旅が変わる。あなたが変わる。世界最大級

2019

出展者リスト

2019

大阪
関西

10/24（木）〜27（日）インテックス大阪 / ハイアットリージェンシー大阪

100 カ国・地域
国内 47 都道府県
1,475 企業・団体

［出展者数］世界

旅の祭典

［来場者数］合計

151,099人

10月24日（木）／商談・業界日
10月25日（金）／商談・業界日

19,933人
28,375人

10月26日（土）／一般日
10月27日（日）／一般日

51,173人
51,618人

【主 催】公益社団法人 日本観光振興協会／一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）
／日本政府観光局（JNTO）

出展 者リスト
A

2019年10月31日現在

北米

C-005 Le Voyageur
・Go Travel

A-001 エア・カ
 ナダ

・サ
 ンティアゴ・デ・コ
 ンポステーラ観光局

D-029 VIT アモーレ・イタリア

・カ
 セレス県観光局

D-030 マルタ観光局

・ス
 ペイン世界遺産都市

D-031 ラトビア投資開発庁

A-002 ミッキーネット

C-006 マダガスカル・ア
 リックス・ツ
 アー

A-003 GUANAJUATO

C-007 セーシェル政府観光庁

A-004 ヒルトン・グランド・バケーションズ

C-008 ウガンダ政府観光局

・ANDRE TOURS DMC PORTUGAL

A-005 USA-Brand USA Pavilion-GoUSA.jp

C-010 Kanaga Adventure Tours

・ポ
 ルトガル中部地方観光局

D-031 リトアニア政府観光局

C-012 アンゴラ共和国大使館

・Cooking & Nature Hotels

D-031 エストニア政府観光局

・ア
 マデオ トラベル ソリューションズ
・Best Western Hotels & Resorts
・イーグルライダー

・ネ
 ヴシェヒル県文化観光局
・エ
 ルグヴァンツーリズム

・ロサンゼルス観光局

・イズミル商業会議所

・マ
 リアナ政府観光局

・エ
 ムティーアイ

・ポ
 ートランド イングリッシュ ランゲージ
アカデミー

・オ
 ーバーシーズツーリズム

・ポ
 ートランド観光協会

・Hotel Cristal Porto
・Melia Hotels Portugal
・My Story Hotels
・Pinhal tour DMC Portugal
・T
 ourism For All
・T
 urim Hotels

・S
 ibenik - Knin County Tourist Board

・リ
 スボン観光局

・ザ
 グレブ市観光局

・カ
 リフォルニア観光局

D-004 Past & Present Journeys

・シ
 アトル・ワシントン州観光事務所（Visit
Seattle)

D-005 アルメニアーアシャーアララト トラベル

・ポ
 ルトと北部地方観光局
D-015 株式会社ミキ・ツ
 ーリスト
D-017 ピーロート・ジ
 ャパン
D-018 イスラエル

D-006 Tourism Armenia

・ア
 ミエルツアーズ

・Armenia Holidays operated by Elitar
LLC

・エ
 ルアル イスラエル航空

・ア
 コージャパン

・ArmeniYan Style Travel

・ナ
 ザレンツアーズ

・ア
 クア-アストン ホスピタリティー

・ア
 ルミンツアー

・オ
 ルトラ

・ア
 ウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリ
ナ・ハ
 ワイ

・ベレッド・ハ
 シャロン

D-007 ROMANIAN MINISTRY OF TOURISM
・CARPATHIAN TRAVEL CENTER

D-021 ワインハウスゲアハルト株式会社
D-023 ポーランド政府観光局

・バ
 ジェットレンタカー

・Cluj National Centre for Tourism
Information and Promotion

・フ
 ォーシーズンズオアフアットコオリナ

・EXACT TOURS

・メ
 ロディーツアー

・ハ
 ーツレンタカー

・EXPERIENCE PRO TRAVEL

・ハ
 イゲートホテル

・INVITATION ROMANIA

・Pomorskie Regional Tourism
Organisation

・AVISレンタカー

・ホ
 テルラクロワ

・Château d'Urspelt

・マ
 リオット・ハ
 ワイ・リ
 ゾーツ

・S
 akura Voyages

・ア
 ウトリガー・ホ
 テルズ＆リゾーツ

D-010 プライムツアー株式会社

中南米・カ
 リブ

D-011 Georgian National Tourism
Administration

・クバナカン旅行公社
B-002 Brazil
・Empresa Estadual de Turismo –
AMAZONASTUR
・Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos – MANAUSCULT
・IGUASSU FALLS/BRAZIL
・ツピニキン ドットコム

B-006 BOLIVIA - Ministerio de Culturas y
Turismo
B-007 株式会社アルコ JM

アフリカ

・ア
 イスランドトラベル
D-025 キプロス共和国
D-026 スウェーデン大使館

・ス
 ウェーデン観光文化センター

・E xplore Georgia Ltd

D-027 イタリア政府観光局

・Future Travel Georgia

フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州観光局

・Georgian DMC LLC

シチリア州観光局

・ジ
 ョージアン・ト
 ラベル・グループ

・ヴェネト州、州都ヴェネツィア

・GEORGICA TRAVEL

・ヴェネツィア・ウニカ 公式ヴェネツィア・シ
ティ・パス

・“ VisitGeorgia”LTD

B-005 ジャマイカ政府観光局

・ア
 イスランド航空／株式会社ヴァイキング

・Caucasus Travel

・SALVADOR DA BAHIA

B-004 南米トラベルエクスペリエンス

・Gray Line Iceland

・サ
 クラツアーズ

・Prefeitura Municipal de Ilhabela

・A M RESORTS

D-024 プロモートアイスランド

・Best Western Tbilisi LTD

・Imereti Destination Management
Organization  (DMO)

