
特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

1 第CH00005号
劉　珊珊
(LIU  Shan Shan)

女 1977 佐賀県佐賀市 santyan1022@yahoo.co.jp 090-2586-3315 旅程管理主任者
ＪＴＢのクルーズ船の旅行ガイド、
一般ツアーのガイド
(宿泊可能)

中国で日本人のお客さんを案内する経験と資格を持っ
ています。語学の能力を活して日本をもっとたくさんの
中国人のお客さんに知ってほしいです。

5/21/2015

2 第CH00017号
黒尾　恵理奈
(Kuroo　Erina)

女 1965 福岡県八女市 erinaharahk@gmail.com
080-6434-8487
0943-22-2254

（日帰りのみ）
中国２年、台北４年、香港１０年、アメリカ２年
の滞在経験有。広東語も日常会話程度ならできま
す。

8/16/2014

3 第CH00031号
呂　圣奕
(LU　Sheng yi)

女 1993 宮崎県宮崎市
happy19932000@softbank.n
e.jp

090-3412-1890
0985-20-2406

（宿泊可能）
笑顔いっぱいで何事にもめげずに一生懸命頑張り
ます!!

8/17/2014

4 第CH00012号
山田　賢一
(Yamada  Kenichi)

男
鹿児島県鹿児島
市

kenichi.yamada.jpn@gmail
.com

099-269-1239
クルーズ船。銀行関係は10年以上
(宿泊可能)

台湾、中国との貿易を20年以上行っていて、それ
らの分野は得意です

8/18/2014

5 第CH00023号
祝部　智行
(Hori  Tomoyuki)

男 1964 福岡市東区 hohrijp@yahoo.co.jp
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

(宿泊可能) 8/17/2014

6 第CH00006号
孫　麗娜
(SUN Lina)

女 1983 福岡市中央区 sunlina2003@hotmail.com 080-2727-0102 旅程管理主任者
ガイド歴４ヶ月、主にクルーズ船で
訪れる観光客の対応など
(宿泊可能)

日本の大学（国際観光学科）を卒業後、日本の貿
易会社で通訳兼事務員として勤務し、今日本人と
結婚しました。自分の13年間日本生活経験を生か
し、海外のお客様へご案内いたします。

8/16/2014

7 第CH00050号
唐　春
(TANG CHUN)

女 熊本県合志市 haru.tang27@gmail.com
ガイド歴７年　主にクルーズ船や健
康検査ツアーなど
(日帰りのみ)

8/16/2014

8 第CH00016号
佐藤　広明
(Sato　Hiroaki)

男 1972
鹿児島県鹿児島
市

higeaki@yahoo.co.jp (宿泊可能) 8/18/2014

9 第CH00044号
白坂　晶子
(Shirasaka  Shoko)

女 1969 熊本県熊本市
shokotorou211718@yahoo.c
o.jp

090-2858-8781 (宿泊可能)

20年前から勤務先に来られている見学者や研修医
師を日本全国各地、特に東京・富士山旅行案内を
していたので、もちろん熊本の案内は100回近く経
験した。

8/20/2014

10 第CH00029号
王　慶恒
(WANG　QINGHENG)

女 1969 大分県大分市 wkeiko1010@yahoo.co.jp
080-4270-3619
097-568-4800

(宿泊可能)

長年に大分に住んでいる。大分県や九州の各地に
旅することが好きです。九州の景色の美しさと食
物のおいしさを海外のお客さまにも知ってもらい
たいです。

8/18/2014

11 第CH00037号
車　淑媛
(CHE Shuyuan)

女 大分県大分市 shuyuan@oct-net.ne.jp 090-7160-5597 (宿泊可能)
九州は気候、自然に恵まれ、観光資源も豊富で
す。資格を活かして、九州観光活性化に貢献した
いと考えております。

8/20/2014

12 第CH00032号
王　芳
(WANG　Fang)

女 福岡市西区
wangfang20101111@gmail.c
om

「出会い」を大切にして、お客様と心が通じ合う
ガイドになりたい。

8/19/2014

13 第CH00013号
福重　一成
(Fukushige Kazunari)

男 1985
鹿児島県鹿児島
市

090-4482-7223 クルーズ船で訪れる観光客への対応
南京大学にて修士課程修了後、日本の大学で日本
語非常勤講師として働きながら日中対照言語学の
研究をしております。

