
【有識者】 （敬称略）

東　英弥 宣伝会議／事業構想大学院大学 会長／理事長

ジョン・ゴントナー 日本酒ジャーナリスト －

丁野　朗 日本観光振興協会 常務理事・総合研究所長

中澤　弘幸 黄檗賣茶流家元 －

中村　悦子 Sake Brewery Tours／通訳案内士 －

平出　淑恵 酒サムライコーディネーター －

【酒造関係業界】

佐浦　弘一 日本酒造組合中央会（㈱佐浦）　 理事

山邑　太左衛門 日本酒造組合中央会（櫻正宗㈱）　 －

寺原　章 日本酒造組合中央会（大口酒造㈱） －

藤野　勝久 ワイナリー協会（メルシャン） 参与

石川　智康 全国地ビール醸造者協議会 顧問・事務局長

【観光、交通関係団体等】

滝沢　秀直 日本政府観光局（JNTO） 海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部市場統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

中尾  謙吉 一般社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部 副部長

若井　茂 公益社団法人全国旅行業協会 事務局長

岩佐  英美子 社団法人日本ホテル協会　 事務局長

平塚　武 社団法人国際観光日本レストラン協会 副会長

小関　政男 一般社団法人日本旅館協会 専務理事

森下　昌 北海道旅客鉄道株式会社 営業部　課長　

澤田　博之 東日本旅客鉄道株式会社 室長

安斉  辰哉 東海旅客鉄道株式会社 営業本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

川村　聡 西日本旅客鉄道株式会社 営業本部 課長（観光開発）

中村　浩一郎 四国旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部　営業部販売促進課　課長

渡邉　太志 九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部　営業部営業課　課長

彦坂　勝 一般社団法人日本民営鉄道協会 参与・企画財務部長

船戸　裕司　 公益社団法人日本バス協会 常務理事

井出　信男 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 常務理事

栢沼　史好 定期航空協会 事務局　部長

早川　慶治郎 日本商工会議所 観光専門委員会　副委員長

寺田　範雄 全国商工会連合会 専務理事

関本　道章 全国地方新聞社連合会 副会長

中村　富安 日本貿易振興機構 理事

【地方自治体】

横山　仁一 茨城県 商工労働部長

渋武　容 新潟県 産業労働観光部　観光局長　

田中　準一 京都府 商工労働観光部長　

藤井　英映 兵庫県 産業労働部  観光政策監　

藏田　義雄 広島県東広島市 市長

樋口　久俊 佐賀県鹿島市 鹿島市長

【政府機関】

刀禰　俊哉 財務省国税庁／内閣官房 国税庁長官官房審議官 兼 内閣官房内閣審議官

牧　慎太郎 総務省 地域力創造ｸﾞﾙｰﾌﾟ 地域自立応援課長

櫻庭　英悦 農林水産省 大臣官房審議官(食料産業局)

吉田　耕一郎 経済産業省 商務情報政策局 参事官(観光･集客ﾁｰﾑ)

瀧本　徹 国土交通省 観光庁 観光地域振興部長

【協力企業】

高橋　睦樹 株式会社アサツー ディ・ケイ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発本部 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｶｳﾝﾄ室長

山下　真輝 株式会社ジェイティービー 旅行事業本部観光戦略室  観光立国推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

大谷　晴信 株式会社ティーゲート ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ事業部長

小泉　文明 trippiece ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

高津　和也 新潟日報社 東京支社 

伊藤　健一 株式会社旅行読売出版社 統括ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 兼営業企画部次長

【オブザーバー】

岩手県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、長野県、富山県、石川県、はりま酒文化ツーリズム協議会、愛媛県、福岡県、佐賀県、
（株）日本政策投資銀行

