エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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

39名

2015月9月試験

個人コード
D00000011000034
D00000011000037
D00000011000038
D00000011000052
D00000011000053
D00000011000056
D00000011000065
J10000020000424
J10000038000297
J10000055000168
J10000055000170
J10000055000180
J10000064000450
J10000064000652
J10000141000005
J10000141000007
J10000155000107
J10000240000006
J10000345000025
J10000365000008
J10000724001032
J10000957000033
J10001656000004
J10001656000011
J10001656000147
J10001691000026
J10001691000068
J10001691000097
J10001757000035
J10001759000609
J10001768000028
J10001775000125
J10001847000145
J10001847000335
J10001924000001
J10001944000059
J10001944000092
J10001949000003
J10001949000005
第2回

2016月2月試験

58名

個人コード
D00000011000002
D00000011000014
D00000011000077
D00000011000082
J10000002000355
J10000038000300

齋藤
長橋
鈴木
髙瀬

氏 名
淳子
裕子
美代子
恵子

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

松岡
潮田
小山
野中
伊藤

光星
知子
佳那
繁夫
浩一

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
名鉄観光サービス株式会社

和嶋 敦史
中島 泰明
波多野 充
久保田 大洋
萩原 珠未
岡田 昭
大野 明美

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
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
株式会社アサヒトラベルインターナショナル
株式会社アサヒトラベルインターナショナル
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社遠鉄トラベル

吉岡

航

株式会社小田急トラベル

島尻
大田
丸山
後藤

由佳
佳二郎
一雄
昌弘

株式会社ジェイアール東海ツアーズ
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

阪下

顕子

株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ

藤元
富田
上垣

淳子
由美
恭子

株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ国内旅行企画
株式会社ＪＴＢ関西

渡邊
大坪
清水
堀尾

まりえ
千草
研
幸平

株式会社阪急交通社
株式会社阪急交通社
株式会社ラティーノ
株式会社近畿日本ツーリスト関西

荒関
海内

ひとみ
詩織

トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社
トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社

稲垣
柴本
水越

氏 名
恵美子
利澄
茉奈

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

町田
米津

ひろみ
達哉

株式会社日本旅行
東武トップツアーズ株式会社

［1/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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。

J10000038000308
J10000038000311
J10000039000168
J10000041000004
J10000043000045
J10000055000198
J10000055000202
J10000133000029
J10000141000009
J10000201000209
J10000201000306
J10000201000322
J10000270000017
J10000724000674
J10000724000777
J10000724001044
J10000724001061
J10000724001072
J10000724001085
J10001267000028
J10001267000033
J10001267000043
J10001267000047
J10001267000049
J10001493000003
J10001573000111
J10001578000056
J10001683000009
J10001683000010
J10001691000112
J10001759000012
J10001759000616
J10001759000907
J10001759001081
J10001759001386
J10001759001389
J10001759001391
J10001759001393
J10001762000308
J10001762000315
J10001768000210
J10001769000235
J10001847000095
J10001847000365
J10001847000376
J10001847000377
J10001867000085
J10001867000109
J10001867000118
J10001867000121
J32800551000002
P00000000000230

中島
上田
石川
別府
坂巻

麻由美
莉沙
健太郎
郁子
朋子

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ＰＴＳ
東日観光株式会社
株式会社阪急交通社

岩本
桶川

潔明
友里恵

株式会社ジャルパック
株式会社アサヒトラベルインターナショナル

植松
冨川
東條
小林

祐太
優
智登勢
雅史

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
東日観光株式会社
株式会社エイチ・アイ・エス

加賀谷 文江
関口 紗由利
中田 啓司
飯塚 さおり

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
郵船トラベル株式会社

小渕
池田
安達
桝井
戸張
野中

理恵
岳
孝俊
貴史
正美
園子

郵船トラベル株式会社
郵船トラベル株式会社
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東北
株式会社ＪＴＢ関東

中川
山本
安田
草野
押田

優子
佳澄
はるみ
奈穂美
麻帆

髙松 幸恵

株式会社旅工房
株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ
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

大石
岡﨑

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ首都圏

知佳
美緒

小野寺 麻衣子
彦坂 由布子
田町 優子
岡﨑 久美子
豊田 詠梨
桒久保 真実

株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ西日本
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

阿彦 貴之
天下井 恵利

株式会社阪急交通社
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング

川部
大石
藤井
小林

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
株式会社ウェブトラベル
株式会社近畿日本ツーリスト関西

翔大
梨絵
久美
理絵

［2/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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3回

