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第３回全旅連正副会長会議開催
耐震改修促進法に関する委員会設置へ

生衛課長が風営法の一部改正について説明

全旅連は9月24日、全旅連会議室で平成 26 年度第3
回正副会長会議を開催した。議事前には厚生労働省健
康局衛生課の稻川課長が6月24日に閣議決定された「ダ
ンス営業等に係る風営法上の規制の見直し」について説
明した。
これは、国民の意識の変化等を踏まえ「客にダンスをさ
せる営業に対する規制の見直しをおこなう。
」そして「これ
に併せ、客にダンスや遊興をさせ、酒類を提供する営業
について、一定の要件の下で深夜に営むことができるよう
にすることとする。
」の2点。
特定遊興飲食店営業の許可を受けられる地域は条例
で定める地域内にある場合のみとなっているが、当該地
域内にない場合であっても、ホテル等の施設内に所在す
る場合は、許可を受ければ営業は可能。なお、特定遊興
飲食店営業に関する風営法の罪を犯した場合も、これま
でと同様に旅館業法第 8 条の許可の取消等の対象とする
としている。この法律は平成 27年1月に施行され、都道
府県において条例化されるのは同年の6月ころとみられて
いる。
議事に入り、
【協議事項】は①ビジネスホテルチェーン
の一括入会における年会費に関する協議 ②平成 28 年度
全国大会開催地は「5 年に一度、本部主催により東京で
開催」となっていることから、東京での開催となるが、東
京都組合との連携についての検討 ③中華民国旅館商業
同業公会全国聨合会（徐銀樹会長）との交流事業 ─など
についてで、いずれもどういう形で実施していくのかにつ
いて詰めていくことになった。
また、厚生労働省が国民の健康寿命を延伸する社会の
ために取り組むこととして挙げているものの中に「健康増
進・予防への取組を促すためのインセンティブ」があるが、

議 事 の前に厚労 省の 稻 川
生活衛生課長が「ダンス営
業に係る風営法上の規制の
見直し」について説明した

その一環として特定健診等の結果、糖尿病が疑われる者
等を対象とした「宿泊型新保健指導プログラム（仮称）」(ホ
テル・旅館等を活用して行う滞在型の新しい保健指導プ
ログラム)の開発・普及促進に対して、全旅連としてどのよ
うに参加していくかを今後考えていくことになった。
【審議事項】では、①株 式会社ＪＴＢビジネスイノベー
ターズの協定商社新規入会②全旅連耐震改修促進法検
討委員会（仮称）の設置と委員候補者（4頁に関連記事）
③次期・会長選挙における全旅連会長の立候補・選挙
に関する要綱の改定── などをそれぞれ承認。
【報告事項】では、①役員一部異動＝新常務理事に渡
邊幸一、新監事に前川為夫の両氏の就任②耐震改修法
改正における知事への要望取りまとめ結果並びに青年部
陳情活動③経営改善金融委員会による「リスクマネジメン
トセミナー」の開催④シルバースターガイドブックの発刊⑤
全国旅館業厚生年金基金の解散（残務処理は1年半）⑥
広島の土砂災害被災者支援での宿泊条件（1泊 3 食）は、
市が7000 円と提示⑦否決された「空き部屋に外国人の宿
泊を認める大阪市の条例案」⑧国家戦略特別区域法によ
り外国人滞在施設に旅館業法を適用除外することは認め
ないでほしい」とする東京都組合の陳情──などが報告
され、了承された。

