
1　　

2020 年 6月 16日現在（敬称略）

顧　　問

顧　　問

顧　　問

顧　　問

顧　　問

代　　表

事務局長兼会長代行

事務局運営

ファイナンシャル
アドバイザー

アドバイザー

アドバイザー

法務アドバイザー

会　　長

IR推進100社会 相談役・顧問・アドバイザー

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名

千田　忠司

立野　純三

大阪府商店街振興組合連合会
　府下 160 余りの商店街振興組合を擁する
大阪市商店会総連盟
　市内約 300 商店会・10,000 商店会員

副理事長
理事長

株式会社ユニオン
　ドアハンドル国内シェア 90％のトップブランド
　大阪商工会議所 副会頭・常議員

代表取締役社長
副会頭・常議員

椋本　充士
株式会社グルメ杵屋
　全国 418 の外食店舗を展開、来年度大阪外食産業協会
　会長、2021年度食博大阪会長に就任予定

更家　悠介
サラヤ株式会社
　衛生・環境・健康に関わる商品・サービスを提供
　大阪商工会議所、関西経済同友会にて長年活動

代表取締役

代表取締役社長

今井　徹
株式会社 今井
　前道頓堀商店街会長、10店舗を展開する老舗うどん店
　浪速文化の復興や、道頓堀商店街の街づくりを推進

代表取締役

小嶋　達典 がんこフードサービス株式会社
　全国 100 店舗フードサービス事業を展開
　年間来店者数 130 万人のインバウンドにも対応

代表取締役

堀　感治
株式会社 関西インバウンド事業推進協議会
　関西を中心にループバス・クルーズ・屋形船
　文化体験・グルメなど着地型観光ビジネスを展開
　2019 年 3月、第 3回「関西インバウンド大賞」受賞

代表取締役

代表取締役社長淡野　文孝
アクティオ株式会社
　博覧会などイベント、集客施設、指定管理者制度など、
　運営業務全般を計画の上実施運営
　※（海遊館、あべのハルカス展望台、食博大阪など）

小池　隆由 キャピタル＆イノベーション株式会社
　月間ページビュー 50 万の「カジノ IR ジャパン」運営　 

代表取締役

藤山　正道
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
NPO法人 再開発ビル活性化ネットワーク
　ユニバーサルシティウォーク、晴海トリトンなど
　大型商業施設の開発・運営

理事
理事長

五島　洋
弁護士法人 飛翔法律事務所
　大阪弁護士会所属、関西 IPOチャンスセンター代表
　同志社大学産官学連携支援ネットワーク副理事長

パートナー弁護士

岡　政德
一般社団法人 One Osaka ループバス推進機構
　関西経済連合会事業推進部長として関空事業を推進
　事業推進第一部長として大阪オリンピック招致活動

会長

上山　勝也
株式会社一門会（串かつだるま）
　道頓堀商店街会長、安部総理も来店した串かつの名店
　メディア露出も多くなにわの食とエンタメを牽引する

代表取締役社長
兼会長
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IR推進100社会 相談役・顧問・アドバイザー

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名

観光ICT
アドバイザリー 齊藤　昌典 取締役常務執行役員

西日本事業本部長

凸版印刷株式会社
　観光 ICTアドバイザリーとして高度なデジタル表現
　技術と ICTを活用し観光による地方創生を推進する

航空事業
アドバイザリー 尾暮　敏範

朝日航洋株式会社
　大阪 IRのヘリポート整備、ヘリコプターやプライベート
　ジェットでの移動・遊覧飛行などをサポートする

代表取締役社長
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ガーデン・エクステリア

映画・TV製作

野杁　育郎大阪みやげ
株式会社せのや
　創業400年大阪 3店舗東京1店舗の大阪みやげ専門店
　大阪の歴史文化を学べる大阪わくわくアカデミー運営

取締役会長

高岡　伸夫
株式会社タカショー
　国内 16拠点・海外 7拠点、トータルガーデン＆エクス
　テリアを展開している造園業界初の東証一部上場企業

代表取締役

北川　淳一
株式会社松竹撮影所
　必殺シリーズ・鬼平犯科帳などの映画・TV・CM撮影
　スタジオ・オープンセット完備、日本有数の大型撮影所

代表取締役会長

山口　勝美英会話教室
株式会社 ECC
　講師 3,941 名、ECC外語学院 186 校、ECCジュニア
　教室 16,599 教室など語学スクールの運営と教育活動

代表取締役社長

笹井　大義タクシー事業
株式会社未来都
　大阪府に 11拠点・642 車両を保有するタクシー会社
　ウーバーとの連携でアプリ配車サービスを展開

専務取締役COO

永尾　俊一たこ焼きくくる・らぽっぽ
白ハト食品工業株式会社
　道頓堀商店街の副会長 「くくる」のたこ焼やさつまいも
　専門店「らぽっぽファーム」など全国 100 店舗を展開

