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岐阜県 岐阜県岐阜市 自治体

白川郷、長良川の鮎、鵜飼、中山道、地歌舞伎、刃物、美濃和紙・・・

岐阜県にはサステイナブルな観光資源が豊富です。

伝統工芸“匠の技”体験や自然アクティビティ、伝統・文化、食の体験などを用意しています。

https://www.pref.gifu.lg.jp/

北陸経済連合会では北陸三県とも連携して北陸の魅力発信に取り組んでいます。

観光情報：北陸物語　https://monogatari.hokuriku-imageup.org/

北陸に住もう～移住・UIターンガイド　http://www.hokuriku-imageup.org/hokuriku-gurashi/

名古屋商工会議所 愛知県名古屋市 経済団体
ビジネス交流の活発な地域として「ブレジャー」を推進するため、国内外からのビジネス来客者を受け入れる企業を支援し

ます。ブレジャー向けの旅行商品やサービス、情報を収集中です。ご提案をお待ちしています。
https://www.nagoya-cci.or.jp/

公益社団法人びわこビジターズビューロー 滋賀県大津市 DMO
国内外から滋賀にお客様をお迎えするため、会員である約５５０の観光事業者様とともに観光・物産の発展に資する事業を

展開しております。本県観光情報全般について、ご興味・ご不明点等ございましたらご相談ください。
https://www.biwako-visitors.jp/

公益社団法人石川県観光連盟 石川県金沢市 DMO
本県の観光事業の振興を図り、地域文化の普及及び地域経済の発展に資するため観光地の宣伝、紹介及び国内外からの観光

客の誘致、豊かな自然や温泉、伝統文化、祭り等の保護育成と利用促進等事業を行っています。
https://www.hot-ishikawa.jp/

公益社団法人とやま観光推進機構 富山県富山市 DMO
県内の全市町村を対象区域とする地域連携DMOで、観光データの収集・分析を行い、市町村と連携し誘客や観光消費の拡大

を図るとともに、観光資源の磨き上げに取り組んでいます。
https://www.info-toyama.com/

公益社団法人三重県観光連盟 三重県津市 DMO
三重県の観光情報を紹介している公式サイト「観光三重」の運営を始め、イベント情報満載の季刊誌やガイドブックの発

行、SNSを利用した旬な情報の発信。三重旅の情報は「観光三重」で検索。
https://www.kankomie.or.jp

一般社団法人下呂温泉観光協会 岐阜県下呂市 DMO
下呂温泉のプロモーション活動や現地イベントの運営を行っています。下呂市・下呂温泉に関することはできる限り対応い

たします。お気軽にお問い合わせください。
https://www.gero-spa.com/

公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 愛知県名古屋市 観光団体
国内外でのPR・セールス活動、情報発信、観光案内所運営など、名古屋の観光振興に取り組んでいます。一緒に名古屋を盛

り上げてくださる方、お問い合わせください。
https://www.nagoya-info.jp/

一般社団法人東紀州地域振興公社 三重県熊野市 観光団体

三重県東紀州地域（紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町）の候補DMOとして、世界遺産熊野古道伊勢路をはじめとし

た「観光資源や温暖な気候を生かした特産品などの自然を体感できる魅力ある地域」をめざし、地域づくりを総合的に推進

しています。

https://kumanokodo-iseji.jp/

公益社団法人日本観光振興協会中部支部 愛知県名古屋市 観光団体
当協会は、我が国の観光振興に関する中枢機関として、魅力ある観光地域づくり等の事業を行うことにより、地域経済及び

観光産業の発展、国民の生活及び文化の向上、国際親善等に貢献し、観光先進国の実現を目指しています。

https://www.nihon-

kankou.or.jp/home/

公益社団法人福井県観光連盟 福井県福井市 観光団体

福井県の観光情報の収集や発信、国内外の旅行会社への営業やメディアへの宣伝等による観光客の誘致促進、観光素材の磨

き上げによる地域活性化の推進と意欲的な人材の育成・支援、コンベンションの振興や誘致活動の推進等を行っておりま

す。

https://www.fuku-e.com/

一般社団法人知多半島観光事業協会 愛知県南知多町 観光団体
農業・漁業体験コンテンツなど多数所有。農水省のSAVORJAPAN認定登録、観光庁のJSTSモデル地域認定など国の政策に