45名

2016月9月試験

個人コード
D00000011000081
D00000011000083
D00000011000085
J10000002000265
J10000055000143
J10000055000179
J10000064000296
J10000091000010
J10000201000200
J10000201000314
J10000201000320
J10000201000332
J10000239000016
J10000724001108
J10000957000035
J10001267000044
J10001299000001
J10001573000230
J10001656000232
J10001656000435
J10001748000001
J10001748000004
J10001757000040
J10001757000044
J10001757000050
J10001757000054
J10001757000056
J10001759000142
J10001759000220
J10001759000423
J10001759000742
J10001759001030
J10001759001384
J10001759001396
J10001759001426
J10001759001451
J10001759001460
J10001759001471
J10001759001483
J10001762000221
J10001762000329
J10001768000011
J10001770000163
J10001847000405
J41311089000006

加藤 かす美
山城 和哉
福森 美和
深山 哲夫
長谷川 桂子
森下 典子
望月 ゆかり
玉井 愛
須原 菜穂子
平 裕子
河原 美沙
持田 香奈子
牧野 文平
山口 絢子
夏目 真理
林 明日香
石井 まゆ子
吉川 真由美
浜野 昌子
吉田 泰代

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
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ関西

吉海
益井

株式会社阪急交通社
株式会社日本旅行

第4回

2017月2月試験

57名

松山
恩田
増井
勝部
山本
熊井
本田
木下
柴﨑

氏 名
美紀
真衣
健一郎
美穂
結
真彩
麻子
喜文
範朗

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
株式会社日本旅行
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
株式会社読売旅行
株式会社ワールド航空サービス

磯田 啓太
河原崎 裕子
小川 樹里
山根 沙矢香
前新 裕史

株式会社ワールド航空サービス
イオンコンパス株式会社
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社ジェイアール東海ツアーズ
郵船トラベル株式会社

萩原
高田

株式会社センコー保険サービス
ＡＮＡセールス株式会社

聡敦
香子

珠后
良介

［3/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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。

個人コード
D00000011000100
J10000002000371
J10000039000141
J10000055000021
J10000055000024
J10000055000094
J10000055000123
J10000055000135
J10000055000150
J10000055000163
J10000055000189
J10000055000193
J10000055000197
J10000055000207
J10000141000015
J10000141000016
J10000155000136
J10000201000225
J10000201000348
J10000365000041
J10000365000042
J10000579000012
J10000724001128
J10000724001142
J10000939000293
J10000978000152
J10000978000178
J10000978000207
J10000978000208
J10001493000004
J10001493000005
J10001574000014
J10001578000098
J10001578000158
J10001578000182
J10001656000245
J10001759000167
J10001759000178
J10001759000448
J10001759001313
J10001759001402
J10001759001440
J10001762000062
J10001762000104
J10001767000048
J10001768000164
J10001768000206
J10001769000150
J10001769000180
J10001769000242

片野
笠原
梅本
成瀬

氏 名
一浩
雄生
亜希子
和子

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
株式会社日本旅行
株式会社ＪＴＢ関東
名鉄観光サービス株式会社

小原
本田
川上
堤谷

由美子
つかさ
彩香
潤子

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

下田

麻未

名鉄観光サービス株式会社

田畑 友季野
嶋田 紀夫
三芳 馨
仲村渠 壮

名鉄観光サービス株式会社
株式会社アサヒトラベルインターナショナル
株式会社アサヒトラベルインターナショナル
沖縄ツーリスト株式会社

光武
須藤
上村
向江
中田
越智
稲山

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
西鉄旅行株式会社
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

千穂
美咲
麻緯
里名
悠紀子
洋平
弘昌

川口 桂
鷹田 真紗子
伊藤 綾茄
岡本 有菜
藤原 健太郎
平野 祥子
勢司 大輔
山岸 美和子
長谷川 竜也
平沢 哲
太田 智子
池谷 友恵
福井 雄太
坂田 千絵
金山 裕美

株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社トラベルギャラリー
株式会社トラベルギャラリー
株式会社パーパスジャパン
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ関東
ＡＮＡセールス株式会社
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ首都圏

西田

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

真奈美

末本 一久
山本 真規子
熊代 紅
佐々木 雅子
徳部 雅美

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
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

［4/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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。

J10001770000008
J10001770000169
J10001775000129
J10001847000419
J10001867000057
J10001867000140
J10001867000144

佐藤
渕上
浅見
服部
田中
鈴木
清水

第5回

2017月9月試験

39名

個人コード
D00000011000040
D00000011000050
D00000011000078
J10000002000385
J10000002000390
J10000020000161
J10000038000355
J10000055000052
J10000201000350
J10000463000023
J10000681000005
J10000978000071
J10000978000192
J10001493000001
J10001493000006
J10001573000223
J10001656000454
J10001656000458
J10001757000064
J10001759000041
J10001759000181
J10001759000641
J10001759000786
J10001759000951
J10001759001397
J10001759001504
J10001759001539
J10001759001566
J10001759001569
J10001762000335
J10001767000013
J10001767000049
J10001768000215
J10001769000196
J10001769000237
J10001769000245
J10001775000147
J10001847000425
J10001944000130
第6回

