エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

第1回

74名

個人コード
A31903221000001
D00000011000008
D00000011000030
D00000011000031
D00000011000041
D00000011000045
D00000011000069
J10000002000343
J10000010000012
J10000020000161
J10000055000029
J10000055000097
J10000055000100
J10000055000102
J10000055000104
J10000055000123
J10000055000143
J10000055000171
J10000055000174
J10000055000176
J10000055000177
J10000055000178
J10000064000508
J10000155000007
J10000155000055
J10000155000093
J10000155000097
J10000240000016
J10000356000001
J10000365000006
J10000724001008
J10000724001017
J10000724001019
J10000724001031
J10000939000172
J10000957000042
J10000978000041
J10000978000084
J10000978000122
J10000978000140
J10000978000185
J10000978000189
J10000978000190
J10001006000146
J10001502000001
J10001573000102
J10001573000223
J10001573000228
J10001573000255

2015月9月試験
氏 名
原 政夫
江原 伸治
本田 郁子
林 怡君
池野 泰代
入江 友季子
小森 由佳
田中 路子
椎谷 幸司

会社名
名水ツーリスト有限会社
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社日本旅行
京王観光株式会社

服部
吉川
別府
佐藤

名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

昭良
千晶
美也子
恵理

山本 結
田川 順恵
加知 江梨
高橋 亜由美
鈴木 淳子
太田 千晶
塙 昌也
末吉 弓子
東恩納 盛

名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
沖縄ツーリスト株式会社
沖縄ツーリスト株式会社

石渡 大介
柏﨑 英恵
森 理紗子
山根 愛

インペリアル株式会社
株式会社小田急トラベル
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

萩野 朱音
清水 哲
智原 大貴
若林 智里
安芸 公枝
柳谷 利子
館山 倫子
杉山 貞子
坂牛 渚
鷹 絵理
藤原 英祐

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社農協観光
株式会社ジェイアール東海ツアーズ
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道

鷹觜
阿部
魵澤
山郷

株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北

合子
宏子
美智子
有実子
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001656000154
J10001656000245
J10001656000445
J10001656000476
J10001757000036
J10001775000042
J10001775000115
J10001775000132
J10001847000224
J10001847000321
J10001847000331
J10001847000336
J10001901000010
J10001901000016
J10001944000073
J10001944000074
J10001944000090
J31303609000001
J31303609000002
J31303609000003
J31303609000004
J31303609000005
J31303609000006
J31303609000007
P00000000000123

小田 博之
平沢 哲
佐々木 香

ＡＮＡセールス株式会社
ＡＮＡセールス株式会社
ＡＮＡセールス株式会社

高須賀 陽一
和田 委久子
守分 恵里奈

株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ関西

伊藤
高橋
森谷
古賀

敬
雅哉
直史
由起子

株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社

福原
友永

彩代
美佳

株式会社欧州エキスプレス
株式会社近畿日本ツーリスト中部

髙木
船原
大野
細島

聖子
大作
高志
律史

株式会社近畿日本ツーリスト関西
株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ

笹岡
竹下
富岡
古林

真奈美
力
美貴
千佳

株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

第2回

2016月2月試験

87名

個人コード
D00000011000006
D00000011000023
J10000002000262
J10000002000352
J10000002000354
J10000020000484
J10000038000132
J10000038000305
J10000038000309
J10000038000318
J10000041000002
J10000041000010
J10000055000052
J10000055000140
J10000055000183
J10000055000186
J10000055000200
J10000055000201
J10000055000204
J10000201000134
J10000201000313
J10000201000324
J10000347000001

栗原
谷口
岡田
山﨑

氏 名
元
正晃
清秀
誠之

会社名
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行

服部
真久
植田
野原
茂木
深串
長嶋
吉田
寺村
中島

里歌
英明
佳樹
里実
雅子
泰光
裕
雅子
千香
裕美

株式会社近畿日本ツーリスト関西
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
株式会社エヌオーイー
株式会社エヌオーイー
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

宮本

知里

名鉄観光サービス株式会社

山口

亨

株式会社ワールド航空サービス

菊間

陽介

株式会社ワールド航空サービス
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10000347000002
J10000347000003
J10000347000004
J10000365000015
J10000365000016
J10000579000002
J10000724001047
J10000724001080
J10000724001085
J10000724001087
J10000939000285
J10000957000061
J10000978000018
J10000978000152
J10000978000184
J10000978000194
J10001267000029
J10001267000042
J10001267000044
J10001267000048
J10001493000001
J10001578000173
J10001656000362
J10001691000112
J10001757000032
J10001759000012
J10001759000230
J10001759000299
J10001759000312
J10001759000422
J10001759001322
J10001759001384
J10001759001440
J10001759001443
J10001762000114
J10001762000277
J10001762000287
J10001762000313
J10001767000035
J10001767000042
J10001768000165
J10001769000174
J10001769000178
J10001847000068
J10001847000077
J10001847000368
J10001847000369
J10001847000370
J10001847000371
J10001847000372
J10001847000373
J10001847000374