まんすりー全旅連情報 2014. 11

1

第 22 回全旅連青年部全国大会
【維新伝心】〜青年部（われら）の共創力（ちから）で未来を拓こう〜

県部長の入場︵登壇︶に続いて︑部長︑
副 部 長︑監 事︑常 任 相 談 役︑そ し て
全国大会実行委員長ら執行部の入場

「みんなが主役」自ら学ぶ全国大会「大人の修学旅行」

都プロジェクトin 京都

「大会を通して多くを学
び、また多くの仲間と絆
を深めてほしい」とあい
さつする山口部長

全 旅 連青 年 部（山口 敦 史

左から五つの分科会の中の一つ︑次期ブロック長らの登壇︑展示会場︑旅館
甲子園のファイナリスト発表︑ゴールドアワードの新潟県とプラチナアワー
ドの島根県松江支部

あいさつする左から佐藤会長、山田京都府知事（代理・山下副知事）
、門川京都
市長、田中衆議院議員、石原観光産業課長、福田青年部ＯＢ会長

部 長）は10月8日、第22 回 全
旅連青年部全国大会「都プロ
ジェクトin京都」を京都市勧業
館「みやこめっせ」で 開 催し
た。テーマは「
『みんなが主役』
自ら学ぶ全国大会『大人の修

固い握手を交わす山口部長と桑

学旅行』
」
。式 典、褒賞発 表、 田次期部長

分科会、大懇親会と濃密で魅力的なプログラムが展開
された。褒賞発表で示された全国各地域の事業活動、
そして、この1年半で進めてきた各委員会による活動
など有益な情報を共有する場として作り上げられた同
大会は、まさに「みんなが主役」となった。平成 25・26
年度青年部が掲げる「
『維新伝心』〜青年部（われら）
の共創力（ちから）で未来を拓こう」の活動テーマは、
輝ける宿文化の上に立って大胆な変革を目指していく
都である京都での全国大会は大きな成果を残すものと
なった。
式典は県部長入場セレモニーのあと開会宣言が行
われ、山口部長のあいさつ、佐藤会長、来賓らの祝辞
と続いた。山田啓二京都府知事（代理・山下副知事）、
門川大作京都市長、田中英之衆議院議員、石原大観
光庁観光産業課長、福田朋英青年部 OB 会長らはい
ずれも青年部の高い志と情熱に敬意を示しながら、果
敢な行動を称えるものであった。

懇親会では最後に出向者らがステー
ジ に 集 合︑
﹁み ん な が 主 役﹂の 全 国 大
会は満面の笑顔で幕を閉じた

ものであり、日本の伝統文化を今に伝えるいにしえの

抱負を語り、会場からは盛大な拍手が送られた。
式典終了後はブース見学・分科会（5 会場）へと会場

全国各地の青年部の活性化を推進するために設置

を移動し、知見を広めた。懇親会は京都ならではの格

された全国大会褒賞授賞式では、37 本の事業の中か

調高い伝統芸能である祇園甲部芸子の総勢 17名によ

ら、青年部 OB 会賞やマスコミ各社賞のあとの青年部

る手打ち式で始められた。式典に続き、再度駆けつけ

賞（合計 6 つの賞）では県・ブロック活動としてのゴー

た門川京都市長は京都の伝統文化について語るととも

ルドアワードを新潟県が受賞。また、地域活動として

に、
「訪れたい世界の都市ランキングで京都市が日本

のプラチナアワードは島根県松江支部青年部が受賞し

の都市で初めて1位に選ばれた」と喜びを語りながら

た。続いて次期部長発表では、桑田雅之氏が力強く
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「皆さまの御入洛を心から歓迎します」と述べた。