沿った事業推進を行っており、コンサル事業も可能。

名鉄観光サービス株式会社 愛知県名古屋市 旅行業
国内旅行、アウトバウンド、インバウンド全般を扱っている旅行会社です。販売拠点は全国にあり、個人旅行からグルー

プ・職場旅行のご提案など様々なニーズやご要望にお応えします。
https://www.mwt.co.jp/

株式会社JTB 愛知県名古屋市 旅行業

デジタルとヒューマンタッチが融合したソリューションにより、お客さまの期待を超える価値を生み出し、お客さまにとっ

ての成果をお約束します。私たちJTBグループの法人事業は、企業、教育機関、官公庁、自治体、各種団体を中⼼とするお

客さまの様々な課題をともに考え、常に価値あるソリューションを提供することで、お客さまの課題解決と価値向上と豊か

な社会の実現に貢献します。

https://www.jtbcorp.jp/jp/colors/

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

中部営業部
愛知県名古屋市 旅行業

東京～新大阪間　新幹線、在来線の主な駅構内24店舗で営業しています。国内旅行、海外旅行、JR券の販売と法人旅行の企

画販売まで旅行のことなら何でもお気軽にご相談ください。

またWeb販売も承っております。詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.jrtours.co.jp/

株式会社日本旅行中部営業本部 愛知県名古屋市 旅行業
1905年創業の我が国で最も歴史のある総合旅行会社です。お客様の課題解決のお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい

ませ。
http://www.nta.co.jp

北陸経済連合会 石川県金沢市 経済団体 http://www.hokkeiren.gr.jp/
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株式会社近畿日本ツーリスト中部 愛知県名古屋市 旅行業
個人旅行・団体旅行・訪日旅行・大型スポーツイベント・地域誘客交流事業など永年培った経験と実績を基礎とし、コロナ

禍では様々な受託事業にも積極的に取り組んでおります。
https://www.knt.co.jp/

株式会社ミキ・ツーリスト 東京都港区 旅行業
欧州に多数拠点を持つツアーオペレーターです。海外旅行、インバウンド旅行のみならず、欧州からの誘客、欧州へのプロ

モーション等、ヨーロッパに関する事は何でもご相談ください。
https://www.miki-glocal.com/

株式会社阪急交通社 大阪府大阪市 旅行業
欧州での観光レップ事業は当社にお任せ下さい。ロンドン支社と連携し時流に乗ったプロモーションの展開をお約束致しま

す。

https://www.hankyu-

travel.co.jp/chiiki/

株式会社CHAPTER WHITE 岐阜県岐阜市 旅行業
「認知度向上だけではなく、実際のブッキングに繋がる支援」をコンセプトに観光関連企業の皆さまが行う訪日外国人旅行

者誘致のための活動を、戦略策定、ブランディング、PR及びマーケティングの面で支援いたします。
https://chapterwhite.com/

名古屋鉄道株式会社 愛知県名古屋市 運輸業
名鉄グループは、交通事業、運送事業、レジャー・サービス事業、流通事業、航空関連サービス事業など、地域の皆さまの

生活に密着したさまざまな事業を展開しています。
https://top.meitetsu.co.jp/

近畿日本鉄道株式会社鉄道本部 三重県四日市市 運輸業
近畿・東海の２府３県にまたがり、総延長501.1キロメートルの路線距離、２つの国立公園、５つの世界遺産を沿線に有し、

都市間輸送、観光輸送、都市近郊輸送、地域輸送など、さまざまな役割を担ってます。
https://www.kintetsu.co.jp/

名港海運株式会社 愛知県名古屋市 運輸業
国内は北海道から九州、国外は9か国22都市に拠点を置く、国際複合一貫輸送を行う会社です。物流に関することは何でも

ご相談ください。
https://www.meiko-trans.co.jp/

日本航空株式会社 愛知県名古屋市 運輸業
JAL空港カウンターやラウンジ等で使用しているSIAA認証の抗ウイルス・抗菌コーティングの施工を行っております。

長期間持続する性能によりアルコール除菌等に掛かる費用・労力の削減などメリットもございます。
https://www.jal.com/

太平洋フェリー株式会社西日本支店 愛知県名古屋市 運輸業
名古屋-仙台-苫小牧を運航航路とするフェリーによる、自動車並びにその他車両及び一般旅客の航送貨物利用運送事業、旅