川田

大介

株式会社ビーエス観光

瀬田
髙林
小田

修二
祐輔
祥子

株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
西鉄旅行株式会社

伊藤
中田
中元
大槻
嶋田
立花
大西
小田
千葉
山岸
山城

朝雄
啓司
麻祐子
賢広
郁香
亜希
里依子
奈々
琴乃
伸一郎
愛香

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社農協観光
株式会社ジェイアール東海ツアーズ
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
郵船トラベル株式会社
郵船トラベル株式会社

田中
須﨑
高橋
高橋
山本
渡邊
安田

孝美
佳那子
千草
理環
佳澄
佳代子
はるみ

郵船トラベル株式会社
株式会社トラベルギャラリー
株式会社ＪＴＢ関東
ＡＮＡセールス株式会社
株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ
株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ首都圏

高橋

菊枝

株式会社ＪＴＢ

河原

美沙

株式会社ＪＴＢ首都圏

鈴木
三戸
中村

宏久
由美
梨恵

ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部

秋庭
伊藤
福田
中山
森脇
栗山
藤野
山田
荒濱
山本
岡田

孝之
康朗
祥子
裕子
昌美
裕教
慎也
浩代
早絵
夏奈子
侑哉

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社

中原

奈津子

株式会社阪急交通社
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001847000375
J10001867000028
J10001867000073
J10001867000093
J10001867000119
J10001867000124
J10001867000126
J10001867000127
J10001944000118
J21302495000038
J41311089000003
P00000000000030

辻 健太郎
鳥海 彩香
上原 尚子
高橋 慶多
星 純
高口 里香
岡 千草
岡村 真由
畑中 美緖
浅田 道男
鈴木 由紀子
桑原 由美

第3回

2016月10月試験

67名

個人コード
D00000011000016
D00000011000029
D00000011000043
D00000011000055
D00000011000086
D00000011000087
J10000002000365
J10000020000410
J10000038000281
J10000038000327
J10000038000328
J10000038000329
J10000043000039
J10000055000211
J10000055000218
J10000091000011
J10000155000104
J10000155000105
J10000201000190
J10000201000329
J10000365000010
J10000365000017
J10000724001000
J10000724001109
J10000724001117
J10000939000293
J10000955000002
J10000957000010
J10000957000070
J10000978000095
J10000978000150
J10000978000199
J10001006000345
J10001573000008
J10001573000064
J10001573000136

株式会社阪急交通社
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社近畿日本ツーリスト九州
日旅サービス株式会社
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

氏 名
仁村 淑蘭
堀田 美香子
黒田 武史
横山 敏也
金 度亨
林 知穂
神田 結希
太田 正樹
和田 知之
倉島 賢人

会社名
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社日本旅行
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社

下河 豊美
長谷川 住男
興梠 なおみ

株式会社阪急交通社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

浜口

博美

沖縄ツーリスト株式会社

福森
赤松
長田
四宮

崇
駿一
亜紀子
チエ

株式会社ワールド航空サービス
株式会社ワールド航空サービス
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル

相島 沙紀
横川 夏菜
稲山 弘昌
佐々木 智香
望月 杏子
矢野 幸子
香川 こずえ
青山 さやか

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社農協観光
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ジェイアール東海ツアーズ
株式会社ジェイアール東海ツアーズ
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ北海道

佐藤 恵子
佐々木 孝子
鈴木 嘉奈
高林 静子

株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001691000113
J10001691000114
J10001691000116
J10001757000030
J10001757000048
J10001757000049
J10001759000021
J10001759000303
J10001759000552
J10001759001392
J10001759001431
J10001759001434
J10001759001459
J10001759001488
J10001759001504
J10001759001508
J10001762000018
J10001762000072
J10001762000084
J10001762000304
J10001762000324
J10001762000327
J10001762000331
J10001762000336
J10001762000338
J10001768000120
J10001769000200
J10001769000237
J10001770000165
J31303716000005
J31305286000001
第4回

90名

個人コード
A23400112000001
A31303385000001
D00000011000040
J10000001000018
J10000002000370
J10000002000372
J10000020000180
J10000020000187
J10000038000175
J10000038000298
J10000038000308
J10000038000311
J10000041000072
J10000041000073
J10000055000084
J10000055000124
J10000055000125