青年部長御礼

京都実行委員会御礼

この度は全 旅 連青

10月8日、京都で開催されました第 22 回全旅連青

年 部 第 22 回 全 国 大

年部全国大会には全国よりたくさんの関係者の皆様

会都プロジェクトin 京

にご参加いただきました。開催地の青年部として厚く

都に、京都市長 門川

お礼を申し上げます。

大作様をはじめ多くの

誠にありがとうございました。

ご来 賓の 皆 様、佐 藤

当日は朝からすがすがしい秋晴れの空に恵まれてス

信幸会長をはじめとす

タートし、最終最後のブロックナイトまで盛況の内に終

る全 旅 連 役 員の 皆

えることが出来たと感じておりますが、ご参加の皆様

様、また、福田朋英会

はどのようなご感想をお持ちでしょうか？

長をはじめとする全旅

受入の京都府は前日の前夜祭、当日は懇親会での

山口青年部長

連青年部ＯＢ会の先輩方にお集りいただき誠にありが

お料理やアトラクション、ブロックナイトを担当させて

とうございました。

いただきました。準備不足は反省点として否めません

そして、全国各地より多くの青年部員の皆様にご登
録、ご参加いただきましてありがとうございました。

が、それぞれの場面で全旅連青年部の出向者の皆様
に助けられながらも連携し合うメンバーの姿に青年部

お陰様で、820 名を超えるご登録、68 社の協賛企
業様のご協力をいただき、総勢 1000 名を超える皆様
と共に本大会を盛会のうちに終える事ができました。

の団結力を垣間見られた気がします。それだけでも大
きな収穫であったと感じています。
この経験を京都府の青年部活動に生かし、全国の

これも偏に皆様方のご指導・ご協力によるものと心よ

皆様にお返し出来るよう努めていくことをお約束しまし

り感謝申し上げます。

て、今回のお礼に代えさせていただきます。

今大会は【
「みんなが主役」自ら学ぶ全国大会「大

京都府部長 幾世 英磨

人の修学旅行」
】のテーマのもと開催いたしました。大

大会実行委員長 山本 卓治

会を通して、自らが主役となり、積極的に学び、そして

近畿ブロック長 奥村 昌信
幾世京都府部長と山本大会実行委員長

新たな繋がりの中からお宿や地域がさらに活性化する
きっかけとなれば主催者としてこの上ない幸せです。
結びになりますが、今大会を無事に終えることがで
きましたこと、関係各位にあらためて感謝申し上げ、
御礼の言葉とさせていただきます。
ありがとうございました。
全旅連青年部長

山口敦史

拝

奥村近畿ブロック長

集合写真（神事）
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耐震改修促進法検討委員会開催
右から全旅連の瀧副会長︑佐藤会長︑小原顧
問︵委員長︶︑大木会長代行︑野澤会長補佐の
各委員と清澤専務理事

改正耐震改修促進法での問題整理と解決図る
陳情活動など政治的課題としての取組みも強化

平成 26 年度第3 回正副会長会議での承認を受けて
設置された全旅連耐震改修促進法検討委員会（小原
委員長、4人の委員で構成）の第1回会議が10月17日、
全旅連役員室で行われた。耐震改修促進法の法改
正によって大きな波紋が広がる中、同検討委員会は未
整理の情報を整理し、それによって全旅連としての今
後の対策活動を強化していくために設けられた。

会議では制度の運用についても議題とされた。この

「遅れている地方公共団体の補助制度の整備・充

中で耐震診断では、所管行政庁（県・市）に提出する

実」や改修に当たって新しく派生する「耐震マーク問

診断の結果報告には多くの地方公共団体に於いて建

題」
、また、耐震促進法の対象が1000㎡の建物まで

築士（構造）が行った耐震診断書と共に、その妥当性

順次、適用される可能性 (耐震促進法と関連のある災

を判定する第三者判定機関とされている耐震判定機関

害対策基本法では、1000㎡以上の耐震化は努力義務

の評価書（耐震診断判定の手数料が高額となってい

と明記されているが、東日本大震災以降、5000㎡の

る）の添付が必要であるとされている点については、

建物について「努力義務」の「努力」が外れて「義務」

所管行政庁の取扱いや必要性等を含め問題視してい

化されたという経緯がある)など業界にとっての課題は

く考えだ。次回同検討委員会は11月18日に開催する。

数多い。

御嶽山噴火の情報収集について
9月27日御嶽山噴火関係の情報収集、
情報提供に下記ＨＰを
ご活用ください。
また、
宿ネットでは
「火山登山者向けの情報提供
ページ
（気象庁）
」
のリンクを掲載して紹介しています。
内閣府HP▶http://www.bousai.go.jp/
国土交通省HP
▶http://www.mlit.go.jp/saigai/saigai̲140927.html
気象庁HP
▶http://www.jma.go.jp/jma/menu/h26mt̲ontake-menu.html
観光庁HP
▶http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01̲000157.html