行業、倉庫業を手掛けております。28年連続「フェリー・オブ・ザ・イヤー」を受賞
https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/

立山黒部貫光株式会社 富山県富山市 運輸業
世界に誇る国際山岳観光路線の立山黒部アルペンルートを運営しております。英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語の各

種パンフレットをご用意しておりますので、必要部数をお気軽にお申し付けください。
https://www.alpen-route.com

北陸鉄道株式会社 石川県金沢市 運輸業
北陸鉄道グループの観光バスは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の最高評価「三ツ星」を取得しています。石川県内最

大規模の車両数で、安全・安⼼かつ快適な旅をお届け致します。
http://www.hokutetsu.co.jp

東海自動車株式会社 静岡県伊東市 運輸業

2021年4月23日（金）静岡県伊東市小室山山頂に「小室山リッジウォーク“ＭＩＳＯＲＡ”」を開業しました。標高321ｍのス

コリア丘の稜線に沿った全長166.3ｍの木製遊歩道（ボードウォーク）と専用展望デッキを備えた絶景カフェが一体となった

海・空の雄大な自然景観をお楽しみいただけます。

https://www.tokaibus.jp/

伊豆箱根鉄道株式会社 静岡県三島市 運輸業
弊社は鉄道、バス、タクシーからなる交通事業と、伊豆・箱根エリアを拠点とする観光事業、不動産事業を展開しておりま

す。伊豆半島、箱根エリアへお越しの際には伊豆箱根鉄道グループをご利用ください
http://www.izuhakone.co.jp/

株式会社フジドリームエアラインズ 愛知県西春日井郡 運輸業
県営名古屋空港から青森・花巻・山形・新潟・出雲・高知・福岡・熊本へ就航しております。広い足元と良好な視界が自慢

のカラフルな機材、万全の感染防止対策で、皆様のご搭乗をお待ちしております。
https://www.fujidream.co.jp/

株式会社マックアース 東京事務所 東京都中央区 サービス業 スキー場・ゴルフ場・ホテル・屋外事業などの受け入れを行っております。お気軽にお問い合わせください。 https://www.macearthgroup.jp/

株式会社EGH 岐阜県恵那市 サービス業（ホテル）
客室６０室、大小宴会場あり（最大９会場）。少人数から２００名様規模の団体様まで承ります。社員研修や修学旅行な

ど、様々な形態にフレキシブルに対応致します。
http://www.enakyo.co.jp/

株式会社ジェイアール東海ホテルズ 愛知県名古屋市 サービス業（ホテル）
JR東海の営業エリアである名古屋、豊橋、静岡、新横浜および飛騨高山の地域で現在6ホテル合計2089室を展開し、安⼼し

てくつろげる誠実で上質なサービスをご利用されるお客様に提供しています。
http://www.associa.com

日本旅館協会中部支部連合会 愛知県名古屋市 サービス業（ホテル）
当協会は、国内外からの旅客に対して快適な宿泊を提供し、宿泊施設の接遇サービスの向上を図り、会員相互の連絡協調に

努めることにより、旅館ホテル業の健全な発展を図ることを目的としております。

※日本旅館協会加盟施設「やど日本」

https://www.ryokan.or.jp

株式会社近鉄・都ホテルズ 大阪府大阪市 サービス業（ホテル）
1890年創業のウェスティン都ホテル京都をルーツとするホテルチェーン。都市型シティホテルから高級リゾートホテルまで

国内外23ホテル約6,200室を擁し、伝統と格式を継承しながら進化を続ける魅力あるサービスを提供しています。
https://www.miyakohotels.ne.jp/

金沢ホテル懇話会 石川県金沢市 サービス業（ホテル）

金沢ホテル懇話会は金沢市内の都市型ホテルの社長・総支配人が集結し、金沢の誘客プロジェクトチームとして発足しまし

た。ホテルマンの視点で新たな観光プランや食イベントを提案し、時には国内外へ足を運び金沢の宣伝マンとして最前線で

活動しています。
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中部国際空港株式会社 愛知県常滑市 サービス業（航空関連）

