
(愛知県本社企業の場合） 

愛知県観光コンベンション局 

観光振興課観光振興グループ 

〒460-8501 

愛知県名古屋市中区三の丸 3-1-2 

電話：052-954-6355（直通） 

ファックス：052-973-3584 

E-mail：kanko@pref.aichi.lg.jp 

「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」の募集について 

 

愛知県では、2015 年 5 月末にキャッチワード及びロゴマーク「“Heart”of JAPAN～

Technology＆Tradition 」を発表し、愛知の魅力を国内外に向けて発信しているところ

です。また 2015 年 11 月からは「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」として、首

都圏において愛知の魅力発信に御協力いただける企業を随時募集しています。 

この度、愛知の魅力をより多くの方々に知っていただくため、海外で愛知の魅力発信

に御協力いただける企業を新たに「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」として、

下記のとおり募集します。 

 

１ 募集時期 

  随時受付 

２ 募集対象 

・愛知県に本社があり、首都圏又は海外に事業所がある企業【新規募集】 

・愛知県に事業所があり、首都圏に本社がある企業 

３ 御協力いただきたい具体的な取組例 

・店舗、本社・営業所、関連施設、イベント会場などで、愛知県のポスター、リーフ

レット、イベントチラシ等を掲示、配布 

・Web ページや社内報などで、愛知県のホームページや愛知の魅力を紹介 

４ 御登録いただいた企業の皆様への提供物等 

・愛知県観光コンベンション局の Webぺージ(https://www.pref.aichi.jp/kanko/ 

index.html)において「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」として御紹介しま

す。 

（以下、希望があれば登録申込書にて御回答ください。） 

・首都圏に本社又は事業所がある場合、首都圏向け観光プロモーション公式サイト「こ 

ってり愛知 de 首都圏」(http://kotteri.jp/)においても、ハート・オブ・ジャパン

あいち応援企業として御紹介します。 

・愛知県のポスター、パンフレット、イベントチラシなどの PR 資材を国内の事業所

に無償で御提供します。（海外版のパンフレットも御提供が可能です。） 

５ 御登録方法、お問合せ先 

登録申込書に御記入の上、郵送、メールまたはファクシミリで下記まで御提出くだ

さい。（メールの件名は「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業 登録申込み」とし

てください。） 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

（首都圏本社企業の場合） 

愛知県東京事務所産業誘致課 

 

〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-6-3  

電話：03-5212-9190（直通） 

ファックス：03-5212-9095 

E-mail：tokyo@pref.aichi.lg.jp 

https://www.pref.aichi.jp/


“Heart”of JAPAN ～Technology＆Traditionについて 

 

愛知県は、地理的に日本の中心に位置していることに加え、日本一の Technology（技

術）と Tradition（伝統）を誇る産業の中心地です。 

つまり、Technology（技術）においても、Tradition（伝統）においても、“Heart”of 

JAPAN です。“Heart”は、愛知の「愛」でもあります。 

今後は、当地の強みである Technology（技術）と Tradition（伝統）を、観光 PR の

キラーコンテンツとして、積極的に世界に売り込んでいくため、2015 年５月にこのキャ

ッチ・ワードとロゴマークを作成しました。 

（ロゴマークのコンセプト） 

日本の中心部分に位置する、愛知・名古屋。 

古くからモノづくりの拠点として栄えてきた愛知県は、陶磁器や織物等の伝統産業か

ら、自動車、航空宇宙などの先端産業に至るまで、幅広い多様な産業が集積している、

日本一の Technology（技術）の中心地です。 

この地は、日本史を大きく変えた織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の生誕地であり、歴

史・文化の中心地としても栄えてきました。ものづくりの原点である、からくり人形の

Technology（技術）を活かした、愛知県が誇る 5 つの「山・鉾・屋台行事」は、ユネス

コ無形文化遺産候補となっており、この地は Tradition（伝統）の中心地です。 

愛知・名古屋は、いつの時代も未来を拓く中心地であり、人間にたとえれば心臓部・

“Heart”と言えます。 

体のすみずみに血を巡らせ、いのちを輝かせる心臓のように、愛知・名古屋も日本、

世界、そして未来に、新しい活力、新しい感動を起こす原動力でありたい。そして、ハ

ートのマークが表すように、皆様に愛していただき、知っていただけるように、思いを

込め、おもてなしの気持ちも表現しました。 

 

「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」ロゴ デザイン 

 



宛先 

（愛知県本社企業の場合） 

 愛知県観光コンベンション局観光振興課 

E-mail：kanko@pref.aichi.lg.jp FAX：052-973-3584 

（首都圏本社企業の場合） 

愛知県東京事務所産業誘致課  

E-mail：tokyo@pref.aichi.lg.jp FAX：03-5212-9095 

※メールの場合は、件名を「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業 登録申込み」としてください。 

 

「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」登録申込書 

 

「ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業」として、以下のプロモーションに協力しま

す。 

※ご登録企業名は観光コンベンション局 HP「愛知の観光情報」欄にて掲載させていただきます。 

※該当番号・箇所に○を記載してください。 

【協力内容】 

１ 観光ポスターの掲示 

２ 観光パンフレットの配布 

３ 企業・店舗でのイベントチラシの配布   

４ 企業のホームページや社内報などで、愛知県首都圏プロモーション用ホーム 

ページや愛知の魅力等を紹介 

 ５ その他（                   ） 

【愛知県首都圏プロモーション用ホームページでの企業紹介】 

 ・企業名の表示及び企業ホームページへのリンク   希望する 、 希望しない 

 ・企業ロゴマークの掲載              希望する 、 希望しない   

  ※ 企業ロゴマークの掲載を希望される場合はデータをお送りください。 

ファイル形式：jpgまたは png 

 サイズ：300px × 80px（可能であればこのサイズに加工をお願いします。） 

【連絡先(資材送付先)】                                                                        

企 業 名  担当者部署・氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

住  所  

メールアドレス   

Ｈ Ｐ ア ド レ ス  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業 

企業名 本社所在地 企業名 本社所在地

1 株式会社壱番屋 一宮市 56 ＪＸエネルギー株式会社　 東京都

2 株式会社エスワイフード 名古屋市 57 株式会社ジェイティービー 東京都

3 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 名古屋市 58 株式会社JTBパブリッシング 東京都

