
【第一種賛助会員】

（単位：円）

会 　員　 名 会　 費　 額 会 　員　 名 会　 費　 額

岩手県 19,550,000 西和賀町 231,000

(小計  1会員) (19,550,000) 金ケ崎町 234,000

盛岡市 3,854,000 平泉町 374,000

宮古市 982,000 住田町 127,000

大船渡市 674,000 大槌町 170,000

奥州市 1,281,000 山田町 258,000

花巻市 2,104,000 岩泉町 255,000

北上市 1,093,000 軽米町 138,000

久慈市 517,000 洋野町 276,000

遠野市 554,000 一戸町 190,000

一関市 1,557,000 田野畑村 150,000

陸前高田市 292,000 普代村 68,000

釜石市 629,000 野田村 102,000

二戸市 396,000 九戸村 78,000

八幡平市 1,238,000

滝沢市 299,000

雫石町 878,000

葛巻町 182,000

岩手町 177,000

紫波町 286,000 (小計  33会員) (19,820,000)

矢巾町 176,000 計  34会員 39,370,000

令和４年度賛助会員会費



【第二種賛助会員】＝３割減免（※金額は減免後の会費額。）

（単位：円）

会　　員　　名 会 費 額 会　　員　　名 会 費 額

(公財)盛岡観光コンベンション協会 748,300 西和賀町観光協会 46,200

(一社)宮古観光文化交流協会 189,000 金ケ崎町観光協会 46,900

(一社)大船渡市観光物産協会 128,100 (一社)平泉観光協会 74,200

(一社)奥州市観光物産協会 247,100 住田町観光協会 25,900

(一社)花巻観光協会 407,400 (一社)大槌町観光交流協会 34,300

(一社)北上観光コンベンション協会 210,000 (一社)山田町観光協会 51,100

(一社)久慈市観光物産協会 98,000 (一社)岩泉町観光協会 51,100

(一社)遠野市観光協会 105,000 軽米町観光協会 28,000

(一社)一関市観光協会 300,300 洋野町観光協会 55,300

(一社)陸前高田市観光物産協会 53,900 一戸町観光協会 38,500

(一社)釜石観光物産協会 119,700 田　野　畑　村 34,300

二戸市観光協会 74,200 普代村観光協会 18,200

(一社)八幡平市観光協会 238,700 野田村観光協会 25,200

滝沢市観光協会 55,300 九戸村観光協会 20,300

(一社)しずくいし観光協会 172,200

葛巻町観光協会 36,400

岩手町観光協会 35,700

(一社)紫波町観光交流協会 56,700

矢巾町観光協会 35,700 計  33会員 3,861,200



【第三種賛助会員】＝５割減免（※金額は減免後の会費額。）

（単位：円）

会　　　員　　　名 会費額 会　　　員　　　名 会費額

小岩井農牧(株)小岩井農場 84,500 ホテルロイヤル盛岡 33,500

宗教法人中尊寺 84,500 (資)松川荘 33,500

宗教法人毛越寺 42,000 盛岡シティホテル 33,500

宗教法人石応禅寺（釜石大観音） 26,000 (株)グリーンピア三陸みやこ 33,000

(株)岩鋳 25,000 釜石ベイシティホテル 28,500

江刺開発振興(株) 25,000 龍泉洞温泉ホテル 25,000

東北リゾートサービス(株) 25,000 新安比温泉(株) 25,000

NPO法人 体験村・たのはたネットワーク 25,000 (有)ホテル近江屋 25,000

(一社)マルゴト陸前高田 25,000 (有)陸中海岸グランドホテル 23,000

ワタミオーガニックランド(株) 25,000 (株)遠野　あえりあ遠野 21,500

(有)げいび観光センター 19,500 (株)サクラダ　大船渡プラザホテル 21,000

(公財)盛岡地域地場産業振興センター 19,500 ホテルシティプラザ北上 20,000

福泉寺 16,500 みどりの郷(株)　ホテルみどりの郷 20,000

碧祥寺博物館 13,000 睦興産(有)　北ホテル 19,500

(株)遠野ふるさと商社 10,000 (株)平泉ホテル武蔵坊 19,500

(株)ホテルエース 19,500

(株)ホテル小田島 19,500

(小計  15会員) (465,500) ホテルパールシティ盛岡 19,500

(株)川徳 42,000 奥州平泉温泉そば庵しづか亭 17,500

みちのくコカ・コーラボトリング(株) 42,000 (株)ひめかゆ 16,000

(有)白龍 25,000 (株)陸中たのはた 15,000

(株)初駒 25,000 キャピタルホテル1000(株) 15,000

(株)平泉観光レストセンター 25,000 (株)久慈グランドホテル 15,000

(株)道奥 25,000 (資)宮古ホテル沢田屋 15,000

さいとう製菓(株) 25,000 (株)瀬美温泉 13,000

(有)牛の里 25,000 (株)夏油温泉 13,000

(株)あさ開 19,500

(株)東家 19,500

(株)アトム物産 19,500 (小計  36会員) (1,320,000)

