
氏　名 フリガナ 在住地 資格 取得年 対応言語
旅程管理

主任者
得意なガイドエリア 簡単なプロフィール

赤木  しのぶ アカギ　シノブ 福岡県 全国 2015年 英語 有 福岡都市圏、北九州市
福岡県出身です。趣味は旅行とダンスです。海外からのお客

様に日本を楽しんで頂きたいです。

芦田 香織 アシダ　カオリ 福岡県 全国 2015年 英語 有 九州全域、山口県
みなさんの旅の目的に合わせ、臨機応変に対応致します。心

に残る旅のお手伝いを心がけます。

荒巻 早苗 アラマキ　サナエ 福岡県 全国 2010年 英語 有

九州　東京　鎌倉　箱

根　金沢　奈良　京都

広島

米国に家族で5年間駐在。現地小学校での経験。州立大学卒

業。クルーズ船ツアー、東京～京都のロングツアー等

石井 修子 イシイ　ナオコ 佐賀県 全国 2015年 英語 有 佐賀県
得意な分野は、佐賀県の伝統産業と食について。

福岡、熊本でのFIT経験有。

石川 美香 イシカワ　ミカ 熊本県 全国 2018年 中国語 有
長崎市近郊、熊本市近

郊
九州で活躍する中国語の通訳案内士を目指しています。
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石田 美樹 イシダ　ミキ 福岡県 全国  2003年 英語 有 九州全域

様々なタイプの旅行（クルーズ船、工場視察を含む旅行、小

規模な家族旅行、インセンティブツアー、インフルエンサー

を対象とした旅行等）のガイド経験、視察同行通訳経験あ

り。

磯田 章子 イソダ　アキコ 福岡県 全国 2010年 英語 有
九州全域、広島、京都

市内

北九州在住です。九州の素晴らしい歴史、自然、食べ物を多

くの方に紹介していきたいです。

一田 剛 イチダ　ツヨシ 福岡県 全国 2021年 英語 有 北九州都市圏
港の開発の仕事をしている公務員です。技術士の資格を持っ

ているので、技術的な解説もできます。

市原 美智子 イチハラ　ミチコ 福岡県 全国 2014年 英語 無

九州と山口。得意分野

は博多織、有田陶磁

器、歌舞伎、落語など

伝統工芸や日本文化と

酒蔵や製造工場見学。

2014年より九州を中心に地元九州愛たっぷりのガイドをして

います。MICEのスタッフ、スポーツ代表チームのリエゾン

通訳、自動車製造などの工場通訳の経験豊富。

全国 2019年 英語

全国 2019年 フランス語

国内旅程管理主任

国内旅行業務取扱管理者

萩ものしり博士

萩幕末維新検定

やまぐち歴史・文化・自然検定

伊藤 俊治 イトウ　トシハル 山口県 有
山口県全域、福岡都市

圏
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上田 ゆき子 ウエダ　ユキコ 長崎県 全国 2008年 英語 有

九州圏内、特に長崎は

多数案内しておりま

す。東京以西のロング

ツアー（17日間）年に

複数回。

お客様のご要望を察知できます。背後にあるストーリーを伝

えます。真心のこもったガイドであるよう研鑽しています。

浦上 咲枝 ウラカミ　サキエ 熊本県 全国 2018年 英語 有
九州全域（特に熊本県

近郊、福岡都市圏）

九州・四国地方でのシェアエクスカーションに加え、FITの

ロングツアー、巡礼ツアーも経験あり。

全国 2010年 英語

全国 2016年 中国語

大淵 真奈美 オオフチ　マナミ 福岡県 全国 2010年 英語 有
九州沖縄全域、山口

県、広島県、全国可能

元気のよさと明るさ、誠実さが取り柄です。楽しく安心な旅

をして頂けるように、全力を尽くしています。

岡崎 利昭 オカザキ　トシアキ 熊本県 全国 2016年 英語 無

史跡や自然公園などの

一般的観光地から工場

見学・案内・企業研修

等まで幅広くお受け致

します。

大手製造業での企業内通訳から語学学校管理者を経て, アイル

ランドの大学院にて国際観光学修士号取得。英・スコットラ

ンドでの講師職の後, 現在英語講師, 翻訳/ 通訳者, 通訳案内士

を努めています。

大石 佳子 オオイシ　ヨシコ 福岡県 有

福岡市、長崎市、東京

～広島のゴールデン

ルート

通訳案内士歴5年、ロングツアーとFITの両方に対応していま

す。歴史とスポーツが得意分野です。
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岡田 美和子 オカダ　ミワコ 福岡県 全国 2014年 英語 有