第6回観光庁長官表彰

全旅連では、9月22日、第1回会長選挙管
理委員会（住友武秀委員長）を開催、次年度
の役員改選に向け、会長立候補に関する要
綱等について審議した。
立候補受付期間は、11月１日(土) 〜 28日
(金)とし、10月1日に立候補に関する告示を
行った。

「にいがた朝ごはん」プロジェクト、
「にいがた地酒の宿」プロジェクト

10月1日、国土交通省にて
第 6 回観光庁長官表彰式が
行われ、観光 庁久保 成人長
官より、魅力ある観光地づく
りやその魅力の発信、訪日外
国人 旅行客の誘致など、観
光の振興、発展に貢献し、そ
の業績が顕著であるとして新
潟県旅館ホテル生活衛生同業組合が取組んだ「『に
いがた朝ごはん』プロジェクト」、
「『にいがた地酒の
宿』プロジェクト」が表彰を受けた（写真）。表彰式
には、野澤幸司新潟県組合理事長（ホテル小柳：湯
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第1回
会長選挙管理委員会開催

田上温泉）と柳一成新潟県組合常務理事（ひなの
宿千歳：松之山温泉）が出席した。
功績概要としては、
「地域に内在する価値をアート
を媒介として掘り起こし、その魅力を発信して地域
再生の道筋を築く『大地の芸術祭』に着想を得つ
つ、県内の宿泊施設、生産者、加工業者が力を合
わせて、日本有数の米所・新潟の美味しいお米を、
宿泊客にしっかりと朝食で味わってもらい、また、
夕食時にはそのお米を使った地酒を提供する『にい
がた朝ご飯』
・
『にいがた地酒の宿』プロジェクトを実
施し、地域の食文化の再発掘・継承、地域の魅力発
信に寄与。」となっている。

地域別最低賃金額改定

省庁便り

全ての都道府県の地域別最低賃金額が下表のとおり改定され、平成 26 年10月1日から順次改定額が発効します。
必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も。

