
愛知DC 中堅エージェント個別セールス（実施結果）

１．趣旨
愛知デスティネーションキャンペーンの集中キャンペーン期間を今秋に控え、主と

して中堅旅行会社の旅行商品造成を促すため、地域関係者と協議会事務局スタッフが
タッグを組んで、個別セールスを実施する。

２．実施結果（概要）
（１）実施期間
平成30年5月14日（月）～6月22日（金）のうち23日間

（２）訪問旅行会社数（訪問箇所数ベース）
22都府県：128拠点

（３）参加した地域団体数
22団体（県、愛知県観光協会除く）

３．実施結果

（裏面あり）

日程 方面 訪問先 訪問者

５月１４日
（月）

東京

名古屋鉄道 東京センター ツーリズムとよた

日本旅行 赤い風船東日本事業部
瀬戸市交流活力部まるっとミュージアム
課

ビックホリディ― 企画販売本部 商品企画部 東日本企画センター 愛知県東京事務所産業誘致課

JTB 国内仕入商品事業部 商品企画部 商品企画第二課 愛知県観光協会

楽天
ライフ＆レジャーカンパニー トラベル事業 地域振興事業部 地域振興第２
営業グループ

５月１５日
（火）

はとバス 観光バス事業本部 企画旅行部 企画課 ツーリズムとよた

（株）農協観光 営業企画部 営業企画課 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

（株）日経カルチャー 旅行本部 営業部 蒲郡市役所

（株）JTB ロイヤルロード銀座部 企画第二課手配グループ 愛知県東京事務所産業誘致課

近畿日本ツーリスト（株） 首都圏国内企画センター 愛知県観光協会

５月１６日
（水）

名古屋鉄道（株） 東京支社 ツーリズムとよた

（株）阪急交通社 企画旅行事業本部東日本営業本部 メディア営業一部国内営業二課 二係 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