主に九州北部、季節の

美しい花などフォト

ジェニックな場所

フォトグラファーでもあります。カメラ好きな方、ご一緒に

写真を撮りながら美しい九州を巡りましょう。

岡本 憲明 オカモト　ノリアキ 福岡県 全国 2014年 英語 有
九州全域　スポーツ、

幕末明治維新など

元局アナ、現フリーアナ、スポーツは野球サッカー、ラグ

ビー、ゴルフ、バレー、長距離陸上を実況、旅好き、幕末明

治維新好き、ピアノを弾いて釣りにも行きます。

小川 美由紀 オガワ　ミユキ 長崎県 全国 2009年 英語 有

長崎。九州全般、潜伏

キリシタン関連遺産を

めぐるツアーや巡礼ツ

アー、陶磁器の里巡り

など。

長崎検定2級、長崎巡礼センター認定巡礼ガイド、平戸検定初

級の長崎通です。famトリップやグループツアーなど、九州

周遊のお仕事も多数経験 しております。「旅人の心に寄り添

う」ガイドを心がけています。

鬼塚 ヒトミ オニヅカ　ヒトミ 福岡県 全国 2014年 英語 有
北九州市、京築、大

分、宮崎、長崎

北九州市の観光ボランティアをしているため市内は詳しい。

それに付随して京築エリアを目下探索中。

加来 一太郎 カク　イチタロウ 福岡県 全国 2015年 英語 有 福岡市とその近郊
美術館や博物館などのインドアだけでなく、

ハイキング等アウトドアも愛好しています。
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壁村 朗子 カベムラ　アキコ 福岡県 全国 2014年 英語 有
福岡都市圏・福岡県全

域、九州内主要エリア

実年齢≒九州・福岡県在住歴です。

お客様のご要望に、地元民ならではのきめ細やかな対応でご

案内をさせて頂けたましたら幸いです。

鎌田 真琴 カマダ　マコト 宮崎県 全国 2021年 英語 有
製造業、品質管理シス

テム監査、医療通訳

製造業にて技術、品質管理、生産計画等に係る通訳経験。日

本医療通訳協会医療通訳１級。

川浪 愛 カワナミ　アイ 佐賀県 全国 2022年 英語 有

佐賀県、長崎県、ハウ

ステンボス、体験メ

ニュー、神社仏閣、隠

れキリシタン関連

サービス業に20年以上従事し、現在は市役所職員です。お客

様のご希望に合わせて柔軟に対応することを心がけていま

す。視察アテンド、トレッキングガイド、陶芸や藍染・農業

体験などの目的別アテンドの経験もあり。

川原 江利子 カワハラ　エリコ 長崎県 全国 2014年 英語 有
長崎県（県北）、佐賀

県、熊本県、大分県

本職は米海軍佐世保基地の日本文化講師。基地のバスツアー

のガイドを　2004年から。

河部 正 カワベ　タダシ 福岡県 全国 1997年 英語 有

福岡市内観光案内経験

あり。明るく楽しいガ

イドを心がけていま

す。

今まで様々な外国人と接してきた経験を活かし、持ち前の明

るい性格でお客様を喜ばせることが出来ると確信していま

す。
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北名 雪絵 キタナ　ユキエ 福岡県 全国 2011年 英語 有
福岡市、北九州市近

郊、教育、文化、自然

東京近郊のガイド経験あり。現在英語講師をしており、教

育・文化・自然に関するガイドを提供していきた

木立 かおり キリュウ　カオリ 福岡県 全国 2020年 英語 有 福岡県内
外国人観光客アテンド6件、オンラインツアー2件経験あり。

明るく元気にお客様をご案内致します。

窪田 健一 クボタ　ケンイチ 熊本県 全国 2008年 韓国語 有 熊本市近郊

現在通訳案内業はしていませんが、個人的に韓国語を教えて

います。

英語も資格取得したいです。

小林 省子 コバヤシ　ショウコ 福岡県 全国 2010年 英語 有  筑豊地域
主に中学校、看護学校での英語講師、飯塚の車椅子テニス

JAPAN

齋藤 智子 サイトウ　サトコ 宮崎県 全国 2020年 英語 有

南九州をはじめ九州全

域、首都圏と大阪京

都。歴史と文化、食に

精通しています。

ライター・翻訳者として20年以上の実績あり。現在は地元の

歴史観光ガイドとして活動中。来日研修のアテンド経験もあ

ります。
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佐藤 俊子 サトウ　トシコ 福岡県 全国 2015年 英語 有
九州山口全域（特に福