8/18/2014

14 第CH00014号
廣瀬　秋
(Hirose Aki)

女 1975 大分県大分市 yuanyi7875@msn.com 080-6441-6664 (宿泊可能)
通訳として中国人を国立病院での人間ドックの案
内を何回もしました。明るい性格です。

4/23/2015



特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

15 第CH00007号
堤　穎子（趙　穎）
(Tsutsumi Eiko
(Cho ei))

女 1970 福岡市早良区 090-5288-7390
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

ガイド歴半年、主にクルーズ船や募
集・受注ツアーで訪れる観光客の対
応、訪日の企業家の通訳案内など
(宿泊可能)

中国民航大学を卒業後、航空会社や旅行業界での
18年間の勤務経験を生かし、海外のお客さまへ九
州の素晴らしさをご案内します。

8/21/2014

16 第CH00028号
方　海雯
(FANG　HAIWEN)

女
鹿児島県鹿児島
市

fhw0518@gmail.com 旅程管理主任者

添乗員として主に外国（中国・台
湾）からの一般ツアーやクルーズな
どの観光客の対応などの仕事歴６年
(宿泊可能)

日本の大学を卒業後、貿易や旅行業界での10年の
勤務経験を生かし、九州のPRをしたいと思ってい
ます。

8/21/2014

17 第CH00038号
王　棋
(WANG  QI)

女
北九州市小倉南
区

wangqi791027@yahoo.co.jp 070-5277-6668 (宿泊可能)
明朗快活な性格で日本語でも中国語でも、楽しく
コミュニケーション能力を発揮し、九州の魅力を
堪能して頂きます。

8/20/2014

18 第CH00035号
朱　咏梅
(ZHU  Yongmei)

宮崎県宮崎市 t-keym23ygdb@ezweb.ne.jp 7/14/2015

19 第CH00025号
焦　禄淼
(JIAO　LUMIAO)

女 1985 佐賀県佐賀市 196217858@163.com 090-9475-8961 旅程管理主任者
JTBの福岡、長崎、鹿児島
(宿泊可能)

中国のガイド資格を持っている。中日観光業。１
０年間ぐらい、ガイドとして活躍しています。

8/25/2014

20 第CH00018号
大島　香折
(Oshima　Kaori)

女 福岡市西区 oshima@news-dragon.com 080-4283-9758 旅程管理主任者 9/18/2015

21 第CH00011号
鄧　倩儀
(TANG SIN I)

女
鹿児島県鹿児島
市

tifftang2005@gmail.com

ガイド歴5年以上。主に県内の外国
マスコミの取材案内、社企のVIP視
察兼観光案内、クルーズ船や国際会
議などの対応（宿泊可能）

澳門・日本文化協会から、鹿児島県国際交流協
会、観光連盟など国内・外15年以上の勤務経験を
生かし、面白く忘れられない九州の旅をご案内い
たします。

8/18/2014

22 第CH00042号
畢　英俊
(BI YING JUN)

男 長崎県長崎市 haojia2005@hotmail.com 090-9604-9334 旅程管理主任者
ツアー添乗経験あり
（宿泊可能）

8/28/2014

23 第CH00051号
福田　麻友美
(Fukuda Mayumi)

女 1983 福岡市西区 mayumifuu97@gmail.com 090-3329-3085 （宿泊可能）
経験をつんで通訳ガイドとして働いていきたいで
す。宜しくお願いします。

8/30/2014

24 第CH00039号
彭　家珍
(PENG Chiachen)

女 長崎県長崎市 charlene1236@gmail.com 080-2705-6957 （宿泊可能）
台湾の貿易業界で約十年勤務し、繁体字中国語の
リーフレット翻訳やアテンド業務・通訳の経験も
あります。

8/28/2014

25 第CH00041号
季　喬
(Li Qiao)

男 長崎県長崎市 liqiao0407@yahoo.co.jp 旅程管理主任者 8/31/2014

26 第CH00040号
黄　婕
(HUANG　JIE)

女 1977 長崎県長崎市 liqiao0407@hotmail.com 095-845-0407 通訳案内士(中国語)
ガイド歴４年、通訳がメインで、訪
問や観光の案内も対応できる。
（日帰りのみ）