クラブツーリズム（株） 地域交流部 蒲郡市役所

小田急トラベル 国内企画部 岡崎市

WILLER トラベルビジネスクリエーション 愛知県観光協会

５月１７日
（木）

新潟

（株）タビックスジャパン 新潟支店 愛知県

（株）新潟トラベル 新潟営業所 犬山市観光協会

（株）阪急交通社 新潟支店 愛知県観光協会

新潟交通（株） 国内企画課

（株）読売旅行 新潟営業所

５月１８日
（金）

群馬

名鉄観光サービス（株） 群馬北関東営業所 犬山市観光協会

（株）タビックスジャパン 高崎支店 愛知県観光協会

（株）読売旅行 前橋営業所

（株）農協観光 群馬支店

日本中央旅行（株） 営業部

岐阜

名阪近鉄旅行 ツアー営業部
知多半島観光圏協議会、 蒲郡市観光
協会

岐阜乗合自動車 観光営業部 豊川市役所、 東海市役所

東鉄観光 営業企画部 営業企画課 西尾市役所、 愛知県観光協会

５月２１日
（月）

富山

富山地鉄グループ観光バスセンター 犬山市観光協会

富山地鉄サービス旅行部 愛知県観光協会

阪急交通社 富山営業所

北日本新聞旅行

読売旅行 高岡営業所

加越能鉄道 かえつのう旅行センター

５月２２日
（火）

石川

ＪＲ西日本 金沢支社 営業課 犬山市観光協会

日本旅行 赤い風船事業部 赤い風船西日本事業部 北陸企画センター 豊川市観光協会

阪急交通社 企画旅行事業本部 西日本営業本部支店 営業部北陸支店 一係長 ツーリズムとよた

北國新聞旅行 企画部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 愛知県観光協会

北鉄航空 旅行部 部長

北日本観光旅行 営業部 企画手配課 係長

５月２３日
（水）

石川 小松バス 営業部 旅行センター所長 犬山市観光協会

福井

読売旅行（株） 福井営業所次長 愛知県観光協会

京福バス（株） 旅行センター本社営業所マネージャー

（株）福井県旅行業協会 事務局長

福井鉄道（株） 取締役自動車部長

福井鉄道（株） 自動車部

（株）福鉄観光社 本社営業所



日程 方面 訪問先 訪問者

５月２５日
（金）

三重

三岐観光サービス 富田旅行センター 豊川市観光協会、 ツーリズムとよた

コスモトラベル 田原市役所、 奥三河観光協議会

三交旅行（株） 旅行営業部 南知多町観光協会

（株）三重トラベル 企画課 愛知県観光協会

５月２８日
（月）

滋賀

ひばり観光バス ひばり旅行センター 犬山市観光協会

近江トラベル 彦根支店 西尾市役所

日本旅行 草津団体支店 愛知県観光協会

滋賀観光バス 滋賀交通観光社

第一ツーリストビクトリー 本社営業所

東レ・トラベル

農協観光 滋賀支店

京都

ＪＴＢＧＭＴ 西日本営業所 岡崎市役所

京都新聞企画事業 京都新聞旅行センター 豊川市観光協会

読売旅行 京滋営業所 愛知県観光協会

京都第一ツーリスト

京都京阪バス 松井山手営業所

５月２９日
（火）

長野

トラビスジャパン 本社営業部ツアーセンター 半田市役所、 蒲郡市役所

アルピコ長野トラベル 商品企画販売部 豊川市役所、 愛知県観光協会

長野電鉄 長電観光旅行センター 西尾市役所

５月３０日
（水）

静岡

阪急交通社 静岡支店 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

タビックスジャパン 静岡支店 ツーリズムとよた

（株）ヱスビーエスプロモーション 旅行部 蒲郡市役所

静鉄観光サービス（株） 企画課 東栄町観光まちづくり協会

読売旅行 静岡営業所 奥三河観光協議会

５月３１日
（木）

クラブツーリズム 静岡営業所 愛知県観光協会

（株）大鉄アドバンス

遠州鉄道（株） 観光事業部バンビ課

（株）遠鉄トラベル 総合仕入センター

６月５日（火） 奈良
読売旅行 奈良営業所 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

奈良交通 観光事業部（旅行グループ） 本社旅行センター 岡崎市役所、 愛知県観光協会

６月６日（水） 大阪

ジャパンホリデートラベル ＦＩＴ事業部／関西仕入本部 ツーリズムとよた

朝日旅行 大阪支店営業部企画販売チーム 安城市役所

毎日新聞大阪開発 毎日新聞旅行 西尾市観光協会

読売旅行 新城市観光協会

６月７日（木） 広島

西日本旅客鉄道 広島支社 営業課団体セールスセンター所長 豊橋観光コンベンション協会

日本旅行 赤い風船西日本事業部 犬山市役所

読売旅行 広島営業所 犬山市観光協会

阪急交通社 広島支店営業一課二係 愛知県観光協会

ひろでん中国新聞旅行 商品企画部

近畿日本ツーリスト中国四国 中国四国メイトセンター

クラブツーリズム 広島旅行センター

JTBメディアリテーリング 広島支店

６月８日（金） 岡山

両備バスカンパニー 観光事業本部フレンズパックセンター

読売旅行 岡山営業所

阪急交通社 岡山支店一係

山陽新聞旅行社 営業本部 旅行営業部

下電観光バス 商品企画部

名鉄観光サービス
中四国営業本部

岡山支店一係

６月１１日
（月）

福岡
読売旅行 国内旅行事業本部 団体企画課長 愛知県

第一観光 宿泊担当 豊橋観光コンベンション協会

６月１２日
（火）

山口

サンデン旅行（株） 仕入企画部長 愛知県観光協会

（株）船鉄観光旅行会社 自動車部

（株）防長トラベル 営業本部商品企画販売課長

６月１９日
（火）

徳島

四国旅客鉄道(株) ワープ徳島支店 愛知県振興部観光局観光振興課

タビックスジャパン 徳島支店 犬山市

エアトラベル徳島 企画仕入部 犬山市観光協会

徳バス観光サービス 企画部 愛知県観光協会

阿波交通 営業企画部

６月２０日
（水）

香川

四国旅客鉄道(株)
営業部商品企画課

ワープ高松支店

タビックスジャパン 高松支店

阪急交通社 高松支店

読売旅行 高松営業所

あなぶきトラベル ツアー企画部 商品開発課

６月２１日
（木）

高知

四国旅客鉄道(株) ワープ高知支店

高知県新聞

読売旅行 高知営業所

阪急交通社 高知支店

タビックスジャパン 高知支店

とさでんトラベル

愛媛
愛媛バス 観光事業部

せとうち観光社 今治本社

６月２２日
（金）

愛媛

四国旅客鉄道(株) ワープ松山支店

愛媛新聞旅行 企画旅行部

伊予鉄トラベル

農協観光 愛媛支店

名鉄観光サービス 松山支店

阪急交通社 松山支店

愛媛旅行業協同組合

読売旅行 松山営業所