B-003 Dominican Republic Ministry of
Tourism

・フ
 ルネルトラベル

D-009 Luxembourg National Tourist Board

・ハ
 イアットリゾーツハワイ

B-001 キューバ共和国観光省

C

・Hoteis Alexandre de Almeida

・Lika - Senj County Tourist Board

D-003 Iberostar Hotels and Resorts

A-006 ハワイ州観光局

・HF Hotels

D-002 CROATIA

・V
 isa Waiver Program Powered by
ESTA

・ヨ
 セミテ・マ
 リポサカウンティ観光局

・Euromar - Viagens e Turismo

D-001 トルコ共和国大使館・文
 化広報参事官室

・ラ
 スベガス観光局

・T
 ravel Nevada

・Douro 41 Hotel & Spa

ヨーロッパ

・E xplore Fairbanks, Alaska

・T
 he Hotel Zags Portland

B

D

D-014 ポルトガル政府観光局

・コ
 ルティーナ ドロミーティ
・パ
 ークヴィアッジ・ヴェニス・インカミング
・ト
 レンティーノ地方-ドロミーティ（ドロミテ）と
ガルダ湖

D-012 ターキッシュ エアラインズ
D-013 スペイン政府観光局

・Bit - ミラノ国際観光見本市

・ア
 ンダルシア州政府

・ボ
 ローニャ・ウェルカムDMC

・ア
 ンダルシアン・ソ
 ウル

・カ
 ンペリオ・コレクション

・ア
 ラゴン州観光局

・FH55ホテルズ ローマ-フィレンツェ

・日西観光協会

・ホ
 テル・フローラ-フラスカーティ（ローマ）

・カ
 スティージャーラ・マ
 ンチャ州観光局

・インカミング・イタリーDMC

・サ
 ン・セ
 バスティアン観光局

・Baltic Travel Group
・Estravel Latvia / Baltcoming

・S
 etomaa museums
・セ
 ト地方観光局
D-031 GO RURAL
・Lauku celotajs / project CAITO（ラト
ビア）
・Lohjan Viherpiipertajat（南フィンランド、
ロホヤ）
・NGO Estonian Rural Tourism（エストニ
ア）
・V
 isitlohja/ South Coast Finland/
Caito-project（南フィンランド）
D-032 フィンエアー（フィンランド航空）
D-033 フランス観光開発機構
・バ
 トー・ム
 ーシュ パリ
・パ
 リのデパート BHV MARAIS
・オ
 ーヴェール・シ
 ュール・オ
 ワーズ城
・ギャラリー・ラ
 ファイエット
・グランドホテル パリ
・パ
 リ・プ
 ラス -パリ近郊の7つの主要観光地・リ
 ド、バトー・パリジャン、エッフェル塔レストラ
ン、ヨット・ド・パリ
・ヴェルサイユ観光局
・パ
 リ・マリオット・ホテルズ
・パ
 リ地方観光局
・カ
 イユボット邸
・レ
 ストラン・オ
 ・カ
 デ・ド
 ・ガ
 スコーニュ
・ヴァル・ドワーズ県観光局
D-034 AMUR EXPORT SUPPORT CENTER
D-035 FEDERAL AGENCY FOR TOURISM OF
RUSSIAN FEDERATION
D-036 Russia
・"ADRENALIN-TOUR" LLC
・旅 行会社「ビートモ」
・"Mega Tour " LLC
・サ
 ンライズツアー旅行社
・旅 行会社 ABSOLUT
・AuroraXplore, LLC
・BAIKAL PARTNER LLC
・Baikal Visa Tour
・Baikal-Naran Tour LLC
・BaikalWood Eco Lodge & Spa
・Beijing Erashow Exhibiton Co.,Ltd
・BuryatIntour
・Committee for Tourism Development
of Saint Petersburg
・Dalgeo Tours
・Eco Home
・Five Star Russia
・Imandra Lights
・ジ
 ャパントラベルセンター
・J
 ASSOTOUR, tour operator on Baikal
・J
 SC “Intour-Khabarovsk”

C-001 駐日ルワンダ共和国大使館

・バ
 スク州観光局-グリーンスペイン

・イタリアン・ディスカヴァリー インタートラベ
ル

C-003 ボツワナ観光局

・ガ
 リシア州観光局

・マ
 ッジョーレ湖

・Primorsky Region

・ブ
 ッシュ・ラ
 ーク・サ
 ファリ

・ホ
 テルVP Plaza Espana Design

・マ
 ラテスタ・ビアッジ

・Metropol-Express

・ク
 レスタ・モワナ・リ
 ゾート＆スパ

・マ
 ドリード7つ星 世界ベストショップ

・シ
 シリー・バイ・カー

・Nordwell

・ボ
 ツワナ共和国大使館

・マ
 ドリード市観光局

・デディカ・アンソロジー

・Ponaehali

・タ
 マラカネ・リ
 バーロッジ

・国営ホテルパラドール

・エ
 クセレンスDMC

・プ
 リモルスキ クラブ 旅行会社

C-004 MADAGASCAR EXPLORER

・マ
 ドリード州観光局

D-028 ITALIA SICILIA SUD-EST VAL OI NATO

2

・LTD Visit Murmansk

・raduga-tour, ltd.

・S
 aint Petersburg Convention Bureau

・遼寧省文化観光庁

・全羅北道

・フ
 ラワーホテル

・S
 akhalin Tourist Information Centre

・黒竜江省文化観光庁

・智異山圏観光開発組合

・ア
 サトラベル

・S
 iberia-tour LLC

・上
 海市文化観光局

・慶尚南道

・BEGMONTOUR LLC

・S
 iberian times Co LTD

・江蘇省文化観光庁

・慶尚南道(昌原市)

・S
 t.Petersburg Tourist Information
Bureau

・福建省文化観光庁

・慶尚南道(金海市)

・Chinggis Khaan Palace Tourist
Complex

・江西省文化観光庁

・慶尚南道(統営市)

・山東省文化観光庁

・慶尚北道

・河南省文化観光庁

・韓国訪問委員会

・貴州省文化観光庁

・ハ
 ナツアージャパン

・sumbay
・T
 ABI TRAVEL Co. Ltd.
・T
 oureastgroup
・沿 海地方観光情報センター
・T
 ravel Company "Voyage"
・V
 ostok Dik Tour
・Y
 D Marketing Co.,Ltd
・“ Terra Ignota” Co. Ltd

・陝西省文化観光庁

・株式会社ホテル新羅

・甘
 粛省文化観光庁

・空港鉄道

・新疆ウイグル自治区文化観光庁

・仁 川国際空港

・大
 連市文化旅遊局

・韓国観光公社 医療ウェルネスチーム

・三
 明市文化観光局

・ヘドゥリン韓医院

・江蘇観光(日本)ピーアールセンター

・イ・ム
 ンウォン韓方クリニック

D-039 アエロフロート・ロシア航空

・福建省駐日本観光推進センター(創世紀株式
会社）

・江南アルムダウンナラ皮膚科

D-040 ロシア・ツ
 アー

・北
 京国際飯店

D-041 NPO Fund "Investment Agency of the
JAR" Export Support Center

・北
 京・ニ
 ューオータニ長富宮飯店

D-037 バイカルコンプレックス
D-038 S7 Airlines

・A MSUNGTOUR LLC
・Mountain resort Foma
・S
 anatorium Gornyak LLC

E

中東

E-001 エジプト政府観光局

・上
 海神秘縁国際旅行社
・日本春秋旅行株式会社

・中国国際旅行社有限会社

・Ok Sky Link Travel

・江西省海外旅游総公司

・シ
 ルビア・ツ
 アーズ・エ
 ジプト

・中国国旅（青島）国際旅行社有限会社

・T
 reasure of Egypt Travel

・山東省観光国際旅行社有限会社青島支社
・山東海外国際旅行社有限会社

E-003 スカイリンクトラベル

・河南新知国際旅行社有限会社

・貴州省黔和旅行社

F-002 中央アジアグループ

・陝西中国旅行社有限会社陝西支社

・ゴ
 ールデンロードトラベルカンパニ / ウズベ
キスタン
・ヌ
 ーラナイ旅行会社 / トルクメニスタン
F-004 シルクロードランド
F-005 ウズベキスタン
・Dolores Travel Group
・Hyatt Regency Tashkent
・Orient Mice
・Silk Road Pilgrim
F-006 キルギス コンセプト（キルギス、カザフ）
・アシ
ガバット シーヤハット（トルクメ）オール（中央ア
ジア）

・バ
 イト―観光交通
G-020 HANOI - VIETNAM
・ア
 ジアンインドシナ株式会社
・V
 ietnamese
・Pegas Vietnam Co. Ltd.
・Quang Nam Tourism Promotion and
Infomation Center

・L AO BOUTIQUE TRAVEL
G-009 ソウル観光財団
・ソ
 ウル市 漢江事業本部
・ハ
 ナツアー

・First Home Travel社 （マレーシア）
・ジ
 ョージタウン ヘリテージ ホテルズ （マ
レーシア）
・マ
 レーシア航空

・T
 rip4Asia社 （マレーシア）
G-025 台湾観光協会
G-025 チャイナ エアライン
G-025 エバー航空 日本支社
G-025 彰化県
G-025 屏東縣政府
G-025 基隆市政府
G-025 台中市政府観光旅遊局
G-025 台南市政府観光旅遊局
G-025 台灣浪漫台三線
G-026 ブータン政府観光局
・Beautiful Escape to Happiness
・Bhutan Norter Adventures Pvt. Ltd
・Bhutan Travel Path

