
★＝支部連合会事務局
県支部名 郵便番号 所在地 TEL FAX 担当職員 メール

北海道 ★ 北海道 060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目1番地
緑苑ビル3階

011-221-4009 011-221-8158 三浦　啓一 k-miura@nihonryokan-hokkaido.jp

★
宮城県、秋田
県、山形県 984-0051

仙台市若林区新寺町2-1-1
サンシャイン菊平901

022-292-2830 022-292-2831 若林　秀敏 ryokan.tohoku@iaa.itkeeper.ne.jp

青森県 030-0801
青森市新町1-2-18
青森商工会議所会館2階

017-777-3411 017-734-4631 岩谷　達造 aomori@yadonet.ne.jp

岩手県 020-0021
盛岡市中央通り3-14-31
岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合内

019-622-7214 019-622-7226 鳥居　隆一 iwate@yadonet.ne.jp

福島県 960-8035
福島市本町4-17　岩瀬ビル2階西号
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合内

024-521-1448 024-522-3941 佐藤 info@fukushimaryokan.com

千葉県 260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル2階
千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合内

043-222-6590 043-222-6521 武川　豊 info@yado.or.jp

茨城県 310-0021
水戸市南町2丁目5番24号榎澤本店ビル4階Ｃ号室
茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合内

029-225-2291 029-225-2235 星　雅勝 yado@ibarakiken.or.jp

埼玉県 330-0804
さいたま市大宮区堀ノ内町3-110
新道山家内

048-641-0501 048-641-0630 川島　利雄 info@shindoyamaya.com

栃木県 320-0032
宇都宮市昭和1-3-10栃木県庁舎西別館4階
宇都宮ホテル旅館協同組合内

028-622-1200 028-625-6057 高井　真紀子 hrkumiai@sun.ucatv.ne.jp

群馬県 371-0051
前橋市上細井町2035
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合内

027-233-2873 027-231-0125 斎藤　みゆき gras@ab.wakwak.com

神奈川県 250-0311
足柄下郡箱根町湯本211-1
箱根温泉旅館協同組合内

0460-85-5571 0460-85-5698 内田　常夫 info@hakone-ryokan.or.jp

山梨県 401-0301
南都留郡富士河口湖町船津4031-1
山岸旅館内

0555-72-2218 0555-72-0917 外川　凱昭 info@yamagisi.jp

金子　春子

藤田　浩

北口　博一

坂下　正典

富山県 930-0082
富山市桜木町11-2
第一パーキングビル5階　旅館組合内

076-441-4796 076-441-4797 松島　秀樹 info@toyama-yado.com

中部 ★
静岡県、愛知県、三
重県、福井県、岐阜

県
453-0012 名古屋市中村区井深町１番１号224-1 052-452-5001 052-452-5002

加藤　真二
宮田　亜由美

chuburyokan@iaa.itkeeper.ne.jp

★
大阪府、兵庫
県、和歌山県 542-0081

大阪市中央区南船場3-4-21
北心斎橋ビル5階

06-6245-6657 06-6245-6697 石田　美恵子 ishida@ryokan-kansai.com

滋賀県 520-0806 大津市打出浜13-22 077-522-2553 077-525-1779 楠元
クスモト

　昌樹
マサキ

京都府 604-0941
京都市中京区御池通御幸町西北角
京都府旅館会館6階

075-221-6231 075-256-5897 大西　美和子

奈良県 630-8123
奈良市三條大宮町1-12
奈良県衛生会館内

0742-32-3523 0742-32-3524 尾上　千恵子

★ 広島県 730-0011 広島市中区基町5-44　広島商工会議所7階 082-221-8353 082-221-8451 厚見　志朗 kkrc@enjoy.ne.jp

岡山県 700-0812 岡山市北区出石町1-2-4　鷹匠ハイツ201 086-233-5584 086-233-5580 永井　昭男 ork@vesta.ocn.ne.jp