8/30/2014

27 第CH00052号
趙　唯琳
(ZHAO Weilin)

女 1985 大分県別府市 countd5@outlook.com （宿泊可能）
同じ中国語を話される方に九州の魅力をご紹介い
たします。そして、言葉の壁による不安をご解消
いたします。

9/3/2014

28 第CH00020号
小林　晶子
(Kobayashi Akiko)

女 1962 福岡市南区 sanguoak@hotmail.com 090-9604-9624 旅程管理主任者
中国・台湾・香港のクルーズ。FIT
ガイド。華僑の受注型ツアー。
（宿泊可能）

責任感が強く、きめ細かさを要求される仕事をこ
なすことができます。得意分野：医療通訳、食(和
食・茶・菓子)を通じた九州紹介

6/21/2016

mailto:oshima@news-dragon.com


特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

29 第CH00043号
吉松　孝
(Yoshimatsu　Takashi)

男 福岡市中央区
t_yoshi_matsu@yahoo.co.j
p

旅程管理主任者
中国のメディア対応経験あり
（宿泊可能）

3/29/2015

30 第CH00030号
塚本　明子
(Tsukamoto　Akiko)

女 1974 福岡県太宰府市
kenakikota@q.vodafone.ne
.jp

090-2967-8599 （日帰りのみ）
旅行・航空業界での中国のお客様への接客経験を
生かし、海外のお客様を九州の名所へご案内しま
す。

10/7/2014

31 第CH00019号
楊　帆
(Yang　Fan)

女 1994 大分県別府市 yf1224w@ezweb.ne.jp 090-2855-2567 旅程管理主任者 （宿泊可能）
いつも笑顔で元気です。日本と中国に暮らしたこ
とがあるので、それを活して仕事をできます。

10/19/2014

32 第CH00034号
時　穎
(Toki　Ei)

女 1969
福岡県糟屋郡宇
美町

shiying_tokiei@yahoo.co.
jp

080-4280-6824
092-692-4148

ガイド歴１年。主にクルーズ船や技
術研修員などの観光客の対応など
（宿泊可能）

日本の大学を卒業後、通訳（環境、医療、農業分
野）の経験を生かし、海外のお客さまへ九州の素
晴らしさをご案内いたします。

10/24/2014

33 第CH00057号
秦　立莉
(Qin　Lili)

女 1981 福岡市東区 qinlili1981@hotmail.com 080-8565-8978 旅程管理主任者 （宿泊可能）

日本の大学・観光産業学科を勉強した知識を活用
し、自分の約十年間の日本生活経験を生かし、海
外のお客様へ九州の素晴らしさをご案内いたしま
す。

10/30/2014

34 第CH00056号
黄　菲菲
(HUANG　FEI FEI)

女 1987
福岡県糟屋郡宇
美町

090-9657-8978 旅程管理主任者 （宿泊可能） 世界の人々に九州の魅力を紹介したいです。 11/2/2014

35 第CH00054号
常　静
(CHANG　Jing)

女 福岡市西区 changj359@yahoo.co.jp 080-3995-5689 （宿泊可能）

中国の大学を卒業後、日本でのソフトウエア会社
で５年ぐらい勤務経験があります。海外のお客さ
まへ九州の素晴らしさと人の暖かさをご案内いた
します。

9/28/2016

36 第CH00055号
王　雪
(Wang　Xue)

女 1966 福岡市西区 ucc_bobo@163.com 080-3902-7880 旅程管理主任者

ガイド歴３年、主にクルーズ船や一
般ツアーなどのMICEで訪れる観光客
の対応など
（宿泊可能）

中国北京ホテル、旅行業界で６年間の勤務経験を
生かし、海外のお客さまへ九州の素晴らしさをご
案内いたします。

11/4/2014

37 第CH00053号
伊藤　嘉穂
(Ito　Yoshiho)

男 1987 福岡市中央区
cantonese_languages@yaho
o.co.jp

080-3220-4303
旅行業務取扱管理者
通訳案内士(中国語)