海野 誠
宇佐見 こずえ
野村 敦子
武澤 香代
稲葉 敬子
数納 直仁
積 奈保子
長谷川 久子
小倉 有紀子
齊藤 麻実
奥本 早紀
中坪 亜貴子
中居 秀美
藤巻 恵美

株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ
株式会社ウェブトラベル
株式会社ウェブトラベル
株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

村木
中島

孝子
明

株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ

神尾
伊東
松永
本田

由美
愛里
憲治
貴宏

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ中部

籔中

恵

株式会社ＪＴＢ西日本

関谷 剛
谷村 きよみ
佐々木 久弘

株式会社ＪＴＢ九州
株式会社ティーピーアイ西日本
有限会社スカイエクスプレス

2017月2月試験
氏 名
山田 陽子
飯田 尚生
渡邊 文子
青木 志郎
向田 京吾
福家 洋美
齋藤 あづさ
水野 宏美
瀧 英一郎
安本 愛美

会社名
広島内外旅行株式会社
飯田屋カネボシツアーズ
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社近畿日本ツーリスト中部
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社

上田
礒部
堀内
棚橋

東武トップツアーズ株式会社
株式会社エヌオーイー
株式会社エヌオーイー
名鉄観光サービス株式会社

莉沙
理絵
舞
麻依子

［ 5 / 11 ］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10000055000187
J10000055000208
J10000055000220
J10000064000209
J10000064000218
J10000133000029
J10000155000003
J10000201000200
J10000201000323
J10000240000028
J10000240000030
J10000240000031
J10000347000005
J10000347000006
J10000347000007
J10000365000008
J10000365000019
J10000365000023
J10000365000029
J10000365000030
J10000463000003
J10000463000004
J10000463000008
J10000724000716
J10000724001133
J10000724001141
J10000939000299
J10000957000098
J10000978000107
J10000978000153
J10000978000191
J10001006000074
J10001135000006
J10001492000006
J10001573000248
J10001578000012
J10001578000111
J10001578000175
J10001578000183
J10001578000200
J10001578000205
J10001691000037
J10001691000119
J10001759000167
J10001759000409
J10001759000550
J10001759000733
J10001759000860
J10001759001365
J10001759001371
J10001759001383
J10001759001391

松山

哲太

名鉄観光サービス株式会社

岩本
與儀
柴﨑

潔明
豊
範朗

株式会社ジャルパック
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社ワールド航空サービス

山地
中山
原口
筑摩
吉岡
井上
西山
廣田
大塚
菅原
小林
池田
渡辺

奈那
悦子
聡子
耀平
航
知美
雅子
結穂
聡美
仁
友恵
辺照
優子

株式会社遠鉄トラベル
株式会社ビーエス観光
株式会社ビーエス観光
株式会社ビーエス観光
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
日新航空サービス株式会社
日新航空サービス株式会社
日新航空サービス株式会社
株式会社エイチ・アイ・エス

福住
長塚
上山

佑基
啓
智子

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社農協観光
株式会社ジェイアール東海ツアーズ

菅沼
伊藤
勝又
山城

美樹
真沙子
栄太郎
美樹

株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社びゅうトラベルサービス
株式会社ＪＴＢ沖縄

近藤
反町
宮本

吏恵
英里
真美子

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ

室伏
髙橋
川端

祐子
明子
祥子

株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ西日本

太田
小祝

智子
奈奈子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

中野
岩崎
内田
小山
上野
岡崎

聡
靖
千咲
沙織
愛美
美緒

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001759001452
J10001759001458
J10001759001493
J10001759001513
J10001759001530
J10001762000280
J10001763000027
J10001768000153
J10001768000207
J10001769000179
J10001847000288
J10001847000414
J10001867000090
J10001867000117
J10001867000137
J10001867000143
J10001867000148
J10001867000149
J10001996000001
J21302495000010
J22300970000002

黒屋
黒川

秀正
結夏

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ

田村
大村
神谷

茉奈美
祥子
江美

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

神保

啓徳

株式会社ＪＴＢ西日本

羽場
菅沼
飯塚
笠井
小川
作田

由宇子
孝陽
愛実
祐之介
美里
彩音

株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング

杉谷
安藤
川口

絵梨花
晴美
大和

株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社たびりずむ

酒井

智子

名阪近鉄旅行

第5回

2017月9月試験

95名

個人コード
A24000517000001
A31600248000002
D00000011000004
D00000011000014
D00000011000025
D00000011000035
D00000011000057
D00000011000083
D00000011000102
D00000011000103
D00000011000104
J10000002000318
J10000002000371
J10000002000382
J10000002000383
J10000002000389
J10000002000395
J10000002000398
J10000002000399
J10000038000266
J10000038000347
J10000038000348
J10000038000351
J10000041000074
J10000055000231
J10000055000234
J10000055000235