平成 26 年度地域別最低賃金改定状況
都道府県 時間額
【円】引上げ額
【円】 発効年月日

北海道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
新 潟
富 山

748
679
678
710
679
680
689
729
733
721
802
798
888
887
715
728

14

H26.10.8

14

H26.10.24

13

H26.10.4

14

H26.10.16

14

H26.10.5

15

H26.10.17

14

H26.10.4

16

H26.10.4

15

H26.10.1

14

H26.10.5

17

H26.10.1

21

H26.10.1

19

H26.10.1

19

H26.10.1

14

H26.10.4

16

H26.10.1

都道府県 時間額
【円】引上げ額
【円】 発効年月日

石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
鳥 取
島 根

● 厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp

718
716
721
728
738
765
800
753
746
789
838
776
724
715
677
679

14

H26.10.5

15

H26.10.4

15

H26.10.1

15

H26.10.1

14

H26.10.1

16

H26.10.5

20

H26.10.1

16

H26.10.1

16

H26.10.9

16

H26.10.22

19

H26.10.5

15

H26.10.1

14

H26.10.3

14

H26.10.17

13

H26.10.8

15

H26.10.5

都道府県 時間額
【円】引上げ額
【円】 発効年月日

岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄

719
750
715
679
702
680
677
727
678
677
677
677
677
678
677

16

H26.10.5

17

H26.10.1

14

H26.10.1

13

H26.10.1

16

H26.10.1

14

H26.10.12

14

H26.10.26

15

H26.10.5

14

H26.10.4

13

H26.10.1

13

H26.10.1

13

H26.10.4

13

H26.10.16

13

H26.10.19

13

H26.10.24

● 最低賃金に関する特設サイトhttp://www.saiteichingin.info/

補助犬同伴のお客様への応対について
2002 年10月1日より身体障害者補助犬法が施行さ

た部分、及び補助犬に関わる最低限の障害者対応に

れ、すべての公立施設及び公共交通機関はもとより、

ついてのマナーや接客方法についてまとめた身体障害

2003 年10月から個人店舗、デパート、宿泊施設、映画

者補助犬受入マニュアル＜事業者編＞を作成した。補

館やレジャー施設など、すべての民間施設でも補助犬

助犬の説明から始まり、補助犬の受け入れ、補助犬使

（身体障害者補助犬）の同伴者の受け入れが義務づけ

用者への対応、トラブルとその対処、事業者別受け入

られている。補助犬は、目や耳や手足に障害のある方

れ体制では宿泊施設の項目もあり、基本的な受入体制

の生活の手伝いをする、
「盲導犬」
・
「聴導犬」
・
「介助犬」

のほか、チェックイン時、室内での対応（下記に一部抜

のこと。身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、

粋して掲載）、大浴場の利用に関する対応などについて

特別な訓練を受けている。障害のある方のパートナー

掲載されている。

であり、ペットではない。

補助犬受入マニュアルの詳細はＨＰ（URL:http://ww

補助犬同伴のお客様への応対について特定非営利

w.jsdra.jp/manual-jigyo.html）で紹介されている。

活動法人日本介助犬アカデミーでは、補助犬に特化し
和室の場合

部屋の上がり口の板の間のところな
どにマットなどを敷いて休ませます。

洋室の場合

畳の上にマットなどを敷いて
休ませます。

マットなどを敷き、使用者に
指示された場所で休みます。

※マットは使用者が持参します。

েણୋেੌ়
ણਤা५টشफ़থ

組合員倍増！
一人が一人を誘おう！

地域密着！
衛生的で快適な国民生活を支えよう！
まんすりー全旅連情報 2014. 11
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第17回「人に優しい地域の宿づくり賞」受賞者紹介
優秀賞

伊香保温泉旅館協同組合婦人部お香女会
「『ほっ』
とする
『おもてなし』
で 15 年 ! 〜女将によるお茶
入れサービス〜」
神社まで続く伊香保（群馬県）の石段街は 365 段。そ

優秀賞

今津サンブリッジホテル
「養護学校へのおもてなし慰問を通じて “ひろめる役割”
参加型地域貢献活動『高島のエコでええとこ再発見』」
今津サンブリッジホテル（滋賀県高島市）は 2009 年、

