
第 1 回日台観光マーケティングオンラインセミナー参加団体名組織名リスト 

開催日：2021 年 9 月２8 日１３：３０～１６：００ 

主催：一般社団法人国際観光文化推進機構（ITCO） 

協賛運営協力：株式会社ジーリーメディアグループ 

開催案内告知協力：公益社団法人日本観光振興協会、観光庁地域振興課、日華議員懇談

会、経団連、日本商工会議所、株式会社ジーリーメディアグループ 

参加者総数：１９８団体/法人 

 

             【以下、参加申し込み順】 

企業名 or組織名 部署名 

株式会社浜友商事 社長室 

晶華酒店 営業部 

ソフトバンク株式会社 デジタルトランスフォーメーション本部 

國立中山大學 西灣學院 

株式会社 imarts japan 事業推進部 

一般社団法人妙高ツーリズムマネジメント 事業部 

阿寒観光協会まちづくり推進機構 専務理事 

公益社団法人日本観光振興協会 交流促進部 

宮城県経済商工観光部／宮城県観光連盟 宮城県経済商工観光部／宮城県観光連盟 

佐世保観光コンベンション協会 観光プロモーション部 

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 観光プロモーション部プロモーションチーム 

（一社）美祢市観光協会 誘客イベント推進班 

広島県観光連盟 カスタマーマーケティンググループ 

仙台観光国際協会 観光事業部 

四国ツーリズム創造機構 インバウンド誘客チーム 

山形県 観光復活戦略課 

株式会社 ABC フロンティア 大阪支社 

株式会社ユーメディア 地域ブランディング事業部 

株式会社ドリーム・ラボ プロデューサー 

（一社）富岡市観光協会 （一社）富岡市観光協会 

東鴻旅行社 日本線担当 

ジェイアール東日本都市開発 総務部 

ジェイアール東日本企画 ＳＢ局 盛岡支店 

豊橋観光コンベンション協会 事業推進部 

（一社）愛媛県観光物産協会 観光部 



日本観光振興協会 中部支部 

産業情報研究会 企画・マーケティング 

ジェイアール東日本企画 盛岡支店 

札幌テレビ放送株式会社 

ビジネスプロデュース局コンテンツビジネス

部 

WAmazing株式会社 マーケティングチーム 

株式会社エー・ピーホールディングス インバウンド事業部 

株式会社ストライダーズ 事業本部 

アルメックス 特販部 

株式会社博報堂 BID 

京阪ホテルズ＆リゾーツ セールス＆マーケティング 

エムケイ株式会社 外販セールス部 

メルシャン株式会社 SCM統括部 

山口朝日放送 営業局広島支社 

新温泉町 商工観光課 

海の京都 DMO プロモーションサービス事業部 

新潟県観光協会 地域連携 

エクスポート・ジャパン株式会社 インバウンドマーケティング事業部 

丸虎國際顧問有限公司 管理部 

ロイヤルパークホテルズ セールスマネジメント部 

東日本高速道路株式会社 東北支社総合企画部観光推進チーム 

株式会社ハートネットワーク 事業戦略局 

台灣皆愛企業管理諮詢股份有限公司 無 

丸水札幌中央水産株式会社 企画戦略室 

福山市 観光課 

一般社団法人男鹿市観光協会 DMO推進室 

一般社団法人あきた白神ツーリズム 特になし 

徳島県観光協会 事務局 

四国旅客鉄道株式会社 営業部誘客戦略室 

公益社団法人鹿児島県観光連盟 海外誘致部 

ワカサリゾート株式会社 管理部 

株式会社ホテル鹿角 総支配人 

JTB 新宿第二事業部 

株式会社エンジョイファーム 事業統括 

一般社団法人地域商社あきおおた 観光 DMOグループ 

公益社団法人青森観光コンベンション協会 企画事業部 



株式会社 ITP 岡山営業所 

株式会社 JHAT 国際営業本部  

株式会社 ITP 広島営業所 

株式会社 ITP 企画制作 

株式会社ビッグウイング 広告イベント課 

一般社団法人あきた白神ツーリズム 事務局長 

株式会社新通 コミュニケーションデザイン 

NIB長崎国際テレビ 営業推進部 

富良野市 経済部商工観光課観光係 

株式会社小田急リゾーツ マーケティング部 

公益社団法人 京都市観光協会 誘致事業課 

岡山県国際交流協会 事務局 

石川県 国際観光課 

（公社）日本観光振興協会 関東支部 

株式会社びゅうトラベルサービス インバウンド戦略本部 

せとうち観光推進機構 エリアマネジメント 

サッポログループ食品株式会社 経営企画部 

株式会社新通 東京支社営業第三部 

ワイズ ワイズ 

横浜ロイヤルパークホテル 横浜マーケティング部 兼 横浜セールス部 

宇野港土地株式会社 常務取締役 

誠亜国際有限公司 日本市場部 

横浜ロイヤルパークホテル 横浜マーケティング部 

ABC Horizon Sales and marketing 

丸正高木商店 営業支援課 

公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロ

ー 観光事業推進課 

公益財団法人沖縄県産業振興公社 台北事務所 

一般社団法人大船渡市観光物産協会 事務局 

岐阜県 観光誘客推進課 

西日本旅客鉄道株式会社 営業本部 

島根県 観光振興課 

株 ストラテジックコミニュケーションデザイニン

グ 代表取締役 

BeA プロモーション部 