ガイド歴３年 主に博多駅やクルー
ズ船などのインフォメーションセン
ターで訪れる観光客の対応など
（宿泊可能）

中国語、広東語と日本語は勿論、韓国語と英語も
堪能しています。JR九州での三年間の外国語案内
の勤務経験を生かし、観光客へ九州の良さをお伝
え致します。

10/31/2014

38 第CH00058号
権藤　光太郎
(Gondo  Kotaro)

男 1988 福岡県福津市 cbgonne@yahoo.co.jp （宿泊可能）
中国滞在歴は一年半と短いですが、ガイド業務に
必要な語学力はあります。地元福岡に詳しいで
す。

11/14/2014

39 第CH00068号
近藤　福徳
(Kondo  Fukutoku)

男 1980 福岡市東区 fukutoku0725@yahoo.co.jp 080-3228-3393
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

（宿泊可能） 11/24/2014

40 第CH00069号
洪　静
(HONG  JING)

女 1969 福岡市東区 hongj3232@hotmail.com 080-3949-8018 旅行管理業務主任者 （宿泊可能）
笑顔で元気で二十年の在日生活経験を生かし、海
外のお客様へ九州の素晴らしさをご案内いたしま
す。

6/21/2016

41 第CH00066号 周　新庆
(zhon xin qing)

男 1972 福岡市西区 zhouyang990501@me.com 090-4518-2908 （宿泊可能）
日本の病院に勤務した経験があって医療と関連が
ある仕事も担当する事ができます。

11/22/2014

42 第CH00065号
櫻田　泉
(Sakurada  Izumi)

女 1980 宮崎県都城市 izumiizumi10@yahoo.co.jp 080-1792-8868 （宿泊可能）
お客様に信頼されるガイドになれるように、誠心
誠意、笑顔で頑張ります。

11/22/2014



特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

43 第CH00059号
王　恬婷
(WANG Tian-Ting)

女 福岡市東区 tentei5419@yahoo.co.jp （宿泊可能）

台湾は親日的だと言われていますが、九州の良さ
はあまり知られていないので、九州の良さを台湾
の皆さんにアピールして、必ずリピーターを作っ
てみせます。

12/23/2014

44 第CH00078号
吉永　秋子
(Yoshinaga  Akiko)

女 1975 熊本県八代市 akiko1515@msn.com 090-4999-5024 （宿泊可能）
十七年在日生活経験を生かし、笑顔で海外のお客
さまへ九州の素晴らしさをご案内いたします。

2/4/2015

45 第CH00079号
楊　暁嬌
(YANG Xiaojiao)

女 1983 熊本県八代市
sugiyama0328yoshiko@yaho
o.co.jp

旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

クルーズ船で訪れる観光客の対応
（宿泊可能）

笑顔いっぱいで日本に訪れるお客様に日本の良さ
を伝えたいです。

7/15/2015

46 第CH00077号
前釜　千恵
(MAEGAMA Chie)

女  長崎県大村市 chie.maegama@hotmail.com 旅程管理主任者 （宿泊可能）
ツアーの実施目的や込められた想いを伝えるアテ
ンドをします。（プレスツアー同行経験あり）

2/4/2015

47 第CH00076号
楠本　梅鳴
(KUSUMOTO Baimei)

女 1967 長崎県長崎市 baimei@vesta.ocn.ne.jp 090-9582-5052 旅程管理主任者
クルーズ船のガイド経験有り
（宿泊可能）

日本企業勤務20年、おもてなしとは何かがよく分
かります。

2/15/2015

48 第CH00081号
張　虬
(Zhang Qiu)

女 1981 大分県別府市
pinkey20smile@yahoo.co.j
p

旅程管理主任者 （宿泊可能）

貿易実務経験3年間、大分市で国際交流員として勤
務して4年目になります。今まで習得した知識や経
験を生かし、海外のお客様へ九州の素晴らしさを
ご案内いたします。

3/9/2015

49 第CH00085号
趙　春子
(ZHAO CHUNZI)

女  福岡市南区 haru02yuki73@yahoo.co.jp 旅程管理主任者 （宿泊可能）
日本に来て12年、旅行業の仕事をして8年になりま
す。強い責任感をもって九州を訪れる多くの観光
客に、九州と日本の魅力をお伝えします。

5/8/2015

50 第CH00008号
今林 大介
(Imabayashi Daisuke)