・V
 ietnamese

・Bhutan Visit

・T
 hua Thien Hue Tourism Information
and Promotion Center

・HNQ Bhutan

・V
 ietnamese

・Mudita Bhutan Treks & Tours

・V
 inpearl Joint Stock Company

・Oriental Travel Services

G-021 スリランカ ツーリズム プロモーション ビュー
ロー

・現代百貨店免税店

・World Compass Co.,Ltd
G-024 マレーシア政府観光局

・ザ
 ターラス ビーチ＆スパ リゾート （マレー
シア）

G-019 ベトスペーストラベル

・ラ
 オス航空

・ク
 ロマーツアーズ

・T
 aj Tours社（マレーシア）

G-018 Vietjet Air

G-008 ラオス情報文化観光省

・Denriche Asia Co.,Ttd
・J
 HC Angkor Tour

・株式会社EMPATHY SEEDS

G-017 ベトナム航空

G-007 NAM KAT YORLA PA

・APEX Tours

・サ
 バ州政府観光局 （マレーシア）

G-016 JR九州高速船株式会社

G-006 セブンラック カジノ

・ANGSANA Siem Reap

・Coswen Contents株式会社

・パ
 ラダイスシティ

G-005 チェジュ航空

・レ
 ッツトラベル旅行会社
G-023 Ministry of Tourism of Cambodia

・株式会社STAYFOLIO

G-015 PARADISE

・新疆海外国際旅行社有限会社

・ジ
 ュールチンツーリズムコーポレーション

・ペナン グローバル ツーリズム （マレー
シア）

G-012 株式会社ジンエアー

・甘
 粛太陽旅行社

・ジ
 グール社

・株式会社nuua

G-011 イースター航空

・河南中州国際旅行社有限会社

F-001 中央アジア・トラベル・システム

F-003 シルクロード中央アジア 旅行

・韓国観光公社 観光コンテンツチーム

・上
 海国旅国際旅行社有限会社

・Monopoly Travel

・シ
 ルク・ツ
 アー旅行会社

・WE ホテル

・黒竜江省中国国際旅行社有限会社

・日中平和觀光株式会社

・“ EDELWEISS TOUR COMPANY” エーデ
ルワイス旅行会社

・WIZ&美

・大
 連市文園国際旅行社有限会社

・エ
 ジプト国営旅行会社

中央アジア

・J
 K美容整形外科

・フ
 ルンボイル市経典休日国際旅行社有限会社

E-002 チュニジア共和国大使館／ONTT

F

・九
 月洞オラクル皮膚科

・ア
 イリスツアーズ

・韓國空港公社

・Blue Lanka Tours (Pvt) Ltd

・ロッテホテル＆リゾート

・Butterfly Vacations (Pvt) Ltd

・Machig Tours & Treks

・Pallavi Tours & Travels
・Passage to Himalayas
・Royal Bhutan Helicopter Services
Limited

・ナ
 ンタ (HOTEL&SHOW)

・Hilton Hotel Colombo

G-028 日本空輸株式会社

・アシガバットシーヤハット

・パ
 ンショー

・T
 ree of Life

G-029 アヤナ ホテル

・キルギスコンセプト

・新世界免税店

・カ
 ルナカララ アーユルヴェーダ リゾート

・ウォーカーヒル ホテル＆リゾート

・Karusan Travels (Pvt) Ltd

F-007 Silk Road Destinations
・Ak-Sai Travel

G-010 韓国観光公社

・ア
 ヤナ コモド リゾート ワエチチュ ビーチ
・ア
 ヤナリゾート＆スパ バリ

・Lumini Travels (Pvt) Ltd

G-030 ADVENTURE INDONESIA
G-031 ワンダフルインドネシア

・JATA

・済州特別自治道

・Marco Polo Aviation (Pvt) Ltd

・Marco Polo Central Asia Travel

・仁 川広域市

・Orient Tours (Pvt) Ltd

・Adventure Indonesia

・Owadan Tourism

・釜山広域市

・S
 erene Vacations Lanka (Pvt) Ltd

・Bali Safari and Marine Park

・Silk Road Armenia

・大
 邱広域市

・S
 iddhalepa Ayurveda and Anarva

・CV. North Maluku Tour

アジア

・光州広域市

・T
 he Andrew the Travel (Pvt) Ltd

・eL Hotel International

G-001 海南省旅遊・文
 化広電体育庁

・京畿道

・T
 heva Residency Hotel

・Ena Dive Travel & Marine Adventures

G-002 東アジア経済交流推進機構

・江原道

・T
 our Blue (Pvt) Ltd

・Fairfield by Marriott Bali Legian

G-004 中国駐大阪観光代表処

・忠 清南道

・T
 ropical Asia Tours (Pvt) Ltd

・Garuda Indonesia - Osaka

・北
 京市文化観光局

・忠 清北道

・Y
 athra Travels (Pvt) Ltd

・Go Flores

・内モンゴル文化観光庁

・全羅南道

G-022 Mongolian Tourism Association

G
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・Hotel Indonesia Group
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・Kampoeng Malanesia Resort

・Attic Tours Phils., Inc.

G-053 KARNATAKA TOURISM

・Karma Resorts

・Bai Hotel Cebu

G-054 TAMIL NADU TOURISM

IB-107 株式会社 ロイヤル

・Komaneka Resorts

・Bohol Beach Club

G-056 ANDHRA PRADESH TOURISM

IB-108 アンドロード

・Le Meridien Hotel Jakarta

・Boracay Mandarin Island Hotel

G-060 The Empire Brunei

IB-109 株式会社コーユービジネス

・Matta Tour & Travel

・Lakbay Museo

G-064 観光予報プラットフォーム推進協議会

IB-201 株式会社ハッピートーク

・MONAS TOURS & TRAVEL

・Make A Difference (MAD) Travel

・Mtravellink Tour and Travel

・Networld Hotel Spa & Casino

・Orient Express Bromo Tour Surabaya

・Okada Manila

・PT Golden Rama Tours & Travel

・Philippine Airlines

・PT TOTAL NUSA INDONESIA

・S
 ubic Bay Metropolitan Authority

・PT. Lovin Tours Indonesia

・Waterfront Hotels & Casinos

・PT. RIDY INDONESIA TOURS &
TRAVEL
・PT. WISATA BAHARI NUSANTARA
(BAJODAYTRIP )
・PT.Yogya Olah Wisata (YOI Tours)
・Putra Papua Baru ( AUNO TOUR)
・ROYAL TULIP GUNUNG GEULIS
・S
 areni Raja Ampat & Arnawa Sailing
・S
 thala, a Tribute Portfolio Hotel,
Ubud Bali - Marriott International
・T
 he Media Hotel & Towers
・T
 he Mulia, Mulia Resort & Villas,
Nusa Dua, Bali