岡県）と東京

接客業出身で楽しく笑顔のガイディングが得意です。情報を

ストーリー化して心に残る旅を演出します。

柴田 薫 シバタ　カオル 福岡県 全国 2010年 英語 有

九州全域、東京、京

都、奈良、広島、金沢

など

半日ウォーキングツアーから20日間のロングツアーまで。

モットーは人生を変える旅を提供する。

全国 2010年 韓国語

全国 2013年 英語

志水 真由美 シミズ　マユミ 福岡県 全国 2019年 英語 有
福岡県を中心に九州全

域

福岡市内のサイクリングツアーやフードツアーで数多くガイ

ドをしています。

清水 陽子 シミズ　ヨウコ 千葉県 全国 2013年 ロシア語 有 東京、神奈川など
熊本県出身。今は関東在住なので関東のガイドを主に行っていま

す。

クルーズ船やFITのガイドを中心に活動しています。海外の

お客様に九州の魅力をお伝えしています。
清水 真澄 シミズ　マスミ 宮崎県 有 九州全域
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白土 万里 シラツチ　マリ 福岡県 全国 2015年 英語 無
大宰府および福岡市近

郊

ガイドとしての経験をこれから積んでいきたいと考えていま

す。古都大宰府の歴史などをしっかりご案内できるように努

めます。

辛 鍾美 シン　ジョンミ 福岡県 全国 1997年 韓国語 有

九州沖縄全国の通訳ガ

イド・テクニカルビ

ジットの通訳経験多

数。地域通訳案内士研

修講師（九州特区・山

口）

企業韓国駐在勤務の後にJTB国際事業部で専属通訳ガイドと

して勤務。のちにフリーランスとなり現在は通訳・通訳ガイ

ド・翻訳者として活動中

新開 久美恵 シンカイ　クミエ 福岡県 全国 2016年 英語 有 九州全域、福岡都市圏
福岡生まれの福岡育ち。自らを通して九州の暖かさを知って

頂き、安心できる旅をお手伝いしたいと思います。

スアレス 志保 スアレス　シホ 宮崎県 全国 2021年 英語 有

宮崎県全域　特に高千

穂を含む県北エリア

九州全域スルーガイド

も経験あり

国内外でのホテルコンシェルジュ経験で培ったホスピタリ

ティ溢れる接客で、満足度の高い旅を演出します。

関本 資 セキモト　タスケ 福岡県 全国 2022年 英語 有

ゆったり乗れる5人乗り

タクシーで九州全域の

観光案内

福岡都市圏にてヴェルファイア5人乗りで観光タクシーの営業

をしてます。日帰りから宿泊を伴う観光まで幅広く九州や福

岡の魅力を案内致します。
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曽 エンイレー ソ　エン イ レー 福岡県 全国 2014年 中国語 有 日本全域
化学・環境・生物・電気電子・機械・農業・林業・教育・宗

教・経済・歴史・美術・書道・茶道・華道など

髙木 直子 タカギ　ナオコ 長崎県
地域通訳

案内士
2010年 英語 有

長崎県全域、及び長崎

の「明治日本の産業革

命遺産」巡り、軍艦島

上陸ツアーなど。

長崎の魅力溢れる文化を、見て、歩いて、食べて、実感して

いただけるよう、地元ガイドならではの情報と視点でご案内

します。主にFITガイド経験多数。軍艦島上陸ツアー提携ガ

イド。長崎巡礼センター認定ガイド。

髙橋 徹 タカハシ　トオル 福岡県 全国 2019年 中国語 有
北部九州全域～下関、

東京～千葉、中国語圏

2019年10月商社を定年退職、日本語教師非常勤勤務を続けな

がら、通訳ガイドデビュー待機中

高橋 典子 タカハシ　ノリコ 長崎県 全国  2020年 英語 有
長崎県全域、福岡都市

圏、九州全域

長崎市在住。市内観光施設勤務を経てガイドに。

お客様のご希望を第一に、楽しいガイドに全力を尽くしま

す。

田崎 徹 タサキ　トオル 長崎県 全国 1964年 英語 有 九州全域

福岡米国領事館からのお礼状受領２通。内閣府主催アセアン

青年の船　長崎訪問団案内。９歳の夏、原子爆弾キノコ雲を

目撃。
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龍里 宗一 タツザト　ソウイチ 福岡県 全国 2018年 英語 有 関東、関西各全域
米国、豪州、英国にて計19年間の海外勤務経験有。2019年稼