(株)第一物産 19,500 休暇村岩手網張温泉 42,000

(有)直利庵 19,500 休暇村陸中宮古 42,000

(株)北星 19,500 国民宿舎えぼし荘 13,000

(株)やぶ屋 19,500 国民宿舎くろさき荘 13,000

(株)玉沢 15,000

(株)中原商店 15,000 (小計  4会員) (110,000)

つなぎ温泉観光協会 150,000

花巻南温泉組合 78,000

一関温泉郷協議会 55,000

(小計  17会員) (400,500) 台温泉旅館組合 45,000

花巻温泉(株) 211,000 国見温泉協会 11,000

(株)岩手ホテルアンドリゾート 164,500 湯川温泉観光協会 11,000

(株)プリンスホテル　雫石ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 126,500 (小計  6会員) (350,000)

(株)新鉛温泉 49,500 八幡平国立公園協会 33,500

(株)浄土ヶ浜パークホテル 40,000 三陸復興国立公園協会 33,500

(株)長栄館 35,000 外山早坂高原県立自然公園協会 19,500

三陸花ホテルはまぎく 33,500 (小計  3会員) (86,500)

八幡平ハイツ 33,500 岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合 338,000

アートホテル盛岡 33,500 盛岡ホテル協議会 44,000

ホテルメトロポリタン盛岡 33,500 安比高原ペンションビレッジ会 35,000
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（単位：円）

会　　　員　　　名 会費額 会　　　員　　　名 会費額

いわておかみ会 15,000 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本企画盛岡支店 25,000

日本旅館協会岩手県支部 15,000 (株)JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 25,000

(株)セルク 25,000

(小計  5会員) (447,000) (株)東広社 25,000

いわてウインターリゾート協議会 250,000 東洋アドシステム(株) 25,000

岩手県ゴルフ連盟 91,000 (株)リクルート 25,000

(株)かまいしＤＭＣ 25,000 (株)ドリームラボ 25,000

(株)岩手日報広告社 19,500

(小計  3会員) (366,000) (株)オリンピア企画 19,500

東日本旅客鉄道(株)盛岡支社 220,500 (株)東北博報堂盛岡支社 19,500

岩手県交通(株) 84,500

岩手県北自動車(株) 84,500 (小計  10会員) (233,500)

ＩＧＲいわて銀河鉄道(株) 50,000 (株)ＩＢＣ岩手放送 110,500
東日本高速道路(株)東北支社盛岡管理事務所 50,000 (株)岩手日報社 110,500

川崎近海汽船(株)八戸支社 50,000 (株)テレビ岩手 110,500

三八五バス(株)盛岡営業所 33,500 (株)岩手めんこいテレビ 15,000

東日本交通(株) 33,500 (株)岩手朝日テレビ 13,000

三陸鉄道(株) 25,000 (株)エフエム岩手 13,000

(一社)日本自動車連盟岩手支部 25,000

(株)ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ岩手盛岡駅南口店 25,000 (小計  6会員) (372,500)

(株)岩手銀行 100,000

(株)北日本銀行 65,000

(株)東北銀行 37,500

(小計  11会員) (681,500) 岩手県信用金庫協会 32,500

(公社)岩手県バス協会 25,000

(一社)岩手県タクシー協会 25,000 (小計  4会員) (235,000)

岩手県レンタカー協会 22,000 岩手県商工会議所連合会 66,000

岩手県南部鉄器協同組合連合会 44,000

(小計  3会員) (72,000) 東北電力(株)岩手支店 39,000

(株)ＪＴＢ盛岡支店 25,000 岩手県産(株) 32,500

クラブツーリズム(株) 25,000 岩手県空港ターミナルビル(株) 29,000

(株)近畿日本ツーリスト盛岡支店 16,500 岩手県酒造組合 25,000

(株)日本旅行東北盛岡支店 16,500 南部鉄器協同組合 25,000

(株)農協観光岩手支店 16,500 水沢鋳物工業協同組合 25,000

東武トップツアーズ(株)盛岡支店 13,000 ＪＡ岩手県五連 25,000

名鉄観光サービス(株)盛岡支店 13,000 (公財)いわて産業振興センター 25,000

(公財)岩手県国際交流協会 25,000

(一社)岩手県旅行業協会 22,000

(小計  7会員) (125,500) 岩手県菓子工業組合 22,000

川口印刷工業(株) 33,500 岩手県漁業協同組合連合会 22,000

川嶋印刷(株)盛岡支社 33,500 岩手県商工会連合会 22,000

東北紙工(株) 15,000 岩手県森林組合連合会 19,500

(株)交通新聞社 13,000 (株)いんべリネンサプライ 19,500

(株)吉田印刷 12,500 (株)ヨシダリネンサプライ 6,500

(小計  18会員) (494,000)

(小計  5会員) (107,500)

49,098,200賛助会員会費額合計(会員数＝220)
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