
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【韓国語】

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（2017/2/3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KO00020号
園田　美和
(Sonoda Miwa)

女 1987 長崎県長崎市 miwas1206@gmail.com (宿泊可能)

韓国、釜山の大学に４年間通い、語学力や協調
性、おもてなしの心を身に付けることができまし
た。ガイドとしての経験は少ないですが、頑張り
ます。

8/16/2014

2 第KO00003号
徳渕　結
(Tokubuchi Yui)
(안성혜(アンソンヘ))

女 1970 佐賀県鳥栖市 ahnnseounghye7@ezweb.ne.jp 090-4996-8990 旅程管理主任者 (宿泊可能)
日本に訪れた外国の方に自信持っておもてなし出
来ます。日本の良いところを沢山感じてお帰りに
なるように頑張ります。

8/24/2015

3 第KO00025号
金　昌淑
(Kim Changsook)

女 1973 熊本県大津町 jesusch88@gmail.com 旅行業務取扱管理者 (宿泊可能)
１ 国際観光学科卒業 ２ 複数の九州内観光施設及
び行政での職務経験あり ３ 日本語能力試験１級

8/15/2014

4 第KO00011号
朴　賢正
(PARK Hyunjung)

女 1982
鹿児島県鹿児島
市

hyun3114111@gmail.com 090-5724-7195 (宿泊可能)

日本で専門的な仕事をしていた経験を生かして日
本を訪ねてくる方々に日本文化を経験させたいで
す。美容師として着付を習得してるので日本の衣
装を知らせたいです。

8/18/2014

5 第KO00005号
新村　恵子
(Shimmura Keiko)

女
鹿児島県鹿児島
市

090-1926-5210 8/18/2014

6 第KO00018号
今村 晴菜
(Imamura Haruna)

女 1985 宮崎県えびの市 imamoo22@gmail.com 0984-33-0125 (宿泊可能)
観光業に５年間従事しておりました。宮崎南部は
特に強く、観光案内ではお客様を楽しませながら
九州の魅力をお伝え致します！

8/18/2014

7 第KO00006号
朴　植
(PARK SIK)

男 1965 鹿児島県霧島市 okgood2010@naver.com 通訳案内士（韓国語）

霧島妙見オルレのコースを一緒に歩きな
がら案内しました。団体（20人）を3回
案内しました。
(宿泊可能)

安全に気を配りながら皆さんと友達になって楽しく観光
できるように、また会えるように頑張っています。

8/20/2014

8 第KO00013号
尹　美和
(YOON MI HWA)

女 1966 福岡市博多区 hyungki1008@yahoo.co.jp
090-9580-7762
092-641-1876

旅程管理主任者

ガイド歴17～8年、主に研修（企業、農
協…）、国際会議、展示会、商談会、観
光客、クルーズ船の対応など…。
(宿泊可能)

1991年来日前は、韓国で旅行社勤務（３年）。日本語セン
ター（福岡）で１年間勉強。九州観光専門学校卒業（旅行
学科）後、韓国インバウンド旅行社勤務、フリーとなりガ
イド活動。韓国のお客様へ九州を紹介するのは自信ありま
す。

8/19/2014

9 第KO00024号
黒原　いずみ
(Kurohara Izumi)

女 1986 宮崎県日南市 96izumi@gmail.com
留学で身に付けた韓国語を生かし、外国の方に地
元九州の良さを伝えたいです。

6/12/2015

10 第KO00021号
劉　卿美
(YOU kyonmi)

女 1967 長崎県長崎市
you-kiss@nagasaki-
u.ac.jp

(宿泊可能) 8/19/2014

11 第KO00026号
大塚　大輔
(Otsuka Daisuke)

男 1980 大分県大分市 daichannari@yahoo.co.jp (日帰りのみ)
現在常勤の仕事があるため平日、長時間の拘束は
難しいですが、休日の大分・別府・湯布院周辺で
あれば対応できます。

8/24/2014

12 第KO00015号
立島　英子
(Tatejima Eiko)

鹿児島県薩摩川
内市

anntatejima@yahoo.co.jp 8/30/2014

13 第KO00004号
金　秀敬
(KIM Soo Kyung)

女 1970
鹿児島県鹿児島
市

sionnykim@yahoo.co.jp 080-2748-5017 (宿泊可能) 8/22/2014

14 第KO00028号
鄭　景玉
(JEONG KYUNG OK)

女 1962 福岡市博多区 yumetabirn@gmail.com
090-8831-7444
092-641-5353

主に研修団、視察団などのMICEで訪
れる観光客の対応 小グループの観
光客など
(宿泊可能)

インセンティブ旅行などMICE団体はもちろん一般
観光客の対応可能です。

11/10/2014
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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【韓国語】
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15 第KO00027号
菊地　令華
(Kikuchi Reika)