H

大洋州

IB-106 アイ・ディー・エ
 ー

IB-202 株式会社グッディ
株式会社カワイ設計工房

H-001 グアム政府観光局

株
 式会社ニッチ

・バ
 ルディガグループ

G-035 台湾台東県
G-036 タイガーエア台湾

・デュシタニグアムリゾート

IB-203 株式会社JTB 訪日インバウンドビジネス推進部

・グアムプラザリゾート＆スパ

IB-204 インクリメントP

・ハ
 ードロックカフェグアム

IB-205 Wovn Technologies 株式会社

・ホ
 リデイリゾート＆スパ

IB-206 ルミーズ

・J
 GTA

G-039 KERALA TOURISM

・日産レンタカー

・CGH Earth

・ア
 ウトリガーグアムビーチリゾート

・Grand Hyatt Kochi Bolgatty

・ス
 カイダイブグアム

・K AIRALI - THE AYURVEDIC HEALING
VILLAGE

・T
 ギャラリア グアム by DFS
・ト
 ロピカルビーチハウスグアム

・Pioneer Personalized Holidays

H-002 タヒチ観光局

G-040 Rajah Ayurveda, Kerala, India

・ウインドスター・ク
 ルーズ

G-041 インド政府観光局
G-043 シンガポール航空

H-003 カンタス航空

G-044 Bangladesh Tourism Board

H-004 オーストラリア政府観光局

IB-207 NOK
IB-208 アコースティガイド・ジャパン
IB-301 株式会社アクトプロ
IB-302 株式会社アート アンド パート
IB-303 三井不動産株式会社
IB-304 テリロジーサービスウェア
IB-305 KDDI×コロプラ
IB-306 サンファミリー
IB-307 アダラジャパン
IB-308 日本インバウンド連合会
IB-401 スターティアラボ株式会社

・T
 he Plataran

・Al Marwa International

H-004 クイーンズランド州政府観光局

・T
 he Udaya

・Convoy Service

H-005 パラオ政府観光局

・T
 ravacello

・Oasis Holidays Ltd.

・ベラウツアー

・T
 ugu Hotels & Exotic Spa's - Malang,
East Java

・River and Green Tours

・コ
 ーブリゾートパラオ

・T
 he Bengal Tours Ltd.

・ディドリーム

・T
 ouch Creation Ltd.

・ド
 ルフィンズパシフィック

・T
 ourism Window

・エ
 リライ･レストラン＆バー

IB-407 文化財多言語解説整備事業事務局

・インパックツアーズ

IB-408 経産省創設「おもてなし規格認証・認証機関／
認証支援事業者コンソーシアム」
（日本CSR協
会／イー・キュー・マネジメント技研／エイジスリ
サーチ&コンサルティング／カシオ計算機）

・WARNA INDONESIA TOUR
・White Horse Group
G-032 香港政府観光局
・Big Bus Tours
・ド
 リームクルーズ
・ダックリング号
・Goldspark Hong Kong Tours Limited
・香港ディズニーランド
・J
 umbo Kingdom
・MICE World Ltd.
・Ngong Ping 360

G-045 MALDIVES
・A AA Hotels & Resorts

・パ
 レイシアホテルパラオ

・Coral Islands Maldives Pvt Ltd

・パ
 ラオセントラルホテル･キャロラインリゾート
ホテル

・Hulhule Island Hotel

・Palau Pacific Resort･The Pristine
Villas and Bungalows at Palau Pacific
Resort

・Nika Maldives Pvt Ltd
・V
 illa Hotels & Resorts Pvt Ltd

・ザ
 ･フィッシャーマン シーフードBBQ&Grill

G-046 ミャンマー

H-006 ニューカレドニア観光局／エア・カレドニア・イ
ンターナショナル航空

・Myanmar Polestar

IB-402 株式会社高電社
IB-403 D2C X
IB-404 パナソニック システムソリューションズ ジャパ
ン株式会社
IB-405 LIFE PEPPER
IB-406 観光予報プラットフォーム推進協議会

IB-409 デコレ
IB-501 株式会社 TRAVEL & WORK
IB-502 タンスのゲン
IB-503 Kotozna
IB-504 コニカミノルタ株式会社

・Ocean Park Hong Kong

・Myanmar Polestar Travels and Tours
Co.Ltd

・Pak Shing Travel Co. Ltd.

・Ngapali Hotel Zone

・PMQ

・ノ
 ボテルヤンゴンマックス（アコーホテルズ）

I-001 株式会社 日本旅行

・Round Service Travel (HK) Co. Ltd.

・Parkroyal Hotel

I-002 ワールド航空サービス

・ロイヤル・カ
 リビアン・インターナショナル

・さ
 くら観光

I-003 株式会社 エイチ・ア
 イ・エ
 ス

・ス
 カイ100香港展望台

・エ
 スエムツアーエンドトランスポート株式会社

I-004 マイバス

IB-510 CO3 Audio Tour （クラウド型 多言語対応
音声ガイドサービス）

・S
 uperPark Hong Kong

・T
 he Strand Hotel and Cruise

I-005 株式会社読売旅行

IB-601 株式会社MARU

・T
 our Mandalay Travel

I-006 トラベルギャラリー

IB-602 マンゴシード

G-033 マカオ政府観光局
・マ
 カオ航空
・A J ハケット・マ
 カオ・タ
 ワー
・マ
 カオ国際空港
・ギャラクシー・インターナショナル・コンベン
ション・センター
・ギャラクシー・マ
 カオ レジャー・セ
 ールス
・グランド・エ
 ンペラー・ホ
 テル
・グランド・ラ
 パ・マ
 カオ
・ホ
 テル・リ
 スボア
・ホ
 テル・オ
 ークラ・マ
 カオ
・マ
 カオ・タワー コンベンション＆エンターテイ
メントセンター
・マ
 カオ旅行社協会
・S
 JM & グランド・リ
 スボア, ハイアライ

・エ
 ア・カ
 レドニア・インターナショナル航空

I

・ビ
 ーボ・ミ
 ャンマー・DMC

旅行会社

IB-505 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会
IB-506 広島観光コンベンションビューロー
IB-507 楽天インサイト
IB-508 トゥーウェイズ
IB-509 サイドランチ