世界と中部を結ぶ空の玄関口、セントレア。お客様満足度世界No.1空港を目指し、「The World's Best Regional Airports」

を７年連続受賞。

2021年12月23日にフライトパーク（フライト・オブ・ドリームズ1階）をリニューアルオープンしました！

https://www.centrair.jp/

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 愛知県名古屋市 シンクタンク
行政、観光関連団体の観光ビジョン・戦略・計画ならびにアクションプランの策定の他、統計調査、マーケティング調査、

経済波及効果算出等、様々な方法により観光による地域活性化をサポート致します。

https://www.murc.jp/corporate/bizdev

/tourismstrategy/

矢作建設工業株式会社 愛知県名古屋市 製造業等
マンション・倉庫・工場・駅舎などの建築工事や道路・橋りょう・鉄道などの土木工事に加え、工業団地や商業施設などの

不動産開発も行っております。建設や不動産に関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。
https://www.yahagi.co.jp/

株式会社ジェーシービー　東海支社 愛知県名古屋市 金融・保険

JCBは、多彩なニーズに応えるカードラインアップはもちろん、皆様の暮らしを豊かにする高品質できめ細やかなサービス

を提供しています。

＜WEB限定新規入会キャンペーン実施中＞

https://www.jcb.co.jp/

愛知県信用保証協会 愛知県名古屋市 金融・保険
中小企業・小規模事業者のみなさまが、金融機関から事業に必要な資金の融資を受けるとき、その保証人となり、借入れを

スムーズにする公的機関です。相談は無料ですので、経営に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。
https://www.cgc-aichi.or.jp/

刃物屋三秀 岐阜県関市 小売

世界に誇る日本一の刃物の生産地、岐阜県関市に在る、日本で唯一の刃物に関する体験型複合施設です。ここでしか買うこ

とができない、お土産に人気のつめ切り・包丁・キッチンハサミなどが購入できる刃物SHOP「老舗刃物屋三秀」と、日本

刀鍛冶見学体験・ペーパーナイフづくりなどの匠の技体験（有料事前予約制）など、日本刀や包丁などの製造工程を学ぶこ

とができる「関刃物ミュージアム」を併設しています。尚、全ての体験は事前予約制です。

https://www.hamonoyasan.com/

株式会社コメ兵 愛知県名古屋市 小売・飲食業

中古品のジュエリー、時計、ブランドバッグ・衣料、きもの、カメラ、楽器を取り扱うブランドリユースNo1 企業です。商

業施設様での買取イベント「KAITORI GO」や企業様から買取りを行う「法人買取」など、サステナブルな活動に取り組ん

でおります。

https://www.komehyo.co.jp/

株式会社電通中部支社 愛知県名古屋市 情報・広告業等
コミュニケーション領域を中核にして、顧客の経営課題・事業課題の解決から、マーケティング・コミュニケーションの実

施まで、そのすべてを事業領域として、ベストな統合ソリューションを提供いたします。
https://www.dentsu.co.jp/

株式会社ジェイアール東海エージェンシー 愛知県名古屋市 情報・広告業等
JR東海のハウスエージェンシーとして、JR東海・グループ連携や交通広告のほか、国内外問わず地域活性化、地域や移動価

値の向上、のための各種ソリューション提供や活動を行っています。お気軽にご相談ください。
https://www.jrta.co.jp/

竹田印刷株式会社 愛知県名古屋市 情報・広告業等

受発注SaaS「TS-BASE」をご提供することで、受発注業務を一元管理し、工数削減を実現します。観光パンフレットを含

む各社販促物・備品の受発注、ロイヤルユーザー向けのクローズ物販サイトなど様々なシーンで活用いただけます。BPOに

ついてもご提供いたします。

https://www.takeda-prn.co.jp/

株式会社三晃社 愛知県名古屋市 情報・広告業等
私たちは「繁盛支援業」を経営理念に、広告を通してお客様の販売促進のお手伝いをさせていただいています。TVCM、新

聞広告、インターネット広告から、名古屋おもてなし武将隊を使ったイベントまで、お気軽にご相談ください。
https://www.sanko-sha.co.jp/

ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県名古屋市 情報・広告業等
文化財の情報発信のアプリ制作や多言語対応の音声ガイドの制作等を全国で行っています。また、文化財の翻訳など難易度

