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一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は、6 月 22 日（月）都内で第 64 回定時総会

及び理事会を開催し、会長及び副会長を選任いたしましたのでお知らせします。 
 新会長のもと、副会長には海外旅行推進委員会、国内旅行推進委員会、訪日旅行推進委

員会の委員長として、新型コロナウイルス感染症からの復興に向け、スピード感のある施

策執行に向け取り組んで参ります。 

 

１．会長 

坂 巻

さかまき

 伸

のぶ

昭

あき

 東武トップツアーズ株式会社 代表取締役 社長執行役員 

２．副会長 

  菊間

きくま

 潤

じゅん

吾

ご

 株式会社ワールド航空サービス 代表取締役会長 

※海外旅行推進委員長 

  堀 坂

ほりさか

 明 弘

あきひろ

 株式会社日本旅行 代表取締役社長 

※訪日旅行推進委員長 

髙

たか

橋

はし

 広

ひろ

行

ゆき

  株式会社ＪＴＢ 代表取締役 社長執行役員 

※国内旅行推進委員長 

  

 

本年は役員改選期にあたり、新体制は別紙のとおりです。 

なお、前会長の田川 博己は特別顧問に就任します。 

以上 

 

第 64 回定時総会開催並びに役員体制について 

第 11 代会長に坂巻 伸昭、東武トップツアーズ株式会社社長を選任 

＜お問い合わせ先＞ 

（一社）日本旅行業協会 広報室  TEL:03-3592-1244   
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生年月日 昭和 34 年 3 月 11 日 

  

学    歴 昭和 57 年 3 月   武蔵大学経済学部経済学科 卒業 

職    歴 昭和 57 年 4 月 東武鉄道株式会社 入社 

 平成 11 年 4 月 同  関連事業室課長 

 平成 13 年 4 月  同  グループ事業部課長 

 平成 16 年 10 月 東武商事株式会社 常務取締役（出向） 

 平成 18 年 4 月 東武鉄道株式会社 グループ事業部課長 

 平成 20 年 4 月  同  グループ事業部長 

 平成 22 年 7 月 東武トラベル株式会社 代表取締役社長（出向） 

 平成 24 年 6 月 東武鉄道株式会社 取締役グループ事業部長 

 平成 25 年 8 月 トップツアー株式会社 代表取締役社長 

   東武トラベル株式会社 代表取締役社長 

 
 

平成 27 年 4 月 東武トップツアーズ株式会社 代表取締役社長 

 令和 02 年 4 月 東武トップツアーズ株式会社 代表取締役 社長執行役員 

 至 現在   

    

    

団体歴 平成 26 年 6 月 一般社団法人日本旅行業協会 理事 

    弁済業務委員会副委員長 

 平成 28 年 6 月  広報委員長 

 平成 29 年 6 月 一般社団法人日本旅行業協会 副会長 

   国内旅行推進委員会委員長 

 令和 02 年 

至 現在 

6 月 一般社団法人日本旅行業協会 会長 

    

 



 

坂巻 伸昭 

一般社団法人 日本旅行業協会 会長 

 