働日数は125日。現在は福岡県在住。

津田 晶子 ツダ　アキコ 福岡県 全国 2020年 英語 無 福岡市内 福岡の多彩な食文化をご紹介したいと思います。

津野田 修二 ツノダ　シュウジ 福岡県 全国 2022年 英語 有

城郭や寺社仏閣等の日

本建築、山岳や温泉

地、相撲や柔道等の武

道、能狂言や文楽等の

伝統芸能

全国47の全ての県を２回以上宿泊した上で巡っており、転勤

で居住した都市も青森、東京、大阪、福岡、熊本の５か所が

あり、日本と九州の見どころを紹介できます。

手嶋 隆行 テシマ　タカユキ 福岡県 全国 2021年 英語 有 福岡県

趣味の「まち歩き」で培った知識と経験を生かして、その土

地ならではのオリジナルガイドツアーを作るのが得意です。

芦屋町では「ブラタ○リ」的なサイクリングツアーを自分で

作ってガイドしています。

徳永 奏世 トクナガ　ソヨ 福岡県 全国 2022年 英語 有

福岡県内のガイドを中

心として、九州を基盤

に活動していきたいと

思っています。

外国人の方々向けにYouTubeチャンネルやInstagramで、英語

を使って日本や福岡の魅力を発信しています。実際に福岡に

お越しの際には、ゲストの希望を十分叶えられるよう旅行を

サポートしていきます。
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中條 佳奈子 ナカジョウ　カナコ 鹿児島県 全国 2019年 英語 無 鹿児島県

鹿児島県内全域の自然、史跡を案内できます。特に、鹿児島茶の生

産、製造、販売に関しては仕事で鹿児島茶輸出に携わっているので

詳しく案内できます。

中園 久美子 ナカゾノ　クミコ 福岡県 全国 2017年 英語 有
福岡市とその近郊、長

崎市内

福岡県生まれ。関東エリアに12年在住。

趣味は旅行、読書、料理。

20年間の日本語教師歴有り。

中山 寿巳子 ナカヤマ　スミコ 福岡県 全国 2007年 英語 有

福岡都市圏、熊本県、

佐賀県、北九州市、鹿

児島県、沖縄県

九州の産業を世界に紹介するプロモーションツアー、インセ

ンティブツアーを得意とします。

服部 好子 ハットリ　ヨシコ 長崎県 全国 2016年 英語 有

長崎県全域、福岡都市

圏、佐賀県全域、広島

県全域

一期一会の言葉を胸に、笑顔、誠実、真心、柔軟性、エン

ターテイナー性をいつも大切に思っています。

馬場 匡子 ババ　キョウコ 福岡県 全国 2008年 英語 有
九州（特に福岡～九州

北部）

私は福岡在住で出身は長崎です。お客様のニーズに合わせ日

本旅行を楽しんでいただけるガイドをさせていただきます。
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日隈 雅博 ヒグマ　マサヒロ 福岡県 全国 2021年 英語 有

屋台、日本酒、和食な

どの食文化。防災の仕

事もしているので、地

震、火災、風水害など

への対策と対応。

北九州市立大学中国語学科卒(簡単な中国語対応可)

NZの幼稚園、学校にて英語指導

大学受験予備校 医学歯学部講師

外務省のアメリカ人職員15名のツアー経験有

ゲストの皆様の安心安全第一で対応いたします

肥後 ます子 ヒゴ　マスコ 奈良県 全国 1992年 ドイツ語 有 関西、関東、全国、

鹿児島出身、18歳まで。以後大阪、奈良県在住、26年以上

個人、グループ、団体、インセンティブ、クルーズなどガイ

ドとして就業。

日髙 光平 ヒダカ　コウヘイ 福岡県 全国 2021年 英語 有 九州全域、
農薬の国内営業を35年間担当しました。ほぼ全国の観光地や

農業関係特に農産物には詳しいです。

深牧 克哉 フカマキ　カツヤ 長崎県 全国 2017年 ドイツ語 有 長崎県内および近隣県

これまで主にスイスからのFITを長崎市内中心に、太宰府、

黒川温泉、阿蘇、熊本城、島原、雲仙などへ案内しました。

日々の研鑽により、旅行者の皆様の日本での良い旅の思い出

のお手伝いができればと思います。

福田 芳子 フクダ　ヨシコ 鹿児島県 全国 2017年 英語 無
鹿児島県（離島を除

く）
ディープな鹿児島をご案内します。
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古川 純子 フルカワ　ジュンコ 福岡県 全国 2008年 英語 有