I-007 櫻スタートラベル

IB-603 YOLO JAPAN

I-008 株式会社キャラバン ツアー

IB-604 株式会社 Musubi

G-048 国際機関日本アセアンセンター

I-009 株式会社プレイガイドツアー / エス・ティー・
ワールド / トラベルファクトリージャパン

IB-605 ResorTech Okinawa おきなわ国際IT見本
市実行委員会

G-049 NOKU HOTELS

I-010 株式会社 阪急交通社

IB-606 エビソル

G-050 バンコク病院

I-011 株式会社JTB

IB-607 Vpon JAPAN 株式会社

G-051 タイ国政府観光庁

I-012 KNT-CT ホールディングス株式会社

IB-608 日本経済新聞社（UKIYO-E2020×日経AR）

・Akara Bangkok

I-013 東武トップツアーズ株式会社

IB-609 UnivaPay

・Blue Elephant Cooking School and
Restaurant

I-014 株式会社エヌオーイー

IB-610 HATAGO CONSULTING

I-015 ジャンボツアーズ

IB-611 関西インバウンド交流会2020

G-047 NEPAL TOURISM BOARD
・Y
 eti Travels

・Hope Land Hotel

I-016 留学語学研修等協議会（CIEL）

・Minors Hotel

IB

・Mode Sathorn Hotel

インバウンド・観光ビジネス総合展2019

IB-101 株式会社エアサーブ

5

J

日本

J1-001 公益社団法人北海道観光振興機構
J1-001 北海道旅客鉄道株式会社

・サ
 ウスチャイナ・エ
 クスプレス

・Ramada Plaza by Wyndham Menam
Riverside

IB-102 株式会社 Fly On

・北
 海道渡島総合振興局

・T
 KW トラベル＆ツアーズ

・S
 uan Sampran

IB-103 inboundTV

・福島町観光協会

・ウィン・マ
 カオ

・T
 he Nature Phuket

IB-104 株式会社MATCHA

・函館市

・V
 ic 3 Bangkok Hotel

IB-105 ユーシーテクノロジ

・環 駒ヶ岳広域観光協議会

G-034 PHILIPPINES

4

・北
 海道檜山振興局

・レ
 ンタルサイクル okurabike

J2-002 公益社団法人 新潟県観光協会

J4-011 飛騨地域観光協議会

・奥 尻町役場

・上
 越新幹線活性化同盟会

J3-015 長野県

J4-011 下呂・中津川広域観光振興協議会

・北
 海道後志総合振興局／後志観光連盟

・新 潟県スキー場協議会

J3-015 長野市

J4-011 中津川・恵 那観光推進協議会

・中央バス観光開発株式会社 小樽天狗山ロー
プウエイ・スキー場

・魚 沼市・一 般社団法人魚沼市観光協会

J3-015 日本アルプス観光連盟

・黒 松内町観光協会
・ニ
 セコプロモーションボード/リズムジャパン
・一 般社団法人小樽観光協会
・一 般社団法人積丹観光協会
・一 般社団法人余市観光協会
・北
 海道胆振総合振興局
・一 般社団法人噴火湾とようら観光協会
・北
 海道登別洞爺広域観光圏協議会
・北
 海道日高振興局
・平取町
・北
 海道石狩振興局
・千歳市観光スポーツ部観光企画課
・北
 広島市
・恵 庭市
・北
 海道空知総合振興局
・滝 川市
・夕張市観光プロモーション
・北
 海道上川総合振興局
・旭
 川市（あさひかわ観光誘致宣伝協議会）

J2-003 UNDISCOVERED JAPAN
J2-004 雪国観光圏

J4-012 飛騨高山

・南魚沼市

J3-015 伊那路木曽路広域観光連携会議 (木曽観光連
盟）

J4-012 松本市

・みなかみ町

・津南町

・稚内利尻礼文サロベツ観光振興協議会（事務
局：稚内市）

J3-018 埼玉県・埼玉県物産観光協会

・岩手県

J3-019 一般社団法人相模原市観光協会

・宮
 城県

J3-020 有限会社 石松

・秋田県観光文化スポーツ部観光振興課

J3-021 山梨県

・山形県

・富
 士河口湖町

・福島県

・甲州市

・公益社団法人 新潟県観光協会

J3-021 公益社団法人 やまなし観光推進機構

J3-003 EAST TOKYO ～東京スカイツリー®・台東・
墨田・江東～

・久保田一竹美術館
・
（株）

勝栄
J4-001 熊野市
J4-002 近畿日本鉄道株式会社
J4-002 公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構
・AUBERGE yusura ゆすら

J3-004 東京都・
（公財）

東京観光財団

・伊勢志摩ツーリズム

・東 京観光財団(多摩・島しょ地域国内向け旅
行商品造成・販売促進事業担当）

・懐古ロマンの宿 季さら

・T
 CVB(tokyo nature experience)

・MIYAKO RESORTS 志摩観光ホテル

・東 京諸島観光連携推進協議会

・V
 illage ＆ Hotel 志摩地中海村

J3-005 西武グループ

・西武トラベル株式会社

J4-004 一般社団法人中央日本総合観光機構
・名鉄観光サービス㈱
J4-005 静岡県大型観光キャンペーン推進協議会

・箱根海賊船

・釧路川流域町村観光推進協議会

J3-009 魅力百様、江東区。

・北
 海道十勝総合振興局

J3-010 東京地下鉄株式会社（東京メトロ）

・北
 海道十勝観光連盟

J3-011 港区・一 般社団法人港区観光協会

・幕別町観光物産協会

J3-012 北関東三県広域観光推進協議会（栃木県）

・公益財団法人するが企画観光局
・静岡県遠州観光協議会

・帯広市／帯広観光コンベンション協会

・日光市観光協会

・公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビュー
ロー

・音更町十勝川温泉観光協会

・日光自然博物館

・静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合

・豊頃町観光協会

・那須町

・中札内村観光協会

・宇 都宮観光コンベンション協会

・静岡10線観光推進協議会（交通事業者協議
会）

・北
 海道オホーツク総合振興局

・富
 山湾・部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会
・黒部市・魚 津市
・入
 善町・朝日町
・と
 やま観光推進機構
・㈲モメンタムファクトリー・Orii
J4-014 石川県・公益社団法人 石川県観光連盟
・石川県
・
（公社）

石川県観光連盟
・金 沢港
・七尾市
・加
 賀市
・能登半島・輪島
・加
 賀地域連携推進会議
J4-015 北陸三県誘客促進連携協議会 JR西日本
J4-016 福井県
・福井市
・あ
 わら市

・勝山市観光まちづくり株式会社
・一 般社団法人 越前市観光協会
J5-001 大阪市魅力発信事業「O-TEX」
・テンセンス株式会社
・ア
 ットジャパンプランニング株式会社
・株式会社ボクシーズ
・株式会社Business Link Yamato
・chachamo kids club Japan
・株式会社コストジャパン
・ダゼロ株式会社
・株式会社グローバルブラスト
・平井木工挽物所
・堀内鏡工業株式会社