男 1976 福岡市東区
daicyan19760911@hotmail.
com

090-8919-3891

昨年上海から来た日系企業のインセ
ンティブツアーを3回案内しまし
た。
（宿泊可能）

すでに何度かガイドの経験があり、地理や歴史に
も詳しいです。また現在ホテルの従業員もしてお
り宿泊客に観光案内を常日頃やっています。

5/15/2015

51 第CH00071号
李　礼
(RI REI)

女  福岡市東区 fanjianli2@gmail.com 080-6451-1789 （宿泊可能）
上海から日本に来て23年になりました。この経験
をいかして、日本と九州の魅力を訪れる方々にご
紹介いたします。

6/9/2015

52 第CH00092号
川崎　敏
(Kawasaki Satoshi)

1969 福岡市南区 china_craft2000@yahoo.co.jp 090-7457-6080 （日帰りのみ） 11/5/2015

53 第CH00094号
王　麗嵐
(WANG LI LAN)

女 1973 福岡市中央区 lilan918@gmail.com 090-1192-8918 旅程管理主任者
中国や香港、台湾からのお客様を案
内しました。
（宿泊可能）

九州の「よさ」は、私の案内でお客様にプラスイ
メージを与えたい。

11/7/2015

54 第CH00097号
李 佳凝（立石 佳凝）
(Li Jia Ning
(TaTeIShi JiaNing))

女 福岡市早良区 cecedemina@gmail.com 090-6294-4490 （宿泊可能）

来日して16年、医療・法律分野にて通・翻訳業務
に携わってきました。その経験を活かし、九州の
魅力をより分かり易く伝えていきたいと思いま
す。

11/5/2015

55 第CH00098号
江　佳蒨
(Chiang Chia Chien)

女 1982 福岡県糸島市 ququjos@yahoo.com.tw 080-4771-9022 （宿泊可能）

日本観光記者を一年以上続けた経験と外国人目線で見たと
きの日本の魅力を伝えることが出来るのは、私の強みだと
思います。性格は明るく、また責任感と行動力がありま
す。日本語、中国語、広東語、英語、台湾語ができます。

11/4/2015

56 第CH00100号
庄野　歩
(SHONO Ayumi)

女 1971 福岡市南区 zhuanghongyu@outlook.jp 090-9655-4368 旅程管理主任者

バスツアー、団体旅行ツアー、商談
視察ツアー、クルーズ船、見学翻訳
など
（宿泊可能）

今までの観光案内経験と日本の地理・歴史の知識
を生かして、美しい九州を楽しくご案内させて頂
きます、私にお任せて下さい。

11/6/2015



特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

57 第CH00091号 鲁　近
(LU JIN)

福岡市西区 angleasia@gmail.com 070-6590-1688
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

クルーズ船、九州一周ツアー
（宿泊可能）

福岡在住15年です。
九州の素晴らしさを海外のお客様へご案内致しま
す。

11/4/2015

58 第CH00089号
李　涛
(LI TAO)

男 1985 福岡市東区 litao19850209@hotmail.com 旅程管理主任者 （宿泊可能）
日本舞踊の名取資格を持ち、大好きな日本と日本
文化など、もっと多くの方に知ってもらいたいで
す。

11/14/2015

59 第CH00093号
長谷川　かんい
(HASEGAWA KANI)

女 福岡市東区 habu21ko@yahoo.co.jp 090-2619-6238 （日帰りのみ） 真面目に九州のよさを紹介したいです。 11/15/2015

60 第CH00104号
陳　志剛
(CHEN ZHI GANG)

男 1978 福岡市博多区 dongdong1022@gmail.com 090-2088-9888 （宿泊可能）
海外と中国のお客さんへ九州の素晴らしさを紹介
いたします。

11/11/2015

61 第CH00105号
藺　宝磊
(Lin Bao Lei)

男 1978 福岡市博多区 linbaolei19780901@yahoo.co.jp 090-4995-1666 旅程管理主任者 （宿泊可能）
自分の国のお客様が日本でもっと日本の文化や歴
史を知らせるように頑張ります。

11/11/2015

62 第CH00106号
田中　秀明
(TANAKA HIDEAKI)

福岡市東区 ddhwt250@yahoo.co.jp 090-2858-4920 旅程管理主任者 （宿泊可能）
日本のおもてなし、九州の素晴らしさをより多く
の中国人に案内いたします。