茶道、植物、日本庭

園、アート、日本酒が

得意分野です。

西日本、九州・沖縄を中心にガイド経験が豊富。外国からの

ゲストに、遠い親戚のおばちゃんと思われるようなガイドを

目指し、深く日本を楽しんでいただけるガイディングを心が

けている。

古川 正人 フルカワ　マサト 佐賀県 全国 2008年 ドイツ語 有 九州全域、沖縄県 歴史、文化、仏教、神道関連に明るい。

堀切 美貴子 ホリキリ　ミキコ 鹿児島県 全国 2016年 英語 有 鹿児島県全域
年間60件以上のガイドと100回以上のオンラインツアーを経

験し地元に広いネットワークを持つ。

前田 結花 マエダ　ユカ 福岡県 全国  2001年 英語 無 全国
ボディワーク、リハビリ、アパレル分野の逐次・同時通訳を

得意としております。

眞鍋 尚子 マナベ　ショウコ 福岡県 全国 2010年 英語 無 福岡市内
福岡の食、文化、歴史の魅力をご案内いたします！海外在住

歴６年・英検１級・上智大学卒
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水谷 みずほ ミズタニ　ミズホ 福岡県 全国 2001年 英語 有

日本茶、日本酒、焼

酎、農業、マーケティ

ング、学会ツアー、水

泳、ゴルフ、工業系視

察や意見交換会。

20年以上にわたる九州でのインバウンドガイドと通訳業務を

専門にしてきました。専門性の高いガイド業務やSITを得意

としています。欧米豪や東南アジアの富裕層ツアーの造成実

績多数。

溝口 高代 ミゾグチ　タカヨ 福岡県 全国 2015年 中国語 有 福岡市とその近郊
糸島市在住。

趣味は中国ドラマの鑑賞で、猫を３匹飼っています。

溝辺 葉子 ミゾベ　ヨウコ 福岡県 全国 2008年 英語 有
福岡県、鹿児島県全

域、長崎市内

2015年から稼働し、クルーズ船グループ、FITで経験を積ん

できました。視察・体験のアテンドも致します。

三好 礼子 ミヨシ　レイコ 福岡県 全国 2016年 フランス語 有
九州　福岡県　熊本県

京都府

サイクリングやトレッキング、文化体験など自然や文化を直

接体験していただくガイドがしたいと思っています。

村上 敦子 ムラカミ　アツコ 宮崎県 全国 2011年 フランス語 有

沖縄を含む九州全般及

び、広島、山陰のフラ

ンス語の観光案内。フ

ランス語の翻訳。

2012年より、九州を中心としたフランス語の観光通訳をして

います。広島、山陰、大阪、東京の案内も可能です。皆様の

旅行が楽しいものとなりますよう、お手伝い出来ましたら幸

いです。
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本山 加寿美 モトヤマ　カズミ 福岡県 全国 2018年 中国語 有 福岡都市圏　佐賀県
中国から来られる多くの方々に、日本・九州の魅力をたくさ

ん知っていただきたいと思っております。

森永 雅俊 モリナガ　マサトシ 福岡県 全国 2017年 英語 有

スルーガイド（東京～

広島間のゴールデン

ルート）及び九州全域

（福岡～長崎～大分～

熊本等々）

1980年より旅行業（主にアウトバウンド）に携わり添乗員と

して海外68ヵ国、国内47都道府県を訪問。2000年よりプロマ

ジシャン。年間200ステージ以上2017年より英語通訳案内士

コロナ渦前は年間130日以上稼働。

森野 公恵 モリノ　キミエ 福岡県 全国 2015年 英語 無

福岡県（特に福岡市、

北九州市）、その他全

国要相談

日本の素晴らしさを楽しく伝えていけたらと思っておりま

す。特に日本美術は得意分野。また美味しい物好きとしては

食べ物もご期待に添えるご案内ができると思います。

全国 2013年 英語

長崎県地域限定 2009年 英語

山下 美保 ヤマシタ　ミホ 宮崎県 全国 2008年 英語 有

南九州エリア（特に宮

崎県）と沖縄の離島。

環境保全、有機農業、

森林散策に強み有。

特技は、篠笛の演奏。

主にクルーズ船の団体・個人ツアーやFAMトリップなどのガ

イドを担当。地方自治体の専属通訳翻訳者として5年勤務し駐

日大使外交団などの視察にも対応。東京のデパート勤務によ

りVIP顧客への接遇マナーを体得。

長崎市出身。長崎平和祈念式典には諸外国要人接遇者として

毎年参列。長崎巡礼センター認定ガイド。
山口 文子 ヤマグチ　フミコ 長崎県 有 長崎県全域
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若狭 謙哉 ワカサ　ケンヤ 福岡県 全国 2020年 英語 有 九州、山口、広島

観光地の解説は丁寧にできます。特に、得意なのは料理と九

州のアニメ漫画の聖地巡礼です。詳しく紹介できます。それ

から、少し、中国語も話せます。