・足
 利市

J4-006 飲泉・自家源泉かけ流し 観音温泉

・J
 apan Exploration Tours JIN-仁

・壬 生町

J4-007 三島スカイウォーク

・株式会社日本医療通訳サービス

J4-008 愛知県

・有限会社プリーズ

・美唄市

J3-012 北関東三県広域観光推進協議会（茨城県）

・一 般社団法人北見市観光協会

J3-012 北関東三県広域観光推進協議会（群馬県）

・岡崎市役所

・株式会社SceneryScent

・渋 川市

・岡崎市観光協会

・株式会社創美ＪＡＰＡＮ

・みどり市

・豊 川市観光協会

・サ
 ンワード株式会社

・一 般社団法人 富岡市観光協会

・一 般社団法人西尾市観光協会

・株式会社toraru

・草津温泉

・蒲郡市

・公益財団法人 尾瀬保護財団

・蒲郡市観光協会
・南知多町観光協会

J3-012 東武鉄道（株）

・白神山地ふじさと

J3-013 北茨城市

・仙北市観光課農山村体験デザイン室

J3-014 鹿沼商工会議所

・秋田県由利地域振興局

・黒部峡谷鉄道株式会社

・大
 野市

J4-003 東海旅客鉄道株式会社

・静岡デスティネーションキャンペーン富士地
域部会

・秋田県横手市観光おもてなし課

・立
 山黒部貫光株式会社

・西武バス株式会社

J3-008 京成電鉄株式会社

・秋田県 農林水産部 農山村振興課

・合掌造り展示館 勇助
J4-013 富山県

・越前加賀インバウンド推進機構

・釧路市

J2-001 秋田県

・日の出屋製菓産業㈱

・志 摩地中海村

・一 般社団法人美しい伊豆創造センター

J1-004 北海道米販売拡大委員会

・
（株）

井波木彫りの里 道の駅井波

・株式会社プリンスホテル

J3-007 小田急箱根グループ

J1-003 北海道 岩見沢市

・一 般社団法人 南砺市観光協会

・鳥羽国際ホテル

・根 室観光連盟

J1-002 一般社団法人登別国際観光コンベンション協
会

・南砺市交流観光まちづくり課

・近 江鉄道株式会社

J3-006 神奈川県

・網走市

J4-012 富山県南砺市

・株式会社サン浦島 悠季の里・御宿The
Earth

・北
 海道根室振興局

・北
 海道釧路総合振興局

J3-017 阿智☆昼神観光局

・青森県

・東 京スカイツリー

・北
 海道宗谷総合振興局

J3-016 伊那商工会議所

J2-005 一般社団法人 東北観光推進機構

・一 般社団法人 大雪カムイミンタラDMO

・留萌観光連盟

・株式会社 南信州観光公社

J2-005 東日本旅客鉄道株式会社

・台東区

・留萌観光協会

・一 般社団法人 長野伊那谷観光局

・栄村

・上
 川町

・留萌市

J3-015 伊那路木曽路広域観光連携会議（伊那路観光
連盟）

・魚 沼市

・墨田区

・小平町

・木
 曽観光連盟

・十日町市

・富
 良野美瑛広域観光推進協議会

・増毛町

・白川村

J3-015 大糸線ゆう浪漫委員会

・江東区

・羽
 幌町

・日本アルプス観光連盟（安曇野市）

J4-011 岐阜県大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会
J4-012 金沢市

・湯沢町

・道北観光連盟

・北
 海道留萌振興局

・日本アルプス観光連盟（塩尻市）

6J4-009 山代温泉みやびの宿加賀百万石

・株式会社ボーダレス
J5-002 戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖
・公益社団法人 びわ湖大津観光協会
J5-003 マリントピアリゾート（海の京都 天橋立）

J4-011 岐阜県

J5-004 公益社団法人京都府観光連盟

・古峯神社

J4-011 公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会

J5-004 海の京都DMO

・鹿 沼市花木センター

J4-011 関・美 濃・郡上長良川鉄道観光宣伝協議会

J5-004 森の京都DMO
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出展 者リスト

2019年10月31日現在

J5-004 お茶の京都DMO

J5-019 一般財団法人関西観光本部

・古座川アドベンチャー倶楽部

J5-004 竹の里・乙
 訓（乙訓商工・観光協議会）

J5-020 一般社団法人2025年日本国際博覧会協会

・南紀シーマンズクラブ

J5-004 とっておきの京都プロジェクト

J5-021 公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ
2021 関西組織委員会

J5-004 大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会
J5-005 一般社団法人 明石観光協会
J5-006 神河町
・HYOGO Medio FC
J5-007 淡路島洲本市
J5-008 公益社団法人 姫路観光コンベンションビュー
ロー
J5-009 かすみ海上GEO TAXI
J5-010 兵庫県
・一 般財団法人 神戸観光局

J6-006 一般社団法人 山口県観光連盟

J5-025 オークウッドホテル＆アパートメンツ新大阪

J6-007 ひろしま
（広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会）
・
せとうち
（瀬戸内・松山ツーリズム推進会議）

J5-026 公益社団法人 和歌山県観光連盟

J6-008 蟹取県（鳥取県）

・古座川町観光協会

・一 般社団法人 あまがさき観光局
・兵 庫丹波観光ネットワーク推進委員会

・一 般社団法人南紀白浜観光局

・朝来市

・新宮市

J5-011 舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会

・橋本・伊 都広域観光協議会

J5-013 AWAJI-SHIMA西海岸リゾート(アニメパーク
ニジゲンノモリ/HELLO KITTY SMILE)

・和歌山市

・兵 庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲン
ノモリ」

・みなべ町

J5-014 株式会社つぼ市製茶本舗

・瀬 戸内・松山ツーリズム推進会議

・北
 山村観光協会

・那智勝浦町

J5-014 神姫バス株式会社

・呉市 観光振興課

・有田川町

・赤穂観光協会

J5-014 株式会社サクラクレパス

J6-002 一般社団法人 中海・宍道湖・大
 山圏域観光局

J5-024 ホテルエルシエント京都・大阪（株式会社 関電
アメニックス）

・串本町

J5-014 コンペイトウ王国

J6-001 神話の国 縁結び観光協会

J5-023 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

・一 般社団法人 淡路島観光協会

J5-014 大阪商工会議所特別ブース

J6-001 島根県

J5-022 株式会社名門大洋フェリー

・熊野本宮観光協会

・HELLO KITTY SMILE

J5-035 東奈良名張ツーリズム

J6-009 株式会社せとうちLTKトラベル
J6-010 一般社団法人 しまなみジャパン
J6-011 ワンダフルセトウチ
・浅口市役所産業建設部産業振興課
・備前市
・一 般社団法人 備前観光協会
・吹 屋観光協会
・御座船 安宅丸

・湯浅町

・笠岡市役所 産業部 商工観光課
・吉備中央町

J5-027 奈良県

・公益社団法人倉敷観光コンベンションビュー
ロー

J5-028 奈良県合同出展プロジェクト
・亜細亜交流旅行
J5-029 日本忍者協議会
・エ
 イベックス・エンタテイメント株式会社（日本
忍者協議会）

・岡山電気軌道株式会社

・株式会社丹青社（日本忍者協議会）

・岡山京橋クルーズ

J5-014 がんこフードサービス株式会社

・日新薬品工業株式会社（日本忍者協議会）

・お
 にぎりや穂の蔵

J5-014 Gallery IYN (ギャラリーアイン)

・忍者堂  Ｎｉｎｊａ-Ｄｏ （日本忍者協議会）

・リ
 ョービツアーズ営業推進部

J5-014 住吉金属株式会社

・レ
 ゴランド・ジャパン株式会社（日本忍者協議
会）

・リ
 ョービツアーズ

J5-014 株式会社トライアンドイー

・甲賀市観光協会（日本忍者協議会）

J5-014 株式会社日本ビジネス開発

・一 般社団法人 小田原市観光協会／風魔忍者
（日本忍者協議会）

J5-014 ネクストダイバシティ株式会社
J5-014 ハヤマ産業株式会社（通訳機）
J5-015 Railways KANSAI
・近 鉄グループホールディングス株式会社
・南海電気鉄道株式会社
・京阪ホールディングス株式会社
・阪 急電鉄株式会社
・阪神電気鉄道株式会社
・Osaka Metro
・Ｊ
 Ｒ西日本
J5-016 Down town of Japan OSAKA

・岡山市 プロモーション・ＭＩＣＥ推進課

・瀬 戸内観光汽船株式会社
・下
 津井シービレッジプロジェクト
・小豆島国際ホテル ・ ベイリゾートホテル
小豆島
・一 般社団法人小豆島観光協会
・総 社市産業部観光プロジェクト課
・高梁市

・愛 知県（日本忍者協議会）

・高梁川流域観光振興協議会

・伊 賀市（日本忍者協議会）

・
（公財）

高松観光コンベンション・ビ
 ューロー

・上
 田市（日本忍者協議会）

・て
 ぃーだ観光株式会社

・嬉野市（日本忍者協議会）

・津山市産業経済部観光振興課

・小田原市／風魔忍者（日本忍者協議会）

・一 般社団法人 矢掛町観光交流推進機構

・神奈川県／風魔忍者（日本忍者協議会）

・株式会社 矢掛屋

・甲賀市（日本忍者協議会）

・一 般社団法人 吉井川流域 DMO

・名張市（日本忍者協議会）

J6-011 DISCOVER WEST 連携協議会 西日本旅客
鉄道株式会社 公益社団法人日本観光振興協
会中国支部

・長 野県（日本忍者協議会）
・長 野市（日本忍者協議会）

・大
 阪観光局

・松 江市（日本忍者協議会）

・泉佐野シティプロモーション推進協議会

・三
 重県（日本忍者協議会）

・大
 阪城パークマネジメント

・東吾妻町（日本忍者協議会）

・堺観光コンベンション協会

・笠置町（日本忍者協議会）

・水
 都大阪コンソーシアム

J5-030 一般社団法人紀の川フルーツ観光局

・天 王寺公園・あ
 べのハルカス連合

J5-031 和歌山県熊野南紀連盟

・阪 急阪神ホールディングス

J5-032 アドベンチャーワールド

・万
 博記念公園マネジメント・パートナーズ・ニフ
レル・ガ
 ンバ大阪

J5-033 田辺市＆サンティアゴ・デ・コンポステーラ

・福岡県・福岡県観光連盟
・一 般社団法人 佐賀県観光連盟
・一 般社団法人長崎県観光連盟
・熊本県
・公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンター
・シ
 トラス観光協議会
・大
 分県
・大
 分市
・別府市
・宇佐市
・宮
 崎県観光推進課
・宮
 崎県観光協会
・都 城市商工観光部みやこんじょPR課
・小 林まちづくり株式会社