一般社団法人軽井沢観光協会 軽井沢観光会館 



沖縄台北事務所 台北事務所 

㈱ジェイアール東日本都市開発 経営企画部 

（一社）物部川 DMO協議会 事務局 

一般社団法人 しまなみジャパン 事務局 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロ

ー MICE推進部 

(株)丸正高木商店 会長 

ビジット奈義 なし 

あきた白神ツーリズム なし 

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会

社 インバウンドグループ 

栃木県観光物産協会 観光課 

FM ノースウェーブ 編成部 

ジェイアール東日本都市開発 経営企画部 

ジェイアール東日本都市開発 総務部 

ジェイアール東日本都市開発 総務部 

沖縄県 商工労働部マーケティング戦略推進課 

ジェイアール東日本都市開発 開発企画部 

（一社）都城観光協会 事務局 

一般社団法人白山市観光連盟 事務局 

一般社団法人しまなみジャパン プロモーション事業部 

イオンモール株式会社 インバウンド推進グループ 

公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー MKT事業創出部 

札幌テレビ放送㈱ ビジネスプロデュース局 

イオン北海道 エリア推進部 

株式会社平成エンタープライズ 訪日旅行課 

公益財団法人東京観光財団 観光事業部 

Grant Gate Corporation NA 

株式会社高島屋 企画宣伝部 

株式会社ビザビ コミュニケーション局 

㈱パラディーゾインターナショナル プロモーション 

Mix Well Travel Limited 代表取締役社長 

ADK Hong Kong Account Service 

日商近鐵投資控股股份有限公司 台北分公司 

美山ふるさと株式会社 美山町自然文化村 

株式会社 BEYOND 代表取締役 



インバウンド・メディア研究所 所長 

一般財団法人 関西観光本部 プロモーション部 

一般社団法人美しい伊豆創造センター 常務理事 

一般社団法人富岡市観光協会 観光部 

（一社）渋川伊香保温泉観光協会 事務局 

株式会社 JTB 千葉支店 

名古屋観光コンベンションビューロー 観光部 

富山市 観光政策課 

かも川手延素麺株式会社 営業部 

国土交通省 中国運輸局 観光部国際観光課 

成田国際空港会社 経営計画部 

一般社団法人 愛知県観光協会 誘客事業部 

（公財）群馬県観光物産国際協会 観光国際課 

公益社団法人日本観光振興協会 関西支部 

一般社団法人公共事業研究開発 理事 

チャイナエアライン マーケティング部 

㈱イースト・デイリー インバウンド事業部 

株式会社ジークス 代表取締役 

株式会社ジークス アクティベート推進局 

(株)旅行新聞新社 編者部 

公益財団法人東京観光財団 観光事業部 

一般社団法人埼玉県物産観光協会 専務理事 

近畿運輸局 観光部 国際観光課 

株式会社リレーション・ジャパン プロモーション部 

高知県 観光振興部国際観光課 

ジェイアール東日本都市開発 経営企画部 

株式会社 imarts Japan 代表取締役社長 

新潟・佐渡観光推進機構株式会社 本社 

國光威樂假期旅行社 無し 

(公社)とやま観光推進機構 アドバイザー 

西鉄ホテルズ 営業部 

一般社団法人信州とうみ観光協会 事務局 

天竜浜名湖鉄道株式会社 営業課 

イオンモール株式会社 営業企画部 

成亞國際有限公司 本社 

ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 北海道・東北事業部 セールス課 



電通アドギア DDG 

エクシム株式会社 経営企画室 

株式会社喜代美山荘 代表取締役会長 

ABCホライゾン ABCホライゾン Magaging Director 

（㈱）MCIPホールディングス  メディア事業戦略本部/業務統括室 

山形県 観光復活戦略課 

国土交通省神戸運輸監理部 総務企画部企画課 

株式会社パブリッシングリレーションズ 営業部 

株式会社ガイエ クロスアドイノベーション部 

松山観光コンベンション協会 誘客促進アドバイザー 

㈱電通東日本 東北ソリューション室 

株式会社エンジョイファーム 水車の里フルーツトピア 

長崎県市町村行政振興協議会 振興課 

一般社団法人 犬山市観光協会 事務局長 

株式コスモスホテルマネジメント ブランドマネジメント課 

一般社団法人秋田県観光連盟 秋田県観光連盟 

株式会社 JTB 仙台支店 営業 1課 地域交流グループ 

宇野港土地株式会社 広報マーケティング 

株式会社プロフィットユー 代表取締役 

ShastaLink カフェ事業部 

名古屋鉄道株式会社 グループマーケティング部 

株式会社 JTB 仙台支店 営業第一課 

台湾観光局 マーケティング＆プロモーション 

JR西日本 営業本部 

L & Co. 企画 

____ ____ 

茨城県庁 オリンピックパラリンピック課 

香珍蝙蝠 企画デザイン 

（公社）千葉県観光物産協会 事業第二課 

ジェイアール東日本都市開発 総務部 

エクシム 経営企画 

TTB 東京事務所 

しがカメラータ 企画部 

 