女 1992 福岡市博多区 2r.21w4@gmail.com (日帰りのみ)
韓国での留学の経験を十分にいかし、多くの方に
日本のよさを心から感じていただけるよう、努力
したいと思います。

11/19/2014

16 第KO00034号
徐　点任
(Seo Jeom Im)

女 福岡市博多区 jeomim@hotmail.co.jp 090-1196-3337

日本を訪問する韓国人観光客の皆様におもてなし
の心で接し、感動を伝えて行きたいと思います。
日韓の架け橋としての役割を果たして行きたいで
す。

11/18/2014

17 第KO00029号
金　大鉉
(KIM  DAE　HYEON)

男 1967 福岡県大野城市 samurai7823@naver.com
090-8660-7823
070-5403-7823

(宿泊可能)
韓国で旅行社の業務経験やガイド／通訳の経験も
豊富です。いつでもれんらくしてください。ばっ
ちりがんばります。

11/24/2014

18 第KO00031号
曺　銀敬
(CHO EUNKYUNG)

女 福岡市南区
hangugosarang@yahoo.co.j
p

080-4277-7267
旅行業務取扱管理者
旅程管理主任者
通訳案内士(韓国語)

(宿泊可能) 11/19/2015

19 第KO00035号
江口　絵梨
(Eguchi  Eri）

女 1983 福岡県春日市 smileri211@i.softbank.jp (宿泊可能(土日のみ))
旅行業界での経験もあり、韓国の観光誘致の仕事
に６年関わった経験を生かし、日韓の交流促進の
一助となれるよう尽力します。

12/4/2014

20 第KO00037号
朴　京伊
(PARK KYUNGYI)

女 1958
大分県速見郡日
出町

kyung.1240@docomo.ne.jp 090-7980-0041 (宿泊可能)
日本、韓国双方の文化の知識を生かし、韓国から
日本に旅行される方々が心ゆくまで楽しみ、満足
してくださるよう頑張ります。

1/20/2015

21 第KO00036号
崔　禎仁
(Choi Jung In）

女 1970 大分県別府市 atlas2@naver.com 090-7984-0607 (宿泊可能)
自分自身、旅行・美食大好です。九州を知る・楽
しむ・喜ぶ旅行になるようにガイドします。（お
いしい食べ物専用ガイドが夢です。）

1/20/2015

22 第KO00039号
孫　永杓
(Son Young Pyo)

男 1989 大分県大分市 thsdudvy@gmail.com 080-6451-0537 (日帰りのみ)
大学時代に活動した国際交流や様々な地域交流活
動を生かし、韓国のお客様、また世界のお客様へ
九州の魅力をご案内いたします。

1/17/2015

23 第KO00043号
俞　恩京
(YOU EUN KYUNG)

女 1976 福岡県春日市 beach-sunset@hanmail.net 080-5277-6943 (日帰りのみ)
長期に渡り貿易通訳の経験があり九州の様々な所
の魅力を自信を持って紹介でき、今までの経験を
生かし記憶に残る旅を御案内致します。

11/16/2015

24
new

第KO00044号
河　昇玉
(Ha Seungok)

女 1967
鹿児島県鹿児島
市

maatomee67@yahoo.co.jp 090-6797-4779
指宿方面に韓国からのゴルフツアー
客（8名）を1日案内
（宿泊可能）

88年に来日、日本の大学を卒業後、95年から日韓
両国の放送局で通訳・翻訳。2006年から韓国語講
師もしています。日本人の夫との間に1男。

6/20/2016

25
new

第KO00045号
張　慧珍
(CHANG  HYEJIN)

女 1969 福岡県久留米市 sega506@hotmail.com 090-3608-7280 旅程管理主任者 （宿泊可能）

九州大好きです。魅力的な「観光王国・九州」を楽しん
で頂けるようにサポートします。（多数の企業相談会や
研修会、日韓文化芸術交流事業などの逐次通訳。又、テ
レビ局や雑誌などの観光・グルメ・旅情報誌の同行取材
など経験豊富です。）

6/27/2016

26
new

第KO00048号
李　善美
（LEE Sunmi)

女 1971 福岡県春日市 sunmi71@i.softbank.jp 092-573-2595 7/4/2016

27
new

第KO00050号
李　受映
（Lee Suyoung)

女 1972 福岡市早良区 lsuyoung333999@gmail.com 090-3965-1520 （宿泊可能） 11/7/2016

28
new

第KO00053号
朴　美蘭
（Park Melan)

女 1964
鹿児島県鹿児島
市

miran6500@yahoo.ne.jp 080-4311-6867 （日帰りのみ）
親切に一生懸命明るく頑張ります。夫は日本人で通訳案
内士（韓国語）です。

2/3/2017