の中腹にあるポケットパークでは毎年 4月下旬 〜 11月上

CO 2 削減分を排出権として売却できる国のクレジット制

旬の毎週日曜日に「一休みしてください」と、わずかな時

度事業に承認されたことから、この CO 2 削減で得た収

間ではあるが、女将によるお茶入れサービスが行われて

益で数々の慰問活動などを行い、地域貢献に努めてい

いる。

る。今年 3月3日に行った「ひな祭りおもてなし慰問」で

これは、伊香保温泉旅館協同組合婦人部お香女会

は、支配人やコックらホテルマン18人が同校に出向き、

（おかめかい）が温泉のイメージアップを図るため、8 年前

地元産食材を使った料理（フルコースの昼食）を生徒

から行っている事業で、今年は 24人の女将と若女将が

児童計 79人に対してホテル同様にサービスした。料理

交代で 2人ずつペアを組み、野だて傘を立て、お香女会

で使用した完全無農薬野菜は、ホテルが契約している

オリジナルの香をたいて、笑顔とともにおいしい湧水を

高城農園で養護学校生徒が種まきしたもの。これは生

使った茶湯を提供。また、寒い日には温かい麦茶を、暑

徒児童にとっては格別なもので、口々に「おいしい」と

い日には冷たい麦茶を用意して温泉客に振舞っている。

完食していた。

小さなステージを設け、ポップス尺八教室のみなさん

他にも、文化活動の輪も広げようと、市内で活動する

に演奏してもらって楽しい空間を演出したり、伊香保温

「はまヨシ笛の会」のみなさんを招待し、葦笛づくりを教

泉のキャラクター「いしだんくん」に駆けつけてもらった

えてもらい、葦笛ミニコンサートも実施した。それは身

りして、石段街を上り下りする温泉客の疲れを癒しても

近な文化交流を通じてびわ湖の環境について学ぶ絶好

らうことにも努めている。また、女将たちは温泉客の求め

の場となり、多くのマスコミがこれを取材した。

に応じて石段街をバックに一緒に写真に納まったり、

ホテルでは、目指すべきCSR（企業の社会的責任）

シャッターを押す役を買って出たりしながら、伊香保温

活動に向かって、スタッフが楽しみ、働く意欲を感じ、

泉の思い出づくりにも一役買っている。

喜んでもらうことによって自身が喜ぶといった取り組み

お香女会のみなさんは
「はじめのころは近隣店舗の人

を全員参加で持続させているという。同ホテルでは今、

たちから様々なことを言われましたが、
今では積極的に

高島の風土・歴史・文化から生まれた 高島の良さ の

応援してくれており、
何よりも
『地域ぐるみ』
のおもてなし

再発見や地域のコミュニケーションの輪作りに力を注い

ができることを大変うれしく思っています」
と語っている。

でいる。

お茶入れサービス
の様子

写真撮影の
お手伝い
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おもてなし慰 問
の様子

契約農家での
種蒔きの様子

全旅連会議開催

経 営 ワンポイントアドバイス

「まんすりー」経営改善講座

【10月】
７日（火）
●全旅連青年部常任理事会 他
於：みやこめっせ（京都府京都市）
８日（水）
●第 22 回全旅連青年部全国大会 in 京都
於：みやこめっせ（京都府京都市）
１７日（金）
●耐震改修促進法検討委員会
２８日（火）
●生活衛生功労者表彰式典
於：ホテルニューオータニ（東京都千代田区）
２９日（水）
●都道府県組合事務担当者研修会
於：砂防会館（東京都千代田区）
３０日（木）
●経営・金融委員会リスクマネジメントセミナー
於：札幌千代田ビル（北海道札幌市）

「人に優しい宿」キャンペーン スタート！！
全旅連シルバースター部
会では、アンケートに答える
と、全旅連オリジナル「ハロ
ーキティ」プチタオル（１セ
ット４枚入り）
がもらえる「人
に優しい宿」シルバースター
キャンペーンを実施します。
（11月1日〜2015年2月28日）

渡邉
渡邉 清一朗
清一朗

「他人ごとじゃない」
この稿が皆様の手元に届く頃には一連の大臣辞任
劇は落ち着いてはいるだろう。親から受け継いだ政治
団体の政治資金収支報告書の記載を巡ってのドタバタ
劇。親の代から信頼していた人間がやったことなので、
知らなかったでは済まされないと辞任に至った。
でも、本当は知らなかったんだよね。知らなかった
というよりは自らチェックすべきことを怠った。以前は
人任せで通用したかもしれないが、時の流れを読み
誤ったのかもしれない。少し前の時代に同じようなこ
とが原因で同じように職を失った人たちがいたという
のに、自らの怠慢が原因で同じ過ちを起こしてしまっ
た。なんともがっかりな話ではある。
でもこの話、私たちの周りの日常でも起こっている
ことだと思いませんか。親から受け継いだ会社の面倒
くさいことは古参の社員に任せ、決算などの数字の把
握や銀行交渉は自ら行うことがない。大臣のように第
三者から指摘されて辞任するようなことにはならない

プチタオル（1セット4枚入り）
背景色：ピンク・ブルー・
パープル・イエロー
サイズ／ 200×200 ㎜

お知らせ
今後のまんすりー発行スケジュールの変更
平成 27年 3月までのまんすりー発行スケジュ
ールは以下のとおりとなります。
12 月号（12 月1日発行）
、1・2 月合併号（1月
1日発行）、3月号（3月1日発行）
※2月1日発行はありません。