4 株式会社オールドリバー（鶏三和） 大治町 59 株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ 東京都

5 株式会社かぶらやグループ 名古屋市 60 株式会社昭文社 東京都

6 河村電器産業株式会社　 瀬戸市 61 株式会社新生銀行 東京都

7 株式会社コメダ 名古屋市 62 シンフォニアテクノロジー株式会社　 東京都

8 株式会社サガミチェーン 名古屋市 63 株式会社ゼットン 東京都

9 株式会社三晃社 名古屋市 64 全日本空輸株式会社　 東京都

10 株式会社ジェイグループホールディングス 名古屋市 65 損害保険ジャパン日本興亜株式会社　 東京都

11 株式会社昭和 稲沢市 66 株式会社大広 東京都

12 新東株式会社　 高浜市 67 大和ハウス工業株式会社　 東京都

13 株式会社セピア・クワーティー・インターナショナル 名古屋市 68 株式会社デルフィス 東京都

14 担々麺はなび（株式会社サンフレンドオールスターズ） 名古屋市 69 株式会社デンソーセールス 東京都

15 株式会社デンソー 刈谷市 70 東急建設株式会社　 東京都

16 トヨタ自動車株式会社　 豊田市 71 東急不動産株式会社　 東京都

17 株式会社豊田自動織機 刈谷市 72 東京海上日動火災保険株式会社 東京都

18 トヨタ通商株式会社 名古屋市 73 東京製鐵株式会社　 東京都

19 名古屋鉄道株式会社　 名古屋市 74 東洋ドライルーブ株式会社 東京都

20 日本ガイシ株式会社 名古屋市 75 東レ株式会社　 東京都

21 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 名古屋市 76 トピー工業株式会社　 東京都

22 合資会社八丁味噌 岡崎市 77 株式会社トンボ鉛筆 東京都

23 株式会社ピコ・ナレッジ 名古屋市 78 ニチバン株式会社　 東京都

24 株式会社備長 大口町 79 日油株式会社　 東京都

25 有限会社風来坊チェーン 名古屋市 80 ニチレキ株式会社 東京都

26 ブラザー工業株式会社　 名古屋市 81 日新製鋼株式会社　 東京都

27 株式会社プログレ（鳥開総本家） 名古屋市 82 日本軽金属株式会社　 東京都

28 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 名古屋市 83 株式会社日本旅行 東京都

29 有限会社味仙 日進市 84 株式会社パソナ 東京都

30 株式会社mizkan 半田市 85 ファイザー株式会社　 東京都

31 三菱航空機株式会社　 豊山町 86 富士重工業株式会社　 東京都

32 名鉄観光サービス株式会社 名古屋市 87 フランスベッド株式会社 東京都

33 株式会社矢場とん 名古屋市 88 株式会社マイナビ 東京都

34 株式会社やぶやグループ 名古屋市 89 前田建設工業株式会社 東京都

35 合資会社山本屋 名古屋市 90 三井化学株式会社 東京都

36 株式会社若鯱家 名古屋市 91 株式会社三井住友銀行 東京都

37 株式会社アーレスティ　 東京都 92 三菱自動車工業株式会社　 東京都

38 アサヒビール株式会社　 東京都 93 三菱重工業株式会社　 東京都

39 イオンリテール株式会社　 千葉県 94 三菱商事株式会社　 東京都

40 旭化成ファーマ株式会社 東京都 95 三菱電機株式会社　 東京都

41 出光興産株式会社　 東京都 96 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都

42 株式会社エイチ・アイ・エス 東京都 97 三菱レイヨン株式会社　 東京都

43 王子ホールディングス株式会社　 東京都 98 株式会社ＵＡＣＪ 東京都

44 株式会社オープンループパートナーズ 東京都 99 有楽製菓株式会社 東京都

45 鹿島建設株式会社 東京都 100 横浜ゴム株式会社　 東京都

46 川崎重工業株式会社　 東京都 101 楽天株式会社　 東京都

47 キリンビール株式会社　 東京都 102 株式会社旅行綜研 東京都

48 クアーズテック株式会社 東京都 103 クラブツーリズム株式会社 東京都

49 株式会社熊谷組 東京都 104 日本通運株式会社 東京都

50 KNT-CTホールディングス株式会社　（近畿日本ツーリスト） 東京都 105 株式会社読売旅行 東京都

51 小岩金網株式会社 東京都 106 株式会社　農協観光 東京都

52 コニカミノルタ株式会社 東京都 107 株式会社　デンソーアイティーラボラトリ 東京都

53 株式会社サークルＫサンクス 東京都 108 株式会社読売エージェンシー東海 名古屋市

54 株式会社サッポロライオン 東京都 109 東洋製罐　株式会社 東京都

55 株式会社ジャルセールス 東京都 110 リコージャパン（株） 東京都



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名 本社所在地

111 株式会社　J-QuAD DYNAMICS 東京都

112 毎味水産株式会社 西尾市

113 クラシエホームプロダクツ販売株式会社 東京都

114 株式会社木曽路 名古屋市