11/21/2015

63 第CH00107号
住野　俊江
(SUMINO Toshie)

女 福岡市博多区 sumino@hakata-global.com 080-4282-4520

ボランティアで福岡を訪れる観光客
を九州各地に案内したことがありま
す。
（宿泊可能）

中国語講師、通訳、ガイドの業務経験を生かし
て、海外からの観光客に日本の魅力にたっぷり触
れるよう、ツアーに満足させます。

7/21/2016

64 第CH00088号
康　崇齢
(Kang ChongLing)

女 1990 熊本県熊本市 k.sourei.guide@gmail.com 080-3908-2166 （宿泊可能）
ボランティアガイドの経験を生かし、また、個人
的なガイドとしての下見をした経験で、海外から
のお客様へ九州の素晴らしさを伝えたいです。

11/30/2016

65 第CH00109号
史　素波
(SHI SU BO)

女 宮崎県宮崎市 kiyonami2688sakuta@ymobile.ne.jp080-4283-2544 （日帰りのみ）

日本在住15年、クルーズ船で訪れた観光客への対
応経験があり、中国のお客さまへ九州の歴史や文
化、そして美しい自然の素晴らしさを伝えたいで
す。

10/6/2016

66 第CH00115号
米田　智美
(YONEDA CHIEMI)

女
鹿児島県鹿児島
市

mitian@aol.jp 099-250-5282

元台湾人、大学院博士課程卒、ドイツ留
学、日本の大学講師、これまでに政府・
学術会議・医療・企業・コンサート・観
光などの通訳、翻訳歴20年（宿泊可能）

旅行の充実度は通訳ガイドの質で変わります。医
療通訳、大学講師の経験を活かし、一人ひとりの
お客様との対話を大切に、心のこもったおもてな
しをします。

12/28/2015

67 第CH00117号 王　亚惠
(Wang Yahui)

女 1991
鹿児島県鹿児島
市

ya717691891@163.com 080-6476-7788 （宿泊可能）
明るくて熱情いっぱいで、日本の魅力的さ、観光
客様にお伝えいたします。

1/28/2016

68 第CH00090号
末次　福美
(Suetsugu Fukumi)

女 1975 福岡市南区 nagarexing@docomo.ne.jp 090-3322-3858 旅程管理主任者 （日帰りのみ）

1999年来日、中村学園大学を卒業。就職後日本人
と結婚。明るくて前向きで、国境、世代を超えて
楽しくコミュニケーションできる能力で、素晴ら
しい旅を差し上げます。

1/28/2016

69 第CH00118号
梁　瑜
(Liang Yu)

女
長崎県西彼杵郡
時津町

mimosa_liang@hotmail.co.jp 090-8226-3689
クルーズ船で訪れる観光客への対応
ツアーで訪れる観光客への対応
（宿泊可能）

九州の観光地や日本文化・習慣などを面白く、分
かり易く紹介する自信があります。
日中友好交流の掛け橋のために、力を注ぎたいで
す。

1/19/2016

70 第CH00120号
楊　文灼
(Yang Wenzhuo)

女 1978 熊本県八代市 mei1224@icloud.com （宿泊可能）
日本に住む事15年になります。九州の素晴らし
さ、たくさんの中国のお客さまにご案内をしたい
と思います。

3/10/2016



特区ガイド（九州アジア観光アイランド特区ガイド／地域限定特例通訳案内士）登録者リスト【中国語】

登録者のうち本人から同意を得たものを掲載していますので
これが全ての登録者ではありません（2017/1/30現在）

番号 登録番号
氏名

（ローマ字）
性別 生年 住所 連絡先① 連絡先② 資格

活動経験
（宿泊可能の有無）

一言ＰＲ 記載日（更新日）

71
new

第CH00119号
久光　順子
（Hisamitsu Junko)

女 1987 福岡市城南区 junko1031.twmyca@gmail.com
旅行業務取扱管理者
（国内のみ）
旅程管理主任者

（宿泊可能）
基本的には土日となります。まだ経験はありませ
んが、コミュニケーションには自信があるので、
楽しいおもてなしを心がけます。

4/19/2016

72
new

第CH00021号
馬　咏梅
(Ma Yongmei)