代表取締役

中井　貫二大阪外食産業協会副会長
千房ホールディングス株式会社
　全国 68店舗、海外 9店舗に進出しワールドクラスの
　飲食店への進化を加速するお好み焼の老舗

代表取締役社長

加西　幸裕道頓堀商店街副会長
株式会社くれおーる
　道頓堀商店街 新進気鋭の若手副会長、海外へたこ焼き
　の普及活動を実践し、大阪の食文化を PR

代表取締役

大西　礼久能楽師
大阪能楽会館
　60年の歴史を持つ大阪三大能楽堂の一つ「大阪能楽会
　館」を運営。ユネスコ無形文化遺産「能楽」の重文保持者。

取締役

森岡　匠京都ヘリポート
匠航空株式会社
　京都ヘリポートを運営
　京都世界遺産の遊覧や大阪城へのナイトフライト

代表取締役

松尾　省三
biid（ビード）株式会社
　大阪北港マリーナはヨット 260 隻、クルーザー
　120 隻収容、全国 7つのマリーナ施設運営

代表取締役北港マリーナ

あじびるグループ 本岡　玲二
株式会社 LEAF 
　あじびるグループ 23店舗・全 1,500 席、55万人送客の
　インバウンド団体専用グルメサイト「タベパーク」運営

代表取締役

今野　毅チケット販売・出版
ぴあ株式会社
　音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベントのチケット
　販売、書籍の刊行、コンサートやイベントの企画

中日本・西日本
エリア事業局 局長

IR推進100社会 メンバー

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名
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桑原　浩
大阪木津市場株式会社
　地産地消をテーマに最高品質の地元食材が勢揃いする
　300 年の歴史を誇る日本最大級の民間の卸売市場

代表取締役地産地消

西村　信義
大阪バス株式会社
　500輌を超えるバスの保有台数で北海道から関西まで
　国内主要都市を結ぶ国内最大のバスネットワーク

代表取締役交通インフラ

森　武司
Suprieve 株式会社
　全国 30カ所 100 万人の人材の活用が可能な
　成長性西日本一位の人材派遣会社

代表取締役雇用対策

高橋　真知アプリ開発

株式会社 Stroly 
　観光ガイドマップ、手書き地図、鳥瞰図、古地図など
　紙の地図にGPSを連動することができ、実際に地図と
　して使うことができる無料のWeb地図サービス

代表取締役社長

巽　房子ママの総合応援事業 
株式会社マザープラス
　一万人を超えるママ・女性会員に向け IRの正しい　
　知識とギャンブル依存症対策の情報を拡散していく

代表取締役

加地　太祐外国人人材紹介
株式会社YOLO JAPAN
　225 カ国・登録者数 10万人の外国人人材サービス
　2020 年に日本初の外国人ハローワーク上場を目指す

代表取締役

中納　幸弘ポスティング西日本一
ヤマフク電電株式会社
　NTT発行電話帳の配達・回収において 30年の実績を
　誇る西日本最大のポスティングサービス企業

代表取締役

長谷川　豊TV番組企画・制作
株式会社レジスタＸ１
　東京、大阪の主要テレビ番組製作会社約 120 社が加盟
　する全日本テレビ番組製作社連盟の副理事長

代表取締役

澤田　賢二舞妓さん体験
株式会社イメージワークス エクスクルーシブ京都
　本物の舞妓さん・芸妓さんの伝統的な舞やお座敷遊びを
　体験できる、唯一の京都花街文化体験サービスを展開

代表

北垣　智祐貴カジノスクール
マネージャー

UC RESORT AGENCY株式会社
　海外カジノ大手での実務経験を経て
　日本カジノスクール大阪校のマネージャー

代表取締役

田中　洋行
株式会社イノベント
年間23本の国際見本市・シンポジウムをプロデュース
日本初のＩＲイベント「関西ＩＲショーケース」を開催

代表取締役会長

古賀　章広花火事業
葛城煙火株式会社
　天神祭や関西の人気花火大会やイベントを独占する関西
　の花火業者・花火師トップ5社で関西花火連合会を結成

代表取締役

澤邊　芳明イノベーター
株式会社ワントゥーテン
　東京オリパラ組織委員会アドバイザー、安倍首相の顧問
　日本の祭を最先端テクノロジー＆デジタルで進化させる

代表取締役社長

展示会場運営

IR推進100社会 メンバー

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名
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村田　吉弘和食文化の発信
株式会社 菊の井
　10年連続ミシュランガイド三ツ星獲得の老舗料亭の
　三代目主人　和食のユネスコ無形文化遺産登録に尽力