オリジナル画像はこちらからダウンロードできます 

↓ 

https://www.jata-net.or.jp/img/2020jata_chairman_sakamaki.jpg 

（原寸：左右 ２９５３×天地 4134 ピクセル 容量：約 4.2ＭＢ） 



2020年6月22日
（副会長・理事：任期・年齢順／運営役員：氏名五十音順／監事：正会員・学識経験者の順）

No. JATA役職 社　　名 会　社　役　職 一般法※上の役職、他

1 会　長 〇 坂巻　伸昭 東武トップツアーズ(株) 代表取締役　社長執行役員 代表理事

2 副会長 菊間　潤吾 (株)ワールド航空サービス 代表取締役会長 代表理事

3 副会長 堀坂　明弘 (株)日本旅行 代表取締役社長 代表理事

4 副会長 ◎ 髙橋　広行 (株)ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 代表理事

5 理事長 志村　格 一般社団法人日本旅行業協会 理事長 代表理事

6 理　事 東　良和 沖縄ツーリスト(株) 代表取締役会長

7 理　事 原　優二 (株)風の旅行社 代表取締役

8 理　事 福田　叙久 (株)アサヒトラベルインターナショナル 取締役相談役

9 理　事 松田　誠司 (株)阪急交通社 代表取締役会長

10 理　事 黒川　惠 アルパイン・ツアー・サービス(株) 取締役会長

11 理　事 大西　哲郎 名鉄観光サービス(株) 代表取締役社長

12 理　事 ◎ 米田　昭正 KNT-CTホールディングス(株) 代表取締役社長

13 理　事 ○ 江利川　宗光 (株）ジャルパック 代表取締役社長

14 理　事 ◎ 池畑　孝治 一般社団法人日本旅行業協会 理事・事務局長 業務執行理事

1 運営役員 井口　勝正 東日観光(株) 代表取締役社長

2 運営役員 石川　邦大 (株)タビックスジャパン 代表取締役社長

3 運営役員 磯村　克生 郵船トラベル(株) 代表取締役社長

4 運営役員 影山　克明 (株)エヌオーイー 取締役会長

5 運営役員 鹿島　義範 (株)エス・ティー・ワールド 代表取締役社長

6 運営役員 菊地　優 (株)道祖神 代表取締役社長

7 運営役員 後藤　雅彦 西鉄旅行（株） 代表取締役社長

8 運営役員 坂口　法久 日新航空サービス(株) 代表取締役社長

9 運営役員 坂元　隆 (株)読売旅行 代表取締役社長

10 運営役員 佐々木　文信 (株)小田急トラベル 代表取締役社長

11 運営役員 佐藤　一哉 (株)ジェイアール東海ツアーズ 代表取締役社長

12 運営役員 ◎ 清水　清男 (株)農協観光
06/26総会にて代表取締
役社長ご就任予定

13 運営役員 ◎ 高橋　誠一 ＡＮＡセールス(株) 代表取締役社長

14 運営役員 高山　泰仁 (株)旅工房 代表取締役会長兼社長

15 運営役員 檀原　徹典 (株)ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

16 運営役員 勅使河原　晃子 (株)シイ．エイ．エヌ． 代表取締役社長

17 運営役員 西澤　重治 (株)ＩＡＣＥトラベル 代表取締役社長

18 運営役員 西山　徹 (株)日本橋トラベラーズクラブ 代表取締役社長

19 運営役員 美甘　小竹 (株)フィンコーポレーション 代表取締役社長

20 運営役員 水野　剛 (株)ビーエス観光 代表取締役社長

21 運営役員 森崎　鉄郎 (株)びゅうトラベルサービス 代表取締役社長

22 運営役員 ◎ 山野邉　淳 (株)エイチ・アイ・エス 取締役上席執行役員

1 監　事 松本　巌雄 エムオーツーリスト(株） 取締役会長

2 監　事 田中　正人 税理士

注）◎：2020年6月開催の定時総会で選任された新任役員、○：役職変更した役員
※「一般法」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のこと

氏　　名

一般社団法人日本旅行業協会(JATA) 役員リスト　



委員会名 委員会役職 氏　名 会社名 会社役職 備考

海外旅行推進委員会 委員長 菊間　潤吾 (株)ワールド航空サービス 代表取締役会長 JATA副会長

副委員長 松田　誠司 (株)阪急交通社 代表取締役会長

副委員長 江利川　宗光 (株)ジャルパック 代表取締役社長

副委員長 遠藤　修一 (株)ＪＴＢ 執行役員
個人事業本部　海外仕入商品事業部長

国内旅行推進委員会 委員長 髙橋　広行 (株)ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 JATA副会長