79名

梓
琴子
晶子
圭悟
香織
春菜
介

株式会社ＪＴＢ九州
株式会社ＪＴＢ九州
株式会社ＪＴＢ関西
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

渡邊

氏 名
文子

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

鎌塚
中川
橋本

しずか
美穂
渚

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

神田
吉田
工藤

幸宏
雅子
早耶香

東武トップツアーズ株式会社
名鉄観光サービス株式会社
株式会社ワールド航空サービス

田中 佐和子
下益田 和花
内藤 樹理
須﨑 佳那子
藪木 崇之
阿部 宏子
大倉 英記
渡部 佑弥子
小林 永遠
関 敏行
竹田 道子
久保田 淳子
上久保 歩未

株式会社阪急トラベルサポート
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社ＪＴＢ北海道
株式会社トラベルギャラリー
株式会社トラベルギャラリー
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
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

中居
豊田
山田
小園

秀美
麻依
雅子
明菜

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

高城
緒方

千裕
律子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢコーポレートセールス

中越
伊藤

有希子
智子

株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社ＪＴＢ関西

2018月2月試験

［5/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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。

個人コード
D00000011000003
D00000011000079
D00000011000084
J10000002000402
J10000055000091
J10000055000104
J10000055000169
J10000055000183
J10000055000246
J10000055000268
J10000064000209
J10000133000100
J10000463000047
J10000681000006
J10000681000026
J10000681000039
J10000681000043
J10000681000056
J10000681000065
J10000681000076
J10000681000078
J10000681000080
J10000681000086
J10000681000087
J10000681000088
J10000724000226
J10000724000510
J10000724001031
J10000724001207
J10000724001210
J10000724001221
J10000724001233
J10000724001240
J10000724001271
J10000724001292
J10000724001310
J10000724001318
J10000724001343
J10000724001369
J10000724001374
J10000724001379
J10000724001383
J10000724001401
J10000724001413
J10000724001455
J10000724001465
J10000724001504
J10000724001510
J10000724001537
J10000978000147

遠藤

氏 名
知賀子

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

小林 直子
東海林 弘史
佐藤 洋美

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
名鉄観光サービス株式会社

浅井

ゑり

名鉄観光サービス株式会社

宮﨑

智弓

名鉄観光サービス株式会社

岡松

千春

株式会社ＪＴＢ西日本

青木
川端
財前
澤田
田中
橋本
三宅
村田
森下

みのり
常路
実
敦子
仁梓
雅史
冨美代
与英
るみ

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
株式会社阪急トラベルサポート

山脇
吉川
松好
小串
萩野
猪原
今井

健太郎
賢
貴史
恭之
朱音
菜央
あづさ

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
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

太田
大山

羽鳴類
綾子

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス

小山 佳織
佐々木 美緒
住吉 美菜
立岡 省吾
田中 安美

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

手塚
中塚
名和

晴望
真耶
清

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

布施

典子

株式会社エイチ・アイ・エス

安田
渡辺
吉野

由利恵
佳子
真由

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ＪＴＢ北海道

［6/7］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年8月現在）
北・南米 317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。

J10001267000048
J10001578000067
J10001578000071
J10001578000091
J10001578000111
J10001578000198
J10001578000212
J10001656000499
J10001691000119
J10001691000136
J10001759001342
J10001759001385
J10001759001577
J10001759001600
J10001759001602
J10001759001652
J10001762000246
J10001762000360
J10001768000207
J10001769000179
J10001775000084
J10001847000413
J10001944000060
J10001944000137
J10001944000164
J10001944000209
J10001944000210
J22301289000002
P10001766000001

松浦
小林
山井

千智
亜矢子
紀子

株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢ関東

大垣
小巻
田中
三浦

英昭
道子
逸人
尚美

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ＪＴＢワールドバケーションズ

山崎
千秋

由羽
由紀子

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

渡邊
梶本

由香
健太郎

株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢ中部

羽場
中嶋
中尾

由宇子
亜香音
直子

株式会社ＪＴＢ中国四国
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社阪急交通社

阿部 知美
小牧 彩奈
松田 弓枝
宮崎 友宏
曽我部 亜紀
後藤 知子

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関西
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
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

［7/7］