の高い業務はぜひご相談ください。
https://www.nakasha.co.jp/

株式会社 Beyond 東京都中央区 情報・広告業等

国内海外向けの観光情報発信、ウェブマーケティング、SNSマーケティングのサポート、SNS運用代行及び研修事業国内海

外向け各種オンライン企画（ウェブアンケート調査/オンライン座談会開催/オンラインツアー＆イベントなど）

自治体の成功事例多数！是非、気軽にご相談ください。

https://beyond-global.jp/

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区 情報・広告業等
楽天グループ70を超えるサービスを活用して、地域課題の解決や地域活性化のためのソリューション提案をさせていただき

ます。国内誘客、インバウンド、物産振興、関係人口の拡大などお気軽にお問合せください。
https://travel.rakuten.co.jp/

株式会社ONE CRUISE 北海道札幌市 情報・広告業等

WEBでの集客やブランディングなどの宣伝をWEB広告でお手伝いしております。

様々な業種の実績が多数あり、業種問わずお力になれます。

WEB広告の取り扱い媒体はGoogle・Yahoo!・Facebook、LINEやtiktokなど全般です。

https://www.onecruise.co.jp/

株式会社ナイトレイ 東京都渋谷区 情報・広告業等
ロケーションビッグデータ解析技術を用いた地域活性化支援サービスを得意とし、地域課題解決に取り組む自治体や民間事

業者をサポートします。現在、地方自治体を対象に一部サービスを無償提供しています。
https://nightley.jp/

https://www.centrair.jp/
https://www.murc.jp/corporate/bizdev/tourismstrategy/
https://www.murc.jp/corporate/bizdev/tourismstrategy/
https://www.yahagi.co.jp/
https://www.jcb.co.jp/
https://www.cgc-aichi.or.jp/
https://www.hamonoyasan.com/
https://www.komehyo.co.jp/
https://www.dentsu.co.jp/
https://www.jrta.co.jp/
https://www.takeda-prn.co.jp/
https://www.sanko-sha.co.jp/
https://www.nakasha.co.jp/
https://beyond-global.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/
https://www.onecruise.co.jp/
https://nightley.jp/
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株式会社時事通信社 東京都中央区 情報・広告業等
報道事業で培ったノウハウを活用し、情報発信のお手伝いをしております。特に海外拠点・特派員経験者を使ったインバウ

ンドプロモーションに力を入れておりますので、お気軽にお問い合わせください。
https://www.jiji.co.jp/

株式会社ナビタイムジャパン 東京都港区 情報・広告業等
ナビゲーションサービスで培った技術、基盤を強みとした地域活性化の支援をしています。位置情報データを利用した動態

分析、観光/移動のサービスを活用したプロモーションおよびイベント支援など、幅広くご提案が可能です。
https://corporate.navitime.co.jp/

WAmazing株式会社 東京都港区 情報・広告業等

◆訪日向け予約プラットフォームの運営

主に中国語圏(台湾・香港・中国)をターゲットに、旅前・旅行検討タイミングからリーチ可能な総合プラットフォームを運

営

◆地域活性化事業

自社のリソースを活用した調査・インバウンド戦略・商品造成・受入環境整備・情報発信・販売整備までを一気通貫でご提

供しております。

https://corp.wamazing.com/info/

株式会社まちづくりプラットフォーム 神奈川県横浜市 情報・広告業等

行きたい場所を選ぶと、自動で最適なコースに並び替え、ルート案内もしてくれる旅程作成サービス「JapanConcierge」と

所要時間などの条件と、気分やテーマを入れると、ひとりひとりに最適な周遊プランをAIが考えてくれるサービス「AIコン

シェルジュ」を提供。

https://www.machi-pla.com/

株式会社ヴァリューズ 東京都港区 情報・広告業等
独自保有するビッグデータ/250万人規模の消費者WEB行動ログを基に、観光・移住・インバウンド誘致などの市場調査や

データ分析、デジタルマーケティング支援をおこなっております。お気軽にお問合せください。
https://www.valuesccg.com/

株式会社ジェイアール東日本企画中部支社 愛知県名古屋市 情報・広告業等
首都圏ＪＲ交通広告の媒体社の面と、マーケティング全般を行う総合広告代理店になります。また、コンテンツビジネス、

ソーシャルビジネス業務への対応を強化し、企業ブランディングや地域活性化に向けた取り組みを行っています。
https://www.jeki.co.jp

https://www.jiji.co.jp/
https://corporate.navitime.co.jp/
https://corp.wamazing.com/info/
https://www.machi-pla.com/
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