副委員長 森崎　鉄郎 (株)びゅうトラベルサービス 代表取締役社長

副委員長 大槻　厚 (株)日本旅行 取締役

副委員長 大原　浩 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株) 執行役員

副委員長 伊藤　智 (株)ＪＴＢ 執行役員
国内仕入商品事業部長

訪日旅行推進委員会 委員長 堀坂　明弘 (株)日本旅行 代表取締役社長 JATA副会長

副委員長 高橋　誠一 ＡＮＡセールス(株) 代表取締役社長

副委員長 髙浦　雅彦 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株) 取締役

副委員長 黒澤　信也 (株)JTBグローバルマーケティング＆トラベル 代表取締役　社長執行役員

法制委員会 委員長 原　　優二 (株)風の旅行社 代表取締役

副委員長 石川　邦大 (株)タビックスジャパン 代表取締役社長

副委員長 檀原　徹典 (株)ミキ・ツーリスト 代表取締役社長

弁済業務委員会 委員長 佐藤　一哉 (株)ジェイアール東海ツアーズ 代表取締役社長

副委員長 清水　清男 (株)農協観光

業務改善委員会 委員長 佐々木　文信 (株)小田急トラベル 代表取締役社長

副委員長 井口　勝正 東日観光(株) 代表取締役社長

副委員長 影山　克明 (株)エヌオーイー 取締役会長

広報委員会 委員長 米田　昭正 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株) 代表取締役社長

副委員長 坂元　隆 (株)読売旅行 代表取締役社長

副委員長 小野　博宣 (株)毎日企画サービス 代表取締役社長

旅行業経営委員会 委員長 大西　哲郎 名鉄観光サービス(株) 代表取締役社長

副委員長 東　　良和 沖縄ツーリスト(株) 代表取締役会長

副委員長 勅使河原　晃子 (株)シイ．エイ．エヌ． 代表取締役社長

副委員長 西澤　重治 (株)ＩＡＣＥトラベル 代表取締役社長

副委員長 水野　剛 (株)ビーエス観光 代表取締役社長

社会貢献委員会 委員長 黒川　惠 アルパイン・ツアー・サービス(株)　 取締役会長

副委員長 磯村　克生 郵船トラベル(株) 代表取締役社長

副委員長 美甘　小竹 (株)フィンコーポレーション 代表取締役社長

研修・試験委員会 委員長 福田　叙久 (株)アサヒトラベルインターナショナル 取締役相談役

副委員長 坂口　法久 日新航空サービス(株) 代表取締役社長

副委員長 高山　泰仁 (株)旅工房 代表取締役会長兼社長

旅行需要創出特別委員会
委員長 坂巻　伸昭 東武トップツアーズ(株) 代表取締役　社長執行役員 JATA会長

副委員長 菊間　潤吾 (株)ワールド航空サービス 代表取締役会長 JATA副会長

副委員長 堀坂　明弘 (株)日本旅行 代表取締役社長 JATA副会長

副委員長 髙橋　広行 (株)ＪＴＢ 代表取締役　社長執行役員 JATA副会長

ITセキュリティ特別委員会
委員長 福本　伸昭 (株)ＪＴＢ 常務執行役員

経営戦略本部 CIO、CISO

副委員長 秋元　智広 楽天(株) トラベル事業 品質管理室長

副委員長 荒谷　克己 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株) 情報セキュリティ対策室部長

アウトバウンド促進協議会 会　長 菊間　潤吾 (株)ワールド航空サービス 代表取締役会長

（ＪＯＴＣ） 副会長 松田　誠司 (株)阪急交通社 代表取締役会長

副会長 遠藤　修一 (株)ＪＴＢ 執行役員
個人事業本部　海外仕入商品事業部長

一般社団法人日本旅行業協会 正副委員長リスト

役員リスト順／氏名五十音順

2020年6月22日

06/26総会にて代表取締役社長ご就任予定


