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会長 関西 針谷　了 湯元舘

副会長 北海道 西野目　信雄　 ホテル大雪

* 副会長 東北 渡邉　和裕 ホテル山水荘

* 副会長 関東 竹内　順一 大洗ホテル

副会長 北陸信越 富井　松一 松泉閣花月

副会長 中部 加藤　昌利 稲取銀水荘

副会長 関西 増田　友宏 春日ホテル

副会長 中国 宮川　和也 西の雅常盤

副会長 四国 新山　富左衛門 ホテル古湧園

副会長 九州 鶴田　浩一郎 ホテルニューツルタ

専務理事 佐藤　英之

常務理事 北海道 大西　雅之 あかん湖鶴雅リゾートスパ鶴雅ウィングス

常務理事 東北 杉澤　むつ子 ホテルグランメール山海荘

常務理事 関東 市川　捷次 ホテル一井

常務理事 北陸信越 柄澤　章司 菅平高原ホテル柄澤

* 常務理事 中部 金原　貴 時わすれ開華亭

常務理事 関西 岩井　美晴 奥城崎シーサイドホテル

常務理事 中国 松崎　滋 松の湯

常務理事 四国 宮村　耕資 ホテル南水

常務理事 九州 冨森　信作 青島グランドホテル

理事 北海道 山下　久幸 アクアガーデンホテル函館

* 理事 北海道 大江　友広 大江本家

理事 北海道 浜野　浩二 定山渓グランドホテル

理事 東北 岡崎　彌平治 深山荘高見屋

理事 東北 澤田　克司 宮古ホテル沢田屋

理事 東北 手塚　鋼 秋田温泉さとみ

理事 東北 加藤　誠一 花ごころの湯新富亭

* 理事 東北 畠　隆章 吉川屋

* 理事 関東 石井敏子 行燈旅館

* 理事 関東 吉岡　昭文 筑波山江戸屋

理事 関東 福田　治雄 ホテル丸治

理事 関東 川島　利雄 新道山家

理事 関東 武田　将次郎 鴨川館

* 理事 関東 岡田　浩一郎 ホテルおかだ

理事 関東 外川　凱昭 山岸旅館
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* 理事 北陸信越 中谷　照由 中谷旅館

* 理事 北陸信越 石塚　正行 ホテル摩周

* 理事 北陸信越 木下　荘司 金太郎温泉

理事 北陸信越 松﨑　陽充 まつさき

理事 中部 市川　行雄 ホテル竹島

理事 中部 伊藤　善男 十八楼

理事 中部 木村　圭仁朗 福寿荘

理事 中部 八木　眞一郎 あわらの宿八木

理事 関西 片岡　哲司 双葉荘

理事 関西 岡本　厚 不死王閣

理事 関西 伊藤　隆司 飛鳥荘

理事 関西 中村　公紀 ギオン福住

理事 関西 沼田　久博 紀州・白浜温泉むさし

* 理事 中国 藤井　享 花屋別館

* 理事 中国 永山　久徳 鷲羽山下電ホテル

* 理事 中国 有本　隆哉 宮島グランドホテル有もと

* 理事 中国 大谷　峰一 大谷山荘

理事 四国 住友　武秀 徳島グランドホテル偕楽園

* 理事 四国 大木　勝也 ホテル葛城

* 理事 四国 飯島　彰 高松ターミナルホテル

* 理事 九州 豊田　康裕 ゆやど雲仙新湯

理事 九州 星野　光威 ハカタビジネスホテル

理事 九州 田中　隆一郎 国際観光旅館なかます

* 理事 九州 上月　敬一郎 おにやまホテル

* 理事 九州 小山　真司 丸小ホテル

理事 九州 湯通堂　温 いぶすき秀水園

理事 九州 国吉　真和 パシフィックホテル沖縄

監事 北海道 桑島　繁行 知床グランドホテル北こぶし

監事 関東 渡辺　幾雄 やまの宿下藤屋

相談役 東北 久保田　浩基 湯の杜ホテル志戸平

相談役 関東 笹本　森雄 常磐ホテル

相談役 北陸信越 萬谷　正幸 瑠璃光

相談役 中部 中村　一 滝元館遊季の里

相談役 四国 河内　広志 道後プリンスホテル

相談役 九州 中原　国男 温泉ホテル中原別荘

相談役 中部 渡邉　幸一 海栄館　鯱亭

*=新任理事