畝中
山川
岡崎
柴本
聶

氏 名
愛理
理恵
崇志
利澄
晶瑩

会社名
オフィスパル
株式会社ホクタテ ホクタテ旅行
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

恩田

真衣

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

吉田
佳山
長濵
笠原
上大
佐藤
藤井
小渕
野口

恵
洋美
貴史
雄生
信康
敬之
翼
孝司
元彦

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行

山口
月花
近藤

昌美
路雄
香穂

東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社

井土 可奈子
以倉 泰知
飯田 隆
烏 尼尓

株式会社エヌオーイー
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10000064000174
J10000091000009
J10000091000012
J10000201000185
J10000240000037
J10000240000038
J10000365000022
J10000365000048
J10000365000049
J10000411000001
J10000463000021
J10000463000022
J10000724000904
J10000724001153
J10000957000059
J10000957000062
J10000957000095
J10000957000100
J10000978000181
J10000978000209
J10001006000450
J10001267000030
J10001573000092
J10001573000271
J10001573000273
J10001656000087
J10001656000182
J10001656000485
J10001691000125
J10001757000063
J10001759000082
J10001759000142
J10001759000160
J10001759000256
J10001759000650
J10001759000697
J10001759001055
J10001759001081
J10001759001374
J10001759001396
J10001759001454
J10001759001455
J10001759001456
J10001759001483
J10001759001545
J10001759001548
J10001759001576
J10001759001593
J10001762000328
J10001762000341
J10001762000346
J10001762000352

石井 奈美
佐々木 翔大
今野 薫子
小川 伸

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社読売旅行
株式会社読売旅行
株式会社ワールド航空サービス

関 由加里
湯田坂 麻里子
溝田 康葉
小波津 さつき

株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
株式会社小田急トラベル
株式会社国際旅行社

平山

茜

日新航空サービス株式会社

星合

祐里

株式会社エイチ・アイ・エス

中澤

敦子

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

大内
浜村

美友紀
実南美

株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道

玉田
佐藤
菊池
岩渕
原田
佐野
柴床

育
聡子
光
由佳
祐美
秀史
恵美

郵船トラベル株式会社
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ東北
ＡＮＡセールス株式会社
ＡＮＡセールス株式会社
ＡＮＡセールス株式会社

伊藤
佐藤
森下
川田
太田
岡田

久美
絢子
典子
啓子
佐知絵
正一

株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

中村 由佳
高松 幸恵
久保田 麻衣子
持田 香奈子
岩澤 ゆり子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ

海老名 麻由
島田 歩実
堀切 優子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

四谷
川出
市田
藤田

株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部

由美
文子
直美
一晃
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001763000012
J10001767000056
J10001768000106
J10001768000204
J10001768000206
J10001768000210
J10001768000221
J10001769000233
J10001770000177
J10001775000149
J10001775000150
J10001775000151
J10001775000162
J10001847000411
J10001847000412
J31303609000008

小藪
石川
熊代
田町
下地
高橋
齊藤
矢野
田中
中川
三木
伊藤
井関
吉田

第6回

2018月2月試験

132名

個人コード
D00000011000001
D00000011000010
J10000020000297
J10000038000362
J10000038000365
J10000038000366
J10000038000367
J10000039000141
J10000041000020
J10000041000068
J10000041000076
J10000041000077
J10000055000191
J10000055000212
J10000055000214
J10000055000216
J10000055000221
J10000055000238
J10000055000245
J10000055000265
J10000055000274
J10000064000087
J10000064000173
J10000155000134
J10000155000175
J10000155000177
J10000155000182
J10000201000325
J10000201000332
J10000240000042
J10000240000043
J10000365000047

まや
賢一
紅
優子
まり恵
沙緒理
琴乃
花波
愛由美
由紀
佐江子
結香
幸
朋子

氏
高畑

株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社ＪＴＢ九州
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社ＨＭＣ

名

信仁

会社名
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

蒲ヶ原 理絵
中田 修樹
福島 花子
槇 哲
梅本 亜希子
上杉 和香

東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
東武トップツアーズ株式会社
株式会社ＪＴＢ関東
東日観光株式会社

