
【（公社）栃木県観光物産協会　会員名簿】 　　　　　　　　　　　　　　　　（令和4年7月1日時点）　

業種 会員名 代表者名 〒 住所 電話番号

交通機関 関東自動車株式会社 吉田　元 321-0934 宇都宮市簗瀬４丁目２５－５ 028-634-8131

交通機関 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社　営業部 杉山　史則 330-9555 埼玉県さいたま市大宮区錦町434番地4 048-642-7384

交通機関 東武鉄道株式会社 池田　直人 131-0045
東京都墨田区押上2-18-12
営業部営業推進課

03-5962-2356

交通機関 全日本空輸株式会社東京支店 原田　祐美 103-0027
東京都中央区日本橋2－14－1　フロントプレイス日
本橋

050-3815-5279

交通機関 那須中央観光バス株式会社 関根　浩友 325-0001 那須郡那須町高久甲4008-10 0287-62-5151

交通機関 野岩鉄道株式会社 二瓶　正浩 321-2521 日光市藤原326-3 0288-77-2355

交通機関 真岡鐵道株式会社 石坂　真一 321-4306 真岡市台町2474-1 0285-84-2911

団体 （一社）栃木県旅行業協会 國谷　一男 320-0031 宇都宮市戸祭元町2-9 028-622-0682

団体 栃木県旅館ホテル生活衛生同業組合 君島　則夫 320-0812
宇都宮市一番町3-17
福田ビジネスビル1階

028-636-7246

団体 栃木県酒造組合 尾崎　宗範 320-0033 宇都宮市本町12-31 028-622-5071

団体 協同組合宇都宮餃子会 平塚　康 320-0026
宇都宮市馬場通り2-3-12　MEGAドン・キホーテラ
パーク宇都宮店3階

028-633-0634

団体 一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 菊地　秀俊 321-0905 宇都宮市平出工業団地9-25JAビル5階 028-616-8787

団体 （公財）栃木県民公園福祉協会 熊倉　一臣 321-0152 宇都宮市西川田4-1-1 028-659-5868

団体 （公財）栃木県農業振興公社 渡邉　和明 320-0047 宇都宮市一の沢2-2-13 028-648-9511

団体 （一社）栃木県建設業協会 谷黒　克守 321-0933 宇都宮市簗瀬町1958-1 028-639-2611

団体 栃木県中小企業団体中央会 齋藤　高藏 320-0806
宇都宮市中央3-1-4
栃木県産業会館3階

028-635-2300

団体 栃木県商工会連合会 福田　徳一 320-0806
宇都宮市中央3-1-4
栃木県産業会館6階

028-637-3731

団体 栃木県農業協同組合中央会 菊地　秀俊 321-0905 宇都宮市平出工業団地9-25 028-616-8600

団体 （公財）栃木県産業振興センター 美野輪　茂 321-3226 宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号 028-670-2600

団体 （一社）栃木県食品産業協会 増渕　正二 320-0047 宇都宮市一の沢2丁目2番13号 028-648-4609

団体 栃木県職員生活協同組合 國井　隆弘 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2530

団体 （公社）とちぎ環境・みどり推進機構 増渕　充 321-0974 宇都宮市竹林町1030-2　河内庁舎別館3階 028-643-6801

団体 栃木県生活衛生同業組合協議会 加賀田　敏雄 320-0027 宇都宮市塙田1-3-5　砂川ビル内 028-625-2660

団体 栃木県通訳案内士協会 丸田　栄治 321-0954 宇都宮市元今泉7－7－1 080-2042-1794

団体 社会福祉法人パステル 石橋　須見江 329-0214 小山市乙女625番地２ 0285-39-6088

団体 公益財団法人鹿沼市花木ｾﾝﾀｰ公社 佐藤　信 322-0026 鹿沼市茂呂2086－1 0289-76-2310

団体
久那瀬漁業生産組合
（久那瀬水産）

星　憲之 324-0614 那須郡那珂川町久那瀬944 0287-92-2791

団体 塩原温泉料飲店組合 君島　駿 329-2921 那須塩原市塩原771-2 0287-32-2127

団体 栃木県道路公社 江連　隆信 321-2345 日光市木和田島2096-1 0288-32-2325

団体 日光観光物産卸商組合 川口　俊成 321-1422 日光市宝殿66-1 日光商工会議所内 0288-50-1171

団体 日光彫協同組合 村上　隆大 321-1422 日光市宝殿66番地1 0288-50-1171

団体 日光伝統工芸組合協議会 山本　政史 321-2401 日光市川室23-4 0288-21-8966

団体 鬼怒川温泉共栄飲食店組合 井波　滋 321-2526 日光市鬼怒川温泉滝435 080-1159-0512

団体 平家の里湯西川協同組合 山城　晃一 321-2601 日光市湯西川1042 0288-98-0126

団体 日光商工会議所 相良　芳隆 321-1262 日光市平ヶ崎200-1 0288-30-1171

団体 益子焼協同組合 佐久間　藤也 321-4217 芳賀郡益子町大字益子4352-2 0285-72-3107

団体 ＮＰＯ法人はが観光協会 加藤　直人 321-4304 真岡市東郷943 0285-84-2200

団体 古峯ケ原観光協会 石原　奈央子 322-0101 鹿沼市草久960（西大芦コミュニティセンター内） 0289-63-8316

旅行会社 株式会社ＪＴＢ　宇都宮支店 北上　和博 320-0801 宇都宮市池上町4-1　東栄ビル4階 028-614-2210

旅行会社 株式会社ＪＴＢ商事宇都宮営業所 鈴木　孝之 321-0974 宇都宮市竹林町895 沼子ビル5階 028-621-2072

旅行会社 株式会社近畿日本ツーリスト関東　宇都宮支店 中村　英二 320-0811 宇都宮市大通り1-4-22　MSC第2ビル6F 028-346-5521

旅行会社 株式会社日本旅行宇都宮支店 高橋　健一 320-0811
宇都宮市大通り2-1-5
明治安田生命宇都宮大通りビル2階

028-346-4171

旅行会社 関東ツアーサービス株式会社 吉田　元 321-0934 宇都宮市簗瀬4-25-5 028-614-4377

その他法人 株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 松井　中央登 321-0904 宇都宮市陽東5-9-21 028-662-2511

その他法人 株式会社足利銀行 松下　正直 320-0043 宇都宮市桜4-1-25 028-622-0111

その他法人 株式会社電通東日本 さいたま支社 藤井　賢三 320-0026
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ソニックシティビル

048-657-6660

その他法人 株式会社五光 木内　久生 320-0033 宇都宮市本町4-12　虎屋ビル６階 028-650-5533



業種 会員名 代表者名 〒 住所 電話番号

その他法人 株式会社ジェイアール東日本企画 赤石　良治 150-8508
東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号　JR恵比寿ビ
ル

03-5447-0960