・薩摩川内市

・株式会社シモジマ（日本忍者協議会）

J5-014 株式会社 大地の恵

J7-005 一般社団法人 幡多広域観光協議会
J8-001 九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児
島・JR 九州）

・奈義町

J5-014 丸和運輸株式会社

・一 般社団法人 伊賀上野観光協会（日本忍者
協議会）

J7-005 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会

・大
 隅広域観光推進開発会議

J5-014 ニチニチ製薬株式会社

J5-014 桜エンターテイメントプロダクション

J7-005 一般社団法人 物部川DMO協議会

・丸
 亀市

J5-014 株式会社トライアード

J5-014 株式会社 ゴールデンブリッジ

J7-005 一般社団法人 高知県東部観光協議会

・観光かごしま大キャンペーン推進協議会

・新見市

・一 般社団法人 日本の寺子屋  （日本忍者協
議会 ）

J7-003 大歩危・祖谷温泉郷
J7-004 UNDICOVERED JAPAN にし阿波～剣山・
吉野川観光圏

・一 般社団法人 真庭観光局

・株式会社 エムトリップコーポレーション／忍
者ソース  （日本忍者協議会）

J5-014 紙TO和（株式会社庫内）

J7-002 ソラヤマいしづち

岡山県観光連盟

・いちき串木野市
J8-002 福岡観光プロモーション協議会・西日本鉄道株
式会社
・福岡商工会議所
・株式会社福岡ハイヤーサービス
・福岡観光プロモーション協議会
・西日本鉄道株式会社
・福岡県 柳川市
J8-003 糸島
・糸島市観光協会
J8-004 ゆふいんドローンの宿 TOKINOKAKERA
J8-005 一般社団法人 嬉野温泉観光協会
J8-006 佐賀県 嬉野市
J8-007 一般社団法人 奄美群島観光物産協会
・奄美せとうち観光協会
・あ
 まみ大島観光物産連盟
・あ
 まみシマ博覧会事務局
・喜界島観光物産協会
・お
 きのえらぶ島観光協会
・徳 之島観光連盟
・ヨ
 ロン島観光協会
J9-001 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
・A geshio Japan株式会社
・一 般社団法人粟国村観光協会

鳥取県観光連盟

・世
 界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之
島、沖縄島北部及び西表島」

島根県観光連盟

・沖縄観光バリアフリー情報

広島県観光連盟

・琉 球王国のグスク及び関連遺産群

山口県観光連盟

・伊 江村

・公益社団法人日本観光振興協会 中国支部

・久高島振興会

J7-001 四国

・一 般社団法人北中城村観光協会

・愛媛県

・古宇利オーシャンタワー（株式会社 名護パイン園）

・Ｊ
 Ｂ本四高速

・一 般社団法人南大東村観光協会

・香川県

・一 般社団法人宮古島観光協会

・公益財団法人高知県観光コンベンション協会

・公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団

J5-017 株式会社 大阪国際会議場

・ア
 ドベンチャークラブ ケイズ

・Ｊ
 Ｒ四国

・沖縄県酒造組合

J5-018 一般社団法人 阪南市観光協会

・ド
 ルフィンリゾート

・徳島県

・
（一財）

沖縄美ら島財団

・東 大阪ツーリズムエキスポ2019出展協議会
・KIX泉州ツーリズムビューロー

・一 般社団法人田辺市熊野ツーリズムビュー
ロー
J5-034 南紀熊野広域商工会東牟婁協議会
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・一 般社団法人沖縄市観光物産振興協会

・下
 呂市エコツーリズム推進協議会

・東南植物楽園

・上
 市町

・ス
 ポーツアイランド沖縄

・南丹市美山観光まちづくり協会

・～癒しの大自然～やんばる観光

・みちのく潮風トレイル

・渡 嘉敷村

・愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会

・八
 重山諸島
・一 般社団法人座間味村観光協会
J9-002 沖縄県地域ビジネス力育成強化事業
・う
 ふあがり島観光推進プロジェクト（沖縄県
北大東村）
・名護の魅力をつなげるまち元気プロジェクト
（沖縄県名護市）
・恩 納村リゾートウェディング活性化プロジェク
ト（沖縄県恩納村）
・竹富町の島々の地域資源活用によるブランド
創出事業（沖縄県竹富町）

S

主催者企画関係

S-001 食文化・酒
 蔵ツーリズムエリア
S-001-01 日本酒蔵ツーリズム推進協議会

・鳥羽市エコツーリズム推進協議会

S-011-01 沖縄ツーリスト株式会社

・S
 AKE CITY 東広島

S-011-02 株式会社ワールドトラベル

S-001-02 日本フードツーリズム協会
S-001-03 湯浅町

P-004 天文王国おかやま
P-005 一般社団法人 宙ツーリズム推進協議会

S-004 産業観光エリア

P-006 株式会社JTBメディアリテーリング

S-004-01 「醸」で味わう知多半島

P-010 舞洲スポーツ振興事業推進協議会（舞洲プロ
ジェクト）

S-004-02 公益財団法人 名古屋観光コンベンション
ビューロー

P-011 農泊（ＪＡ全農・農協観光・日本ファームステイ
協会）

S-004-03 公益社団法人日本観光振興協会 中部支部 名
古屋商工会議所

・朝日町民泊推進事業実行委員会

S-004-04 小松市

・ふじさと粕毛まちづくり協議会

S-004-05 自動車旅行推進機構

・一 般社団法人 まつうら党交流公社

S-004-06 シヤチハタ株式会社

・株式会社八幡平DMO

S-004-07 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会

J9-003 沖縄県読谷村

・Inaka Tourism推進協議会

J9-004 紺碧ザ・ヴィラオールスイート

・未 来ある村 日本農泊連合

S-004-08 北九州産業観光センター（北九州市・北九州商
工会議所・北九州観光コンベンション協会）

・う
 るまＤＭＯによる闘牛文化活性化プロジェ
クト（沖縄県うるま市）
・美と健康と賑わいのサンライズタウン・プロ
ジェクト（沖縄県与那原町）

K

航空・運輸

S-004-09 全国工場夜景都市協議会

・
（一社）

神石高原町観光協会

K-001 Tristar Worldwide Chauffeur Services

・K ADODE OOIGAWA株式会社

K-002 日本航空株式会社

・か
 わち夢楽（むら）

S-011 旅の広場

・沖縄県酒造組合

・丹 後天酒

P-003 内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進
本部事務局

S-010-05 CELESTYAL CRUISES
S-010-06 クリスタルクルーズ

S-004-10 鉄の道文化圏推進協議会
S-004-11 酒蔵酔って見っけ協議会（酒蔵観光協議会）

SG-01 旅のチカラで日本をもっと元気にしよう!!
U-01 公益財団法人日本財団パラリンピック
サポートセンター
IR

IRゲーミングEXP0 2019

IR-001 ゲンティン・シンガポール・リミテッド
IR-002 ラスベガス・サンズ
IR-003 ギャラクシーエンターテインメントジャパン株式
会社
IR-004 メルコリゾーツ&エンターテインメントジャパン
株式会社
IR-005 日本MGMリゾーツ・オリックス株式会社
IR-006 ラ・ヴォーグブティックホテル＆カジノ
IR-007 株式会社サンシティーグループホールディング
スジャパン
IR-010 株式会社レイ
IR-011 株式会社乃村工藝社
IR-012 Inside Asia Gaming
IR-013 カジノIRジャパン
IR-014 NPO法人依存学推進協議会

