
【（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

市町村 宇都宮市　観光交流課 佐藤　栄一 320-8540 宇都宮市旭1-1-5 028-632-2456

市町村 足利市　観光まちづくり課 早川　尚秀 326-8601 足利市本城3-2145 0284-20-2165

市町村 栃木市　観光振興課 大川　秀子 328-8686 栃木市万町9-25 0282-21-2373

市町村 佐野市　観光推進課 岡部　正英 327-8501 佐野市高砂町1番地 0283-24-5111

市町村 鹿沼市　観光交流課 佐藤　信 322-8601 鹿沼市今宮町1688-1 0289-63-2188

市町村 日光市　観光経済部観光課 粉川　昭一 321-1292 日光市今市本町1 0288-21-5196

市町村 小山市　商業観光課 舘野　雅俊 323-8686 小山市中央町1-1-1 0285-22-9273

市町村 真岡市　商工観光課 石坂　真一 321-4395 真岡市荒町5191 0285-83-8135

市町村 大田原市　商工観光課 相馬　憲一 324-8641 大田原市本町1-4-1 0287-23-3145

市町村 矢板市　商工観光課 齋藤　淳一郎 329-2129 矢板市本町5-4 0287-43-6211

市町村 那須塩原市　商工観光課 波多　腰治 325-8501 那須塩原市共墾社108-2 0287-62-7156

市町村 さくら市　商工観光課 花塚　隆志 329-1492 さくら市喜連川4420-1 028-686-6627

市町村 那須烏山市　商工観光課 川俣　純子 321-0692 那須烏山市中央1-1-1 0287-83-1115

市町村 下野市　商工観光課 広瀬　寿雄 329-0492 下野市笹原 26 0285-32-8907

市町村 上三川町　商工課 星野　光利 329-0696 河内郡上三川町しらさぎ1-1 0285-56-9150

市町村 益子町　観光商工課 広田　茂十郎 321-4293 芳賀郡益子町大字益子2030 0285-72-8846

市町村 茂木町　商工観光課 瀧田　隆 321-3598 芳賀郡茂木町茂木155 0285-63-5644

市町村 市貝町　企画振興課 入野　正明 321-3493 芳賀郡市貝町市塙1280 0285-68-1118

市町村 芳賀町　商工観光課 見目　匡 321-3392 芳賀郡芳賀町祖母井1020 028-677-6018

市町村 壬生町　商工観光課 太田　弘人 321-0214 下都賀郡壬生町甲3841-1 0282-81-1844

市町村 野木町　産業課 真瀬　宏子 329-0195 下都賀郡野木町大字丸林571 0280-57-4240

市町村 塩谷町　産業振興課 見形　和久 329-2292 塩谷郡塩谷町玉生741 0287-45-2211

市町村 高根沢町　産業課 熊田　彰夫 329-1292 塩谷郡高根沢町大字石末2053 028-675-8104

市町村 那須町　観光商工課 平山　幸宏 329-3292 那須郡那須町大字寺子丙3-13 0287-72-6918

市町村 那珂川町　産業振興課 福島　泰夫 324-0692 那須郡那珂川町馬頭555 0287-92-1116

観光協会 一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会 藤井　昌一 320-0806 宇都宮市中央3-1-4　栃木県産業会館2階 028-632-2445

観光協会 一般社団法人足利市観光協会 早川　慶治郎 326-0053 足利市伊勢町3-6-4　太平記館内 0284-43-3000

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会 大川　秀子 328-0015 栃木市万町4-1 0282-25-2356

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会 大平支部 片柳　登 329-4492 栃木市大平町富田558 産業振興課内 0282-43-9213

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会 藤岡支部 伊藤　邦夫 323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022-5 産業振興課内 0282-62-0900

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会 都賀支部 三室　一男 328-0192
栃木市都賀町家中5982-1　栃木市役所都賀総合支所
都賀地域づくり推進課内　地域づくり推進係

0282-29-1100

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会　西方支部 山岸　弘幸 322-0692 栃木市西方町本城1 産業振興課内 0282-92-0300