酒蔵ツーリズム推進協議会　メンバー



【有識者】 （敬称略）

（代理出席） 松井　英一 事業構想大学院大学事業構想研究所／元 株式会社宣伝会議 主任研究員／取締役 （企画部長）

ジョン・ゴントナー 日本酒ジャーナリスト －

丁野　朗 日本観光振興協会 常務理事・総合研究所長

中澤　弘幸 黄檗賣茶流家元 －

中村　悦子 Sake Brewery Tours／通訳案内士 －

平出　淑恵 酒サムライコーディネーター －

【酒造関係業界】

佐浦　弘一 日本酒造組合中央会（㈱佐浦）　 理事

山邑　太左衛門 日本酒造組合中央会（櫻正宗㈱）　 －

寺原　章 日本酒造組合中央会（大口酒造㈱） －

藤野　勝久 ワイナリー協会（メルシャン） 参与

（代理出席） 黄金井　康巳 全国地ビール醸造者協議会 会長

【観光、交通関係団体等】

滝沢　秀直 日本政府観光局（JNTO） 海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部市場統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

（欠席） 中尾  謙吉 一般社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部 副部長

若井　茂 公益社団法人全国旅行業協会 事務局長

岩佐  英美子 社団法人日本ホテル協会　 事務局長

（代理出席） 長嶋　照之 社団法人国際観光日本レストラン協会 専務理事

小関　政男 一般社団法人日本旅館協会 専務理事

（代理出席） 藤田　智也 北海道旅客鉄道株式会社 東京営業部外販Ⅰグループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾟﾘｰﾀﾞｰ

澤田　博之 東日本旅客鉄道株式会社 室長

安斉  辰哉 東海旅客鉄道株式会社 営業本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

川村　聡 西日本旅客鉄道株式会社 営業本部 課長（観光開発）

中村　浩一郎 四国旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部　営業部販売促進課　課長

（代理出席） 香月　孝和 九州旅客鉄道株式会社 －

彦坂　勝 一般社団法人日本民営鉄道協会 参与・企画財務部長

船戸　裕司　 公益社団法人日本バス協会 常務理事

（代理出席） 吉村　幸治 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 業務課　課長

（代理出席） 菊地　理 定期航空協会 事務局　次長

早川　慶治郎 日本商工会議所 観光専門委員会　副委員長

（欠席） 寺田　範雄 全国商工会連合会 専務理事

関本　道章 全国地方新聞社連合会 副会長

中村　富安 日本貿易振興機構 理事

【地方自治体】

（代理出席） 村上　宏 茨城県 東京事務所

渋武　容 新潟県 産業労働観光部　観光局長　

（代理出席） 松村　明子 京都府 商工労働観光部　観光政策監

藤井　英映 兵庫県 産業労働部  観光政策監　

（代理出席） 國廣　政和 広島県東広島市 産業部商業観光課　課長

樋口　久俊 佐賀県鹿島市 鹿島市長

【政府機関】

刀禰　俊哉 財務省国税庁／内閣官房 国税庁長官官房審議官 兼 内閣官房内閣審議官

（代理出席） 齋藤　浩 総務省 地域力創造ｸﾞﾙｰﾌﾟ人材力活性化・連携交流室  地域支援専門官

（代理出席） 山口　靖 農林水産省 食料産業局食品小売サービス課外食産業室　室長

（欠席） 吉田　耕一郎 経済産業省 商務情報政策局 参事官(観光･集客ﾁｰﾑ)

瀧本　徹 国土交通省 観光庁 観光地域振興部長

【協力企業】

高橋　睦樹 株式会社アサツー ディ・ケイ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発本部 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｶｳﾝﾄ室長

山下　真輝 株式会社ジェイティービー 旅行事業本部観光戦略室  観光立国推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

大谷　晴信 株式会社ティーゲート ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ事業部長

小泉　文明 trippiece ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

高津　和也 新潟日報社 東京支社 

（代理出席） 青柳　寛 株式会社旅行読売出版社 営業企画部広告課 主任

【オブザーバー】

岩手県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、長野県、富山県、石川県、はりま酒文化ツーリズム協議会、愛媛県、福岡県、佐賀県、（株）日本政策投資銀
行

酒蔵ツーリズム推進協議会　出席予定者