・小平町農泊ビジネス推進協議会

S-005 大学アカデミーエリア

IR-015 ハンターサイト株式会社

K-002 ワンワールド

・Landing in HAKUSAN

S-005-01 大阪国際大学 大阪国際大学短期大学部

IR-016 株式会社トータルプランニングオフィス

K-002 株式会社 ジャルパック

・ロハス越前

S-005-02 大阪観光大学

IR-017 和歌山県・和歌山商工会議所

K-003 関西エアポート株式会社

・一 般社団法人まめな

S-005-03 阪南大学 国際観光学部

K-004 日本空港ビルデング株式会社

・大
 館市まるごと体験推進協議会

S-005-04 国立大学法人和歌山大学 観光学部

IR-018 長崎県・佐世保市IR推進協議会・佐世保商工会
議所・長崎マリンIR推進協議会

K-004 東京国際空港ターミナル株式会社

・一 般社団法人 相差海女文化運営協議会

S0-05-05 追手門学院大学

K-004 東京モノレール株式会社

・
（株）

ルート黒島

S-005-06 立教大学 観光学部

K-004 京急グループ

・
（一社）

仙北市農山村体験推進協議会

S-006 スポーツ・アドベンチャーツーリズムコーナー

K-005 外務省 領事局

・塩田津みらい協議会

S-006-04 スポーツ庁

K-006 成田国際空港株式会社

・高取エクスペリエンス協議会

S-006-01 ヤマハ発動機株式会社

K-007 全日本空輸株式会社

・一 般社団法人 立山町観光協会

S-006-03 空手発祥の地・沖縄

K-007 ANAセールス株式会社

・宇久地域協議会

S-006-02 UMI協議会・公益社団法人 日本観光振興協会

K-007 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリ
ズム推進機構

・特定非営利活動法人やくも元気村

S-006-05 空手ツーリズムコンテンツ造成事業

・矢 祭町

S-006-06 スノーリゾートジャパン & マウント 6

P-012 民旅ツーリスト

S-007 全国ロケ地マップフェア2019
ジャパン・フィルムコミッション

・株式会社ジャルパック

L

ICT

L-001 株式会社ブランジスタ
L-002 (株）システムズナカシマ・(株）MAYASYSTEM
L-003 pamz.株式会社

M

TRAVEL IT

M-001 オーエージーアビエーションワールドワイドリミ
テッド
M-003 株式会社ブロードリーフ
M-005 株式会社 ウィ・キャン

N

ホテル・旅館・宿泊施設

N-001-01 アコー
N-001-02 フォーシーズンズホテルズアンドリゾーツ
N-001-03 ロッテホテル & リゾート
N-001-04 マリオット・インターナショナル・ラグジュア
リー・ブランズ
N-001-05 メリタス ホテルズ アンド リゾーツ
N-001-06 アウトリガー・ホテルズ&リゾーツ
N-001-07 シルクスホテルグループ・リージェント台北
N-002 ヒルトン・グランド・バケーションズ

O

協賛

O-001 株式会社ジェーシービー

P

関連企業・団体

P-001 文化庁（日本遺産）
P-002 環境省 自然環境局 国立公園課 国立公園
利用推進室
P-002 NPO法人 日本エコツーリズム協会
・阿蘇ユネスコ世界ジオパーク

P-014 西尾レントオール株式会社

S-008 リゾートウェディングコーナー

P-016 エンソウ アンゴ

S-008-01 GENIC

P-017 ドーミーイン/御宿野乃/Global Cabin

S-008-02 マイナビウエディング

P-018 株式会社帝国ホテル
P-019 一般社団法人 日本RV協会

S-008-03 株式会社ケリーアン

P-020 一般社団法人日本自動車連盟（JAF）

S-008-04 株式会社 JTB

P-021 スカパー JSAT 株式会社

S-009 ア
 ドベンチャーツーリズムコーナー

P-022 株式会社IKUSA

S-009-01 クアロア・ランチ・ハワイ

P-023 株式会社オマツリジャパン

S-009-02 ウェット アンド ワイルド ハワイ

P-025 一般社団法人 全国旅行業協会

S-009-03 シー・ライフ・パーク・ハワイ

P-026 CS放送「旅チャンネル」＆「カートゥーン ネット
ワーク」

S-009-04 ワイキキ トロリー
S-009-05 Blue Hawaiian Helicopters

P-027 一般社団法人全国レンタカー協会

S-009-06 クライムワークス・ケアナファーム

P-028 カラクル

・エアアジア

P-029 日本茶業体制強化推進協議会

S-009-07 ロバーツ ハワイ

・日本茶業体制強化推進協議会【お茶の京都
DMO】

S-009-08 ポリネシア・カルチャー・センター
S-009-09 アンドユークリエーションズ/ドルフィン&ユー

・日本茶業体制強化推進協議会【（公社）京都
府茶業会議所】

S-009-10 戦艦ミズーリ記念館

・日本茶業体制強化推進協議会【静岡市農業
政策課】

S-009-11 西表島・石垣島・宮古島 ADVENTURE PiPi
S-009-12 クック諸島観光局

・日本茶業体制強化推進協議会【霧島茶・知覧
茶を辿るGSEかごしま茶産地ツアー】

S-010 クルーズコーナー

P-030 株式会社ベネフィット・ワン

S-010-01 セレブリティクルーズ

IR-019 一般社団法人ちばの未来
IR-021 株式会社ブライト・日本カジノスクール
IR-023 綜合警備保障株式会社
IR-024 前田建設工業株式会社

DF FC フードコーナー
DF

どんぶり選手権

DF-001 金獅子精肉店
DF-002 鱗幸食品株式会社
DF-003 和食三吉
DF-004 味の梅ばち
DF-005 あじせん
DF-006 食匠 なる花
DF-007 秩父駅弁研究会
DF-008 小田原 魚河岸 でん
DF-009 名古屋 鳥開
DF-010 鰻ま屋
DF-011 ココロ焦ガレ
DF-012 鮮魚 創作和食 旨い酒 bodai
DF-013 KOH株式会社
DF-014 ドン★ぶり屋
DF-015 白水乃蔵
DF-016 豊後水道かまえ直送活き粋船団
FC

ワールドグルメコーナー

FC-010 空飛ぶマレーシアのパン ロティチャナイ
FC-011 グリーンエージェント
FC-012 Myanmar Restaurant Association
FC

関西うまいものコーナー

FC-001 らーめん小僧
FC-002 麺や 齋とう
FC-003 らーめん やまふじ
FC-004 麺や 清流
FC-005 セアブラノ神
FC-006 麺や 福はら

P-031 株式会社沖データ

S-010-02 ピースボート地球一周の船旅

FC-007 龍旗信

P-032 株式会社SKYTREK

S-010-03 Poseidon Expeditions

FC-008 たこ家道頓堀くくる

P-033 日本ヘリシス

S-010-04 シルバーシー・クルーズ

FC-009 お好み焼 千房
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