観光協会 一般社団法人栃木市観光協会　岩舟支部 斉藤　栄吉 329-4308 栃木市岩舟町下津原1572-1 こなら館内 0282-54-3313

観光協会 一般社団法人佐野市観光協会 藤波　一博 327-0015 佐野市金井上町2519 佐野市観光物産会館内 0283-21-5111

観光協会 一般社団法人鹿沼市観光協会 福田　義一 322-0052 鹿沼市銀座1丁目1870-1　屋台のまち中央公園内 0289-60-6070

観光協会 一般社団法人日光市観光協会 八木澤　哲男 321-1261 日光市今市717-1 0288-22-1525

観光協会
一般社団法人日光市観光協会
日光支部

赤澤　正 321-1404 日光市御幸町591　日光郷土センター内 0288-54-2497

観光協会
一般社団法人日光市観光協会
鬼怒川・川治支部

八木澤　哲男 321-2522 日光市鬼怒川温泉大原1404－1 0288-77-3111

観光協会
一般社団法人日光市観光協会
湯西川･川俣･奥鬼怒支部

山城　晃一 321-2713 日光市黒部54-1
0288-25-
6167(直)

観光協会
一般社団法人日光市観光協会
今市支部

福田　浩之 321-1261 日光市今市717-1 0288-25-1525

観光協会 一般社団法人小山市観光協会 大森　武男 323-0023
小山市中央町3-7-1　ロブレビル1階 おやま本場結
城紬クラフト館内

0285-30-4772

観光協会 真岡市観光協会 岡本　俊夫 321-4305 真岡市荒町1105-1 0285-82-2012

観光協会 大田原市観光協会 吉岡　博美 324-0233
大田原市黒羽田町848
大田原市観光交流センター内

0287-54-1110

観光協会 矢板市観光協会 高柳　眞知子 329-2161 栃木県矢板市扇町１丁目13-1ツーリングビル２F 0287-47-4252

観光協会 黒磯観光協会 荻原　正寿 325-0027
那須塩原市共墾社108-2　那須塩原市産業観光部
商工観光課内

0287-62-7155

観光協会 西那須野観光協会 角橋　徹 329-2792 那須塩原市あたご町2-3 0287-37-5107

観光協会
特定非営利活動法人
塩原温泉観光協会

君島　将介 329-2921 那須塩原市塩原747　塩原もの語り館内 0287-32-4000



業種 会員名 代表者名 〒 住所 電話番号

観光協会 さくら市氏家観光協会 手塚　実 329-1311 さくら市氏家　1857-5 028-681-5757

観光協会 喜連川観光協会 渋井　康男 329-1412 さくら市喜連川4145-16 028-686-3013

観光協会 那須烏山市観光協会 島崎　健一 321-0628 那須烏山市金井2-5-26　山あげ会館内 0287-84-1977

観光協会 下野市観光協会 広瀬　寿雄 329-0414 下野市小金井3009-12（オアシスぽっぽ館内） 0285-39-6900

観光協会 上三川町観光協会 宮﨑　哲 329-0618
河内郡上三川町しらさぎ1-3-5
夕顔の里かみのかわ むかしなつかし館内

0285-57-2335

観光協会 益子町観光協会 外池　茂樹 321-4217 芳賀郡益子町益子1539-2 0285-70-1120

観光協会 茂木町観光協会 古口　達也 321-3598 芳賀郡茂木町茂木155 0285-63-5644

観光協会 市貝町観光協会 川上　豊 321-3423 芳賀郡市貝町市塙1270 0285-68-3483

観光協会 芳賀町観光協会 加藤　均 321-3392 芳賀郡芳賀町大字祖母井1020 商工観光課内 028-677-1115

観光協会 壬生町観光協会 小菅　一弥 321-0214 下都賀郡壬生町壬生甲3841-1 0282-81-1844

観光協会 野木町観光協会 寺内　浩 329-0195 下都賀郡野木町大字丸林571 産業課内 0280-57-4240

観光協会 塩谷町観光協会 遠藤　広実 329-2221 塩谷郡塩谷町玉生741　産業振興課内 0287-45-0061

観光協会 高根沢町観光協会 束原　正記 329-1292 塩谷郡高根沢町大字石末2053 028-675-8104

観光協会 一般社団法人那須町観光協会 阿久津　千陽 325-0301 那須郡那須町湯本182 0287-76-2619

観光協会 那珂川町観光協会 小髙　可守 324-0617
那須郡那珂川町北向田179-1
那珂川町観光ｾﾝﾀｰ内

0287-92-5757