かもしれないが、会社の場合は業績不振や倒産の危
機に瀕することにもなりうる。政治家であれば実力や
支援者の力次第で復権もありうるかもしれないが、会
社経営者の場合は会社がなくなれば再スタートは相当
の困難を乗り越えるための覚悟と努力と周りの支援が
必要となる。件のドタバタ劇、他人ごとではない。
質問・相談は
watanabe@yadonet.ne.jp 携帯（090-3322-7208）
または、全旅連事務局（03-3263-4428）までどうぞ。
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全旅連協定商社会 名簿

ジュータンのメンテナンス 〒171-0052 東京都豊島区南長崎６−８−１０
（シミ
・汚れにSUPER ３S） 加藤 卓
ホテル旅館向け各種インタ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町１−３−１ 三恵ビル８F
（株）
トランスネット
ーネットソリューション販売 ホテル旅館事業部 マネージャー 土方 昇
生命保険コンサルティング 〒107-0004 東京都千代田区大手町１−7−2 東京サンケイビル31F
ソニー生命保険（株）
他
東京中央LPC第3支社 部長 中野 秀嗣
〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1−28−1
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 損害保険
営業企画部 市場開発室 担当課長 古川 強志
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３−８−１２ ８階
丸八真綿グループ（株）マルハチプロ 丸八真綿寝具販売他
営業部 辻 雄太
（東日本担当）
〒107-0051 東京都港区元赤坂１−２−３ 赤坂見附MTビル
ソフトドリンクメーカー
東部広域自販機開発部 部長代理 大沼 潔
サントリーフーズ（株）
清涼飲料用自動販売機の
（西日本担当）
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島2−2−2 近鉄堂島ビル18階
【サントリーコーポレートビジネス
（株）
】 設置
西部支社 法人営業部 部長代理 桑田 美仁
〒100-6640 東京都千代田区丸の内１−９−２
旅行雑誌じゃらん、
（株）
リクルートライフスタイル
旅行営業統括部 事業推進部 営業推進グループ 山内 未来
じゃらんnet等
客 室 木 部 白 木 再 生、
各 種 〒414-0055 静岡県伊東市岡１２７４−９
（株）
セラミックテクノロジー
浴場等の各種再生
松坂 博行
旅館ホテル客室等のリフォ 〒163-0833 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 新宿ＮＳビル
ミサワホーム㈱
ーム・新築
販売企画部 全旅連担当課長 田崎 裕治
〒141-8701 東京都品川区北品川５−５−２６
カラオケ機器
（DAM）
（株）第一興商
エルダー事業開発部 営業課 牧野 茂
音響・映像関連機器
ガス の 製 造、
供 給 及 び 販 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3-5-11
大阪ガス
（株）
売、
ガス機器の販売
エネルギー開発部営業開発チーム 課長 和田 荘
〒171-0033 東京都豊島区高田3−23−23 高田本部ビル8F
家電製品全般
（株）
コジマ
営業本部 法人営業部 主任 古内 隆宏
カラオケ機器（JOYSOUND, 〒105-0011 東京都港区芝公園２−４−１ 芝パークビルＢ館８F
（株）エクシング
直販営業部法人開発Ｇ 峰山 直治
UGA）音響・映像関連機器
空調機の高圧洗浄及びク 〒184-0013 東京都小金井市前原町５−１−１４ 北多摩建設会館1F
（株）
まごのてライフサービス
リーニング
専務取締役 粟野 和司
〒104-0061 東京都中央区銀座5−3−16
旅館賠償責任保険
東京海上日動火災保険（株）
旅行業営業部 営業第一課 課長代理 渡邉 典昭
〒990-0033 山形県山形市諏訪町１−１−１ センチュリープレイス山形
組合員向各種損害保険
AIU損害保険（株）
山形支店 支店長 菅原 勲
音楽・映像放送事業、
防犯 〒151-0071 東京都渋谷区本町6-34-6 キャンシステム幡ヶ谷ビル2F
キャンシステム
（株）
営業開発本部 関東地区直轄営業部 課長 照井 雄三
カメラ事業等
〒140-0002 東京都品川区東品川４−１３−９ 楽天タワー2号館
楽天（株）
予約サイト楽天トラベル等 トラベル事業 国内営業部 吉崎 弘記
予約サイト運用業務代行サ 〒220-8120 神奈川県横浜市西区みなとみらい２−２−１
（株）宿泊予約経営研究所
横浜ランドマークタワー２０F 営業企画室 統括マネージャー 北薗 勇人
ービス
ホテル・旅館専用宿泊管理 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町10−17 本町第一ビル
（株）ユーコム
坪田 達摩
業務支援システム
予約・販売管理システムＴ 〒105-0021 東京都港区東新橋2−3−3 ルオーゴ汐留8F
（株）
シーナッツ
システムソリューション本部 営業グループ 田代 一義
Ｌ−リンカーン
ペンタブレット端末を活用 〒160-6131 東京都新宿区西新宿8−17−1 住友不動産新宿グランドタワー31F
（株）
ワコム
タブレット営業本部 マーケティング部VMGr.マネージャー 中逵 隆司
した宿帳の電子化
自動麻雀卓・イス・サイドテ 〒164-0003 東京都中野区東中野2−1−2
（株）
アルバン
営業部 須浦 正裕
ーブル等
〒140-8602 東京都品川区東品川2−3−11 JTBビル17階
宿泊予約サイト
（株）i.JTB
るるぶトラベル販売部 営業推進担当部長 清水 隆
るるぶトラベル
〒107-6211 東京都港区赤坂9−7−1 ミッドタウン・タワー
Yahoo!トラベル
ヤフー（株）
国内宿泊予約
ショッピングカンパニー 事業推進本部 ビジネス開発部 リーダー 大辻 琢磨
〒163-0235 東京都新宿区西新宿2−6−1 新宿住友ビル 35F
宿泊予約サービス
近畿日本ツーリスト個人旅行（株）
e宿泊事業部 営業推進グループ 鶴岡 潤一
e 宿（いーやど）
クラウド型業務システム、
自社HP予 〒140-8602 東京都品川区東品川2−3−11 JTBビル6階
（株）JTBビジネスイノベーターズ
約決済システム、外貨取扱支援など PMS事業部 事業推進室 東日本営業所長 坪根 豊
〒116-0002 東京都荒川区荒川７−１９−１
三菱電機ビルテクノサービス
（株）
エレベータ設備・管理
東京支社 業務統括部 参事 倉場 和紀
〒108-0023 東京都港区芝浦3−2−16 田町イーストビル1F
（株）
フジ医療器
マッサージチェア
商経営業部 企業担当ユニット 鈴木 哲治