岡田

大悟

株式会社エヌオーイー

樺嶋
陣川
小川

浩喜
のぞみ
浩大

名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

鵜林
前田

泰樹
直樹

名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

大嶺

芳俊

株式会社ＪＴＢ関東

伊仲 信弘
嘉手苅 紗耶
喜友名 紗江
濱里 衣芸

沖縄ツーリスト株式会社
沖縄ツーリスト株式会社
沖縄ツーリスト株式会社
沖縄ツーリスト株式会社

磯田 啓太
栄 克明

株式会社ワールド航空サービス
株式会社遠鉄トラベル

米谷

株式会社小田急トラベル

祐希
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10000365000050
J10000463000050
J10000681000009
J10000681000034
J10000724000059
J10000724000527
J10000724000605
J10000724000951
J10000724000991
J10000724001020
J10000724001143
J10000724001186
J10000724001195
J10000724001197
J10000724001201
J10000724001216
J10000724001230
J10000724001238
J10000724001242
J10000724001246
J10000724001294
J10000724001331
J10000724001332
J10000724001335
J10000724001362
J10000724001411
J10000724001432
J10000724001450
J10000724001460
J10000724001462
J10000724001467
J10000724001476
J10000724001481
J10000724001492
J10000724001496
J10000724001497
J10000724001499
J10000724001509
J10000724001515
J10000724001516
J10000724001532
J10000939000280
J10000957000041
J10000978000206
J10001006000159
J10001006000384
J10001267000033
J10001267000057
J10001573000199
J10001578000026
J10001578000115
J10001578000121

松原
折尾
安藤
源藤
鈴木
齋藤

由実
茜音
三恵
有利子
留美
雄一

株式会社小田急トラベル
日新航空サービス株式会社
株式会社阪急トラベルサポート
株式会社阪急トラベルサポート
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

浅野
北岡
安井
久野
石谷
伊藤
伊東

さやか
未来
みはる
純子
裕美子
美邑
直樹

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

大下 剛史
大谷内 茉波

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

古賀
澁谷
島内

誠也
悠子
謙人

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

田川

翔

株式会社エイチ・アイ・エス

幅 由成
馮 悦
藤﨑 朱実
藤田 紀子

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

前田
松尾
水倉
三原
宮崎
無川
森山
山浦
山口
米川

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

絵里
美沙
花寿子
健太
奈々
桃衣
紗央里
萌
真由
愛美

小松澤 千景
鳴海 真希
西中 今日子
坂根 貴子

株式会社ジェイアール東海ツアーズ
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ関東

野城
齋藤
酒井

結有
亜未
勝代

郵船トラベル株式会社
株式会社ＪＴＢ東北
株式会社ＪＴＢ首都圏

藤栄

弘之

株式会社ＪＴＢ関東
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
アジアⅡ 545名
一般社団法人日本旅行業協会
※氏名・会社名空欄の方は非公開希望の方です。

J10001578000128
J10001578000143
J10001578000172
J10001578000179
J10001578000189
J10001578000190
J10001578000206
J10001578000219
J10001578000221
J10001578000226
J10001578000233
J10001578000235
J10001578000243
J10001656000500
J10001683000016
J10001691000087
J10001759000086
J10001759000091
J10001759000215
J10001759000456
J10001759000602
J10001759000688
J10001759000913
J10001759001042
J10001759001313
J10001759001378
J10001759001501
J10001759001578
J10001759001595
J10001759001599
J10001759001622
J10001759001643
J10001759001644
J10001759001653
J10001762000362
J10001769000238
J10001775000169
J10001867000053
J10001867000145
J10001867000160
J10001867000162
J10001944000145
J10001944000152
J10001944000154
J10001944000199
J10001944000201
J31304971000001
P00000000000256

山中

幸子

株式会社ＪＴＢ関東

石﨑
井上
谷口
須藤
大橋

久美子
香織
奈央
加代子
史恵

株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東

西潟 麻巳子
星 奈央
丸山 梨香

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東

青野
髙野

真
優子

株式会社旅工房
株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ

山口
福島

茂
亜矢子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

草村
児玉
清水
坂田

真衣
里子
智恵
千絵

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

三ツ木 愛子
渡辺 恵子
槇田 麻也
長島 愛
大塚 亜沙美
藤乘 千鶴

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

横田

旭弘

株式会社ＪＴＢ中部

片山
竹本
吉村
窪井

恵美
明枝
浩気
利香

株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング

太田
加藤
高橋
平沼
福場

徹也
八峰
志乃
慧子
賢吾

株式会社近畿日本ツーリスト関西
株式会社近畿日本ツーリスト東北
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社近畿日本ツーリスト東北
株式会社近畿日本ツーリスト関西
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