女 1969 鹿児島県鹿児島市 j-koume71.zhｇ@i.softbank.ne.jp 旅程管理主任者 4/25/2016

73
new

第CH00062号
小山　伊代
(Koyama Iyo)

女 1963 福岡県中間市 iyochan.6688@gmail.com 090-6292-5515 (宿泊可能）
経験を生かして、九州の良さをもっともっとア
ピールして行きたいです。多くのお客様からのリ
ピーターに貢献できるように

5/2/2016

74
new

第CH00123号
高尾　淑江
(Takao Yoshie)

女 1962 福岡市早良区 takao@jcf-travel.com 090-1363-2228
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者

（宿泊可能）
中国ハルビン出身で32年前（1984年）に来日、中
国語＆日本語を使って九州に来る外国人観光客の
役に立ちたいです。

5/12/2016

75
new

第CH00124号
李　婧
(Li Jing)

女 1981
福岡県糟屋郡志
免町

lucylimomo@gmail.com 080-4280-5181 旅程管理主任者 （宿泊可能）
九州に来て、九州の美しさ、海外のお客様へ九州
の素晴らしさをご案内いたします。

5/17/2016

76
new

第CH00129号
栗本　国紅
(Kurimoto Guohong)

女 宮崎県都城市 delia.gh@ezweb.ne.jp 090-1928-5046
クルーズ船のガイド経験あり
（宿泊可能）

県立高校で10年間中国語講師として勤務経験があ
ります。自然、歴史、文化、温泉、食、人情、お
もてなし、九州の多彩な魅力と感動を誠心誠意、
笑顔で責任感を持ってお客様へ伝えたいです。

6/27/2016

77
new

第CH00128号
刘　万平
(Liu Wanping)

女 1983
鹿児島県鹿児島
市

liu1983410jp@yahoo.co.jp
099-802-6391
080-4281-0294

鹿児島、屋久島、宮崎へのガイド、
クルーズ船のガイド経験あり
（宿泊可能）

日本に住んで12年(福岡、鹿児島）日本人の夫と子
供3人で愉快に暮らしています！楽しい旅行の案内
はお任せ下さい。

7/11/2016

78
new

第CH00130号
黎　燦
(Li　Can)

女 1992
鹿児島県鹿児島
市

clsun5413@live.cn
クルーズ船のガイド経験あり
（宿泊可能）

一流の観光ホテルのフロントでバイトしていま
す。熱情できれいな笑顔で九州の美しさと歴史を
海外のお客様へ伝えたいです。

10/28/2016

79
new

第CH00133号
杜　剛
（Du　Gang)

男 福岡市東区 trialjp@gmail.com
092-982-6527
090-9496-0999

旅程管理主任者 （宿泊可能）
福岡は非常に元気がある発展可能性が無限大の都
市です。福岡からスタートし、九州における旅行
業界で活躍できる一員になりたいです。

10/31/2016

80
new

第CH00135号
佟　雪
（Tong  Xue)

女 1981 福岡県飯塚市 xuefei_3lucky@yahoo.co.jp 090-6635-3696 旅程管理主任者 （宿泊可能）
九州が大好きな私。これから特区ガイドとして魅
力九州を紹介し、おもてなし、楽しい旅を差し上
げます。

11/7/2016

81
new

第CH00142号
徐　秋美
（Hsu Chiu-Mei)

女 熊本市中央区 amei15491967@yahoo.co.jp （宿泊可能） 台湾語も出来ます。 12/14/2016

82
new

第CH00132号
崔　宏涛
（Cui Hongtao)

男 1977 福岡市博多区 cbinfo@hotmail.co.jp
092-409-1185
080-9105-8870

旅程管理主任者
九州視察団、ＣＴＳＶＩＰの方の接
待
（宿泊可能）

日本の美、九州の味、人の好さを全て宣伝しま
す。

12/22/2016

83
new

第CH00149号
周　海霞
（Zhou Haixia)

女
鹿児島県鹿児島
市

kaikasuimi03@yahoo.co.jp
099-801-3001
090-4510-0281

旅程管理主任者

中国人のガイドとして、迎え入れる日本人側と訪
れる中国人旅行者の両方の気持ちを理解し、どち
らにも満足してもらえるようなガイドになりたい
と考えています。

1/30/2017