システム・シャイン・サービス
（株）

協賛

TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

03-5996-5407
03-5996-5435
03-6681-3140
03-6686-1039
03-4334-5203
03-4334-5213
03-5789-6450
03-5789-6449
045-471-0818
045-475-0822
03-3479-1528
03-3479-2104
06-6346-1164
06-6345-5768
03-6835-6240
03-6834-8784
0557-48-6026
0557-38-6557
03-3349-8044
03-5381-7832
03-3280-6821
03-3280-0962
06-6205-4674
06-6202-2190
03-6907-3116
03-6907-2996
0120-992-173
03-6848-8186
042-388-5123
042-316-1427
03-5537-3491
03-5537-3471
０23-633-8282
023-633-8353
03-5358-8650
03-3377-2168
050-5817-3369
03-6670-5253
045-227-6505
045-227-6507
086-234-7343
086-234-7333
03-5404-6702
03-5404-6706
03-5337-6706
03-5337-6514
03-3227-1190
03-3227-1150
03-5796-5675
03-5796-5863

TEL 03-6440-6732

推奨

TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

03-6733-5110
03-6733-5353
03-5796-5955
03-5796-5972
03-3803-7319
03-3803-5234
03-3769-6600
03-3769-6601

（平成 26 年 10月1日現在）