鳥取県 683-0001 米子市皆生温泉3-1-1 0859-34-2888 0859-22-7415 河津　幸雄 kspa@kaike-onsen.com

島根県 699-0201 松江市玉湯町玉造255　玉造温泉ゆ～ゆ2階 0852-62-0634 0852-62-0635 堀江　吉 　tamakumiai@mable.ne.jp

山口県 759-4103
長門市深川湯本1257
湯本温泉旅館協同組合内

0837-25-3611 0837-25-3612 中野　美恵子 info@yumotoonsen.com

★ 790-0842
松山市道後湯之町6-8
道後温泉観光会館２階

089-948-9007 089-948-9008 花岡　文江 ryokan-shikoku@eagle.ne.jp

愛媛県 790-0842
松山市道後湯之町6-8
道後温泉観光会館内

089-931-0638 089-921-5414 中原 征美 ryokan-ehime@eagle.ne.jp

高知県 780-0861 高知市升形5-34　三好ビル2階 088-823-5941 088-824-2048 西谷 進 k-ryokan@galaxy.ocn.ne.jp

徳島県 770-0831
徳島市島本町西1丁目
徳島市観光宿泊案内所内

088-652-7694 088-652-7694 赤澤　孝志 tokushima.rha@aurora.ocn.ne.jp

福岡県 812-0038
福岡市博多区祇園町2-18　M&R2階
博多旅館ホテル組合内

092-291-1528 092-291-4650 日永田　文子 h-kumiai@hakata-yadonet.gr.jp

長崎県 850-0875
長崎市栄町5-5　FM長崎ビル2階
長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合内

095-821-3544 095-821-3545 吉谷
ヨシガイ

　尚子 nagasaki.nrk@clock.ocn.ne.jp

佐賀県 843-0022
武雄市武雄町武雄7425
佐賀県旅館ホテル生活衛生同業組合内

0954-28-9150 0954-28-9280 川内
カワチ

　理央
リオ

sagaryo@kind.ocn.ne.jp

★ 大分県 874-0920
別府市北浜2-10-19　グランメールビル4階
大分県旅館ホテル生活衛生同業組合内

0977-22-0401 0977-22-0417 冨
トミ

来
ク

　昌博 m.tomiku0401@gmail.com

林田　祐典
（事務局長）

福永　美智子

田爪　広志
（事務局長）

関谷　真美

沖縄 900-0035
那覇市通堂町2-1　那覇港TM
沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合内

098-861-4166 098-868-8568 銘
メ

刈
カル

　直子 okinawa@yadonet.ne.jp

藤井　基 nrk-fm@mx1.alpha-web.ne.jp

石川県★ hokurikukanko@h3.dion.ne.jp076-265-7631076-263-5777金沢市駅西本町1丁目14-29　サン金沢ビル5階920-0025

025-384-0765025-384-0761新潟市中央区新光町17番地　日軽ビル1階950-0965新潟県

03-6803-263303-6803-2622

099-226-2039099-222-0180
鹿児島市名山町4-21鹿児島旅館会館2階
鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合内

892-0821

0985-23-0715

東京都

支部連合会名

関東

東北

　

北陸信越

★

関西

四国

中国

長野県

熊本県

鹿児島県 室屋　恵一

事務局一覧　（令和4年7月現在）

webmaster@takamatsuyado.or.jp

Kagoshima-ryokankyoukai@white.plala.or.jp

九州

香川県 760-0021 高松市西の丸町10-15　西の丸ビル3階

0985-24-4730
宮崎市錦町1-10　宮崎グリーンスフィア壱番館7階
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合内

880-0811宮崎県

kumamoto.kenryoren@helen.ocn.ne.jp

mhk1811@joy.ocn.ne.jp

台東区東上野1-21-1　源田ビル2階110-0015

niigata-kenryo@ac.auone-net.jp

nihonryokankyoukai@kind.ocn.ne.jp380-0936
長野市岡田町178-2
長野バスターミナル会館1階

026-228-7510 026-228-7481

岡本　妙子087-851-2662

096-352-3997096-353-2897
熊本市中央区練兵町45　早野ビル2階
熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合内

860-0017

087-851-2661

吉村　司