代表取締役社長

髙橋　淳外食産業
株式会社ワン・ダイニング
　「ワンカルビ」「きんのぶた」「あぶりや」などを関西中心に
　全国に拡大中　大阪外食産業協会の筆頭副会長を兼任　

代表取締役社長

田中　卓セキュリティ
ビル総合管理

東洋テック株式会社
　関西初のセキュリティ会社として誕生しセキュリティと
　ビル総合管理を中心に安心快適な社会の実現に貢献

代表取締役社長

小谷　憲作高級車レンタカー
株式会社 SSコーポレーション
　大阪・関西を拠点に輸入車・高級車専門のレンタカー
　サービスを展開　G20大阪サミットで各国要人が利用　

代表取締役

松本　篤食を通じた
まちづくり

株式会社RETOWN 
　八軒屋浜のカフェや中之島GATE「中之島漁港」を展開
　今年 大正区に「TUGBOAT TAISHO」オープン予定

代表取締役

IR推進100社会 メンバー

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名

豊田　英三和歌山観光
プロデュース

ユタカ交通株式会社
　観光タクシー、バスツアー、JNTO認定外国人観光案内所
　地域メディアなど和歌山の総合観光事業をプロデュース

代表取締役社長

琴平　能弘ポップカルチャー
KARAOKE発信

株式会社コスモコーポレーション
　全てのバリアを超え世界をひとつに繋ぐ日本が誇るポップ
　カルチャー「KARAOKE」の進化系アミューズメントを発信

代表取締役社長

安藤　周二ホテル清掃
アライアンス

株式会社スーパーホテルクリーン
　ホテル清掃に特化し業界を牽引するスケールメリット
　海外アカデミーで教育した人材を日本へ送出する

代表取締役社長

藪ノ　賢次飲食特化の人材サービス
クックビズ株式会社
　「フード産業を人気業種にする」をビジョンに掲げる
　食の人材サービスを展開する東証マザーズ上場企業

代表取締役社長CEO
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麻倉 ケイト
一般社団法人 LGB.T
　LGBTに関する正しい知識と理解を深め、全ての人の個性や
　人権が尊重される社会の実現を推進している。ジェンダーフリー
　なファッション、エンタメなど幅広く海外に向けても展開中

代表理事LGBT支援

尾中　友哉
NPO法人 Silent Voice
　聴覚障害・難聴の専門分野から聴覚障害者の活躍の場を
　増やし強みを生かす社会の実現に向けて活動している

代表理事聴覚障害者支援

IR推進100社会 団体及び広域連携

当会役職・担当・業種 氏　名 役　職会社名・団体名

千田　忠司商店街の活性化
一般社団法人 大阪活性化事業実行委員会
　大阪府市・大阪観光局・商店街・地元企業・団体と
　連携して地域一体となるDMO組織

代表理事

西村　寛和
京都商工会議所青年部
　46歳未満の次世代リーダー350名で構成されるメンバー
　が世界有数の観光地、千年の都・京都の楽しみ方を提案

会長

西村　昌也近畿ブロックYEG

京都YEG

近畿ブロック商工会議所青年部連合会
　会員数 4,700 名、近畿 52単会連合会や全国の
　青年部 415 カ所のメンバーとも連携

会長

齋藤　敦夫旅館・ホテル運営
海月館グループ 株式会社かいげつ
　地域の魅力を再発掘し、発信することで施設再生
　旅館やホテル、マリンリゾートなど淡路島中心に20施設

代表取締役

中西　昭憲
鳴門 IR健康保養誘致協議会
　鳴門市の自然を活かした健康保養施設を目指す
　超党派国会議員 IR議連をサポートしIR合法化に寄与

代表
精神科医

富田　純弘

鳴門商工会議所
IR特別委員会アドバイザー

石﨑　祥之
一般社団法人 日本観光経営学会
　関西の観光産業の発展と観光高度人材ならびに
　観光経営マネジメント人材を育成する学会

代表理事観光高度人材育成

亀井　正史
LPK COOP INDONESIA
　インドネシア政府公認送り出し機関として
　6年間で 905 名の技能研修生を日本に送り出す

Director of Tokyo 
Japan branch雇用対策

小池　勝
神戸ヒューマンサービス カンボジア
　日本での外国人技能実習制度を活用しカンボジアの
　技能実習生を派遣する労働職業訓練省認可機関
　4年間で約 100 名の技能研修生を日本に送り出す

取締役雇用対策

鳴門商工会議所 副会頭
鳴門市商工会議所 IR研究特別委員会
　徳島県は、四国で唯一、関西広域連合に加盟
　富田氏は、商工会議所の副会頭を務める

代表

椋本　充士
一般社団法人 大阪外食産業協会
　大阪の食文化発展に貢献する関西外食産業唯一の公益
　法人  会員数500社は関西の老舗、有名店を網羅する

代表者食博覧会・大阪を開催


