
令和４年度　（一社）奈良県旅行業協会　　委員会名簿 　　　R4.10.11現在

委員会名 名　称　又は　商　号     代　表　者 電話 番号 FAX

総務広報委員会 委員長 ㈱フジタカ通商・ﾄﾗﾍﾞﾙクリエイト　　 　 田　端 隆　紀 0743 -59-3666 59-6661

副委員長 ㈱アルファ トラベルジャパン　　　　　　 奥　井 孝　幸 0743 -62-6022 62-6033

副委員長 パインヒルトラベル(同) 松  岡 聖　子 0743 -87-9719 87-9719

4 ㈱濱観光サービス　　　　　　　　 　　　 吉　田 瑛 0744 -45-3515 45-3988

5 ㈱まほろばツーリスト(旧大松観光） 溝　口 敏  広 0744 -43-1197 42-6842

6 ㈲奈良トラベルサービス　　　　　　　　 江　草 昭　良 0745 -24-5050 23-8100

7 ㈱奈良旅ネットワーク　　　　　　　　　 西　川 久　男 0743 -56-3587 57-8857

8 ㈱ホリデイプラン　　　　　　　　　　　　 中　川 宜　和 0743 -68-2828 68-2838

9 ㈱レインボートラベル　　　　　　　　　　　 杉　山 大　器 0742 -53-0035 53-0036

10 ㈲西平観光晃車（エヌ・ケイ）　　 　 西　平 美津子 0744 -22-5998 22-5998

11 ㈲ウェイズ （Weiz)　　　　　　　　　　　　 金　田 充　弘 0743 -71-8288 71-8287

12 奈良ジェット ツーリスト　　　　　　　　　 中　谷 義　一 0743 -65-1817 85-6234

13 ㈱プラネット (ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾂｱｰｻｰﾋﾞｽ) 中　尾 吉　宏 0743 -68-3388 68-3050

14 佐原自動車(株) らくだ旅行 松　本 優 0744 -27-8886 27-5445

15 ㈱エバカラー大和ロマン倶楽部　　　 広　岡 啓一朗 0743 -51-0230 51-0200

16 ㈱奈良中央観光　ならｾﾝﾄﾗﾙﾂｰﾘｽﾄ 鍋　谷 安　男 0747 -52-8255 52-8266

17 奈良ニュー観光 川　端 宏　章 0743 -53-6622 53-7058

18 ㈱すみれインターナショナル　　　　　 堀　川 豊　美 0743 -74-9555 74-9515

19 やまとびと㈱　やまとびとﾂｱｰｽﾞ 堀　井 清　孝 0744 -43-8205 45-4615

20 (一社)吉野ビジターズビューロー 北　岡 　　篤 0746 -34-2522 39-9238

21 ㈲ツーリスト企画 薬師神 洋　明 0742 -70-5001 71-3101

22 (公財)奈良ＹＭＣＡ 上　地 信　親 0742 -44-2207 46-7550

23 合同会社　ＢＯＬインターナショナル 森  田 和 利 0744 -41-6380 41-6380

24 (株)ＬＵＫＥＳ　(ﾙｰｸｽ ) 植  田 和 男 0744 -29-5100 48-0805

25 十人十旅（ｼﾞｭｳﾆﾝ  ﾄﾀﾋﾞ) 中　嶋 千　春 0746 -68-0100 68-0090

26 (株) なかにし 仲　西 敏 0743 -62-2884 62-2884

27 グランソールﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 辻　村 敦　史 0744 -49-3777 49-3778

28 旅行企画飛鳥 西　谷 文　夫 0744 -24-6189 33-9083

ビジネス委員会 委員長 大和高原交通㈱　大和高原ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 松久保 英　信 0743 -82-2660 82-2330

副委員長 大和観光交通㈱　ヤマト観光トラベル 水　谷 真　弓 0745 -45-4422 45-1127

副委員長 ㈱GOOD  LUCK  TOURIST 尾　田 一　光 074４ -35-2646 35-2647

4 ㈱サンキュー観光　　　　　　　　　　　　 中　島 昭　人 0745 -62-2659 63-1719

5 ㈱アイテム いこまツーリスト　　　 　  池　田 修　史 0743 -73-3636 75-6300

6 奈良観光バス㈱　　　　　　　　　 　　　 永　谷 麻佐雄 0742 -62-5531 62-5656

7 ㈱日本レジャーツ－リスト　　　　　　　 植　田 善　人 0745 -23-5501 52-1474

8 生駒交通㈱ 　生駒交通ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 池　田 英　憲 0743 -73-3232 75-4440

9 ㈲高田交通 (高田交通観光社） 吉　崎 芳　哉 0745 -23-5577 23-0701

10 ㈱ベルトラベル　　　　　　　　　　　　　　 上　田 進 0744 -33-3885 32-3948

11 ㈱さくらトラベル　　　　　　　　　　 　　 杉田 義則 0744 -45-4330 45-4880

12 ㈱ロイヤルツーリスト　　　　　　　　　　 吉　野 福　男 0742 -36-1020 36-1312

13 ㈱エムビー   ｴﾑﾋﾞｰﾄﾗﾍﾞﾙ               川  上 顕  慶 0742 -49-3344 49-3400

14 奈良スマイル観光　　　　　　　　　　　　 乾 尚　起 0745 -31-4519 31-4519

15 大紀観光㈱ 清　水 徹 0747 -53-0181 53-0337

16 ㈱平城トラベル　　　　　　　　　　 　　　 西　川 信　義 0744 -54-3593 54-3499

17 奈良LL（ｴﾙｴﾙ)ツアーズ　　　　　　　　 栗　山 尚　美 0745 -67-1525 67-0809

18 (一財)奈良県ビジターズビューロー 荒　井 正　吾 0742 -23-8288 23-8289

19 (一財)奈良県教職員互助組合 吉　田 育　弘 0742 -25-3020 25-3021

20 (株)森田企画 森  田 秀  樹 0743 -25-9743 79-9416

21 ㈱ジャパントラベル 中　森 里　美 0743 -68-0022 68-0044

22 (有)ヤマキ代務サービス ﾗｲｻﾎﾟ旅行ｾﾝﾀｰ 山　本 輝　雄 0742 -62-1128 62-2484

23 (一社)飛鳥観光協会 上　山 好　庸 0744 -54-3240 54-2362

24 ㈱メディケアサポート21(ぷらいむﾄﾗﾍﾞﾙ西ノ京) 森　脇 常　吉 0742 -81-9737 81-9736

25 ㈲ 藤本商事（Wisteria Travel) 藤　本 伸　志 0744 -48-0377 48-0378

26 ジョイアス・トリップ旅行社 圡  井 守 0743 -85-5815 85-5825

27 かさい観光 笠 井 勝 幸 0745 -76-3516 61-3517

28 奈良サポートトラベル 布留川 富　雄 0743 -62-3762 62-3762


