支部連合会 株式会社名古屋観光ホテル 株式会社新東通信 株式会社三菱UFJ銀行
岐阜県商工会議所連合会 一般社団法人日本旅行業協会 中部支部 名古屋鉄道株式会社 株式会社大丸松坂屋百貨店 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
滋賀県商工会議所連合会 一般社団法人東紀州地域振興公社 西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 竹田印刷株式会社 名港海運株式会社
一般社団法人静岡県商工会議所連合会 公益社団法人びわこビジターズビューロー 日本航空株式会社 公益財団法人中部圏社会経済研究所 株式会社名鉄百貨店
一般社団法人中部経済連合会 公益社団法人福井県観光連盟 株式会社日本旅行 中部営業本部 中部電力株式会社 矢作建設工業株式会社
一般社団法人長野県商工会議所連合会 公益社団法人三重県観光連盟 株式会社阪急交通社 株式会社デンソー ヤフー株式会社
名古屋商工会議所 株式会社フジドリームエアラインズ 株式会社電通 中部支社 楽天株式会社
一般社団法人福井県商工会議所連合会 北陸鉄道株式会社 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ 株式会社リクルートライフスタイル
北陸経済連合会 【観光関連企業】 三重交通株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 WAmazing株式会社
三重県商工会議所連合会 株式会社アクアイグニス 株式会社ミキ・ツーリスト 東邦ガス株式会社 株式会社ONE CRUISE

アルピコホールディングス株式会社 名鉄観光サービス株式会社 東和不動産株式会社
株式会社EGH TOTO株式会社

【観光関連団体】 伊豆急ホールディングス株式会社 トヨタ自動車株式会社
一般社団法人愛知県観光協会 伊豆箱根鉄道株式会社 株式会社豊田自動織機
明日の中部を創る21世紀協議会 遠州鉄道株式会社 豊田合成株式会社
公益社団法人石川県観光連盟 近畿日本ツーリスト株式会社 豊田通商株式会社
公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構 近畿日本鉄道株式会社 鉄道本部 トヨタ車体株式会社
一般社団法人近江ツーリズムボード 株式会社近鉄・都ホテルズ トヨタ紡織株式会社
一般社団法人金沢市観光協会 株式会社ジェイアール東海エージェンシー トヨタホーム株式会社

一般社団法人中央日本総合観光機構　会員名簿
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