エリア・スペシャリスト認定者 （2018年12月現在）
アジアⅠ 387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

22名

2015月9月試験

個人コード
D00000011000006
D00000011000025
D00000011000035
D00000011000055
D00000011000057
J10000010000013
J10000055000052
J10000055000163
J10000070000006
J10000155000106
J10000724001010
J10000724001011
J10000955000002
J10001656000473
J10001691000107
J10001757000032
J10001757000040
J10001757000041
J10001768000153
J10001768000204
J10001847000324
J31305286000001

神保 啓徳
石川 賢一
杉田 舞希
佐々木 久弘

第2回

2016月2月試験

67名

個人コード
D00000011000016
D00000011000029
D00000011000031
D00000011000078
J10000002000001
J10000002000353
J10000038000129
J10000038000153
J10000038000247
J10000038000298
J10000038000314
J10000038000315
J10000055000091
J10000055000142
J10000055000185
J10000055000191
J10000055000195
J10000055000199
J10000055000203
J10000064000173
J10000091000009
J10000141000012
J10000155000002

栗原

氏
元

名

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

聶 晶瑩
横山 敏也

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

吉田
吉田

和明
雅子

京王観光株式会社
名鉄観光サービス株式会社

福島
島袋
高橋

真里子
康平
恵子

京成トラベルサービス株式会社
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社エイチ・アイ・エス

佐々木

渡邊
加藤

仁村

智香

佳代子
かす美

氏 名
淑蘭

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

株式会社ウェブトラベル
株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社阪急交通社
有限会社スカイエクスプレス

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

林 怡君
鎌塚 しずか
村山 努
平野 敦也
岡 祐介
鄭 明芬
伊藤 絵海
安本 愛美
各務 賢司
田丸 清美

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
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
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

佐藤

有希子

名鉄観光サービス株式会社

赤堀
渋木
河端

まどか
里奈
愛

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

佐々木 翔大
宮本 夏樹
島袋 均

株式会社読売旅行
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
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エリア・スペシャリスト認定者 （2018年12月現在）
アジアⅠ 387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。

J10000201000190
J10000365000006
J10000365000014
J10000365000017
J10000724000426
J10000724000989
J10000724001046
J10000724001078
J10000724001085
J10000939000287
J10001267000041
J10001656000182
J10001656000245
J10001656000481
J10001691000073
J10001723000002
J10001759000021
J10001759000091
J10001759000400
J10001759000595
J10001759001173
J10001759001345
J10001759001392
J10001759001426
J10001762000302
J10001762000310
J10001762000312
J10001768000206
J10001833000001
J10001847000073
J10001847000288
J10001847000365
J10001847000366
J10001867000113
J10001867000117
J10001867000128
J10001867000130
J31303609000001
J31303609000002
J31303609000003
J31303609000004
J31303609000005
J31303609000006
J31303609000007

福森
柏崎

崇
英恵

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

四宮
櫻井

チエ
良子

株式会社小田急トラベル
株式会社エイチ・アイ・エス

第3回

2016月9月試験

49名

個人コード
D00000011000004
D00000011000008
D00000011000026
J10000002000259

周
中田
小池
福島
佐野
平沢
中條
熊崎
山口
稲葉
山口
高見

雅新
啓司
昭弘
旭信
秀史
哲
裕紀子
規子
絵美
敬子
茂
純子

株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社農協観光
郵船トラベル株式会社
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
株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ首都圏

中島 直子
渡邊 真弓
長谷川 久子
牧野 文平
津田 朋子
瀬戸 麻理子

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中部
株式会社ＪＴＢ中部

熊代 紅
木田 丞
堀 容子
菅沼 孝陽
桒久保 真実
浦川 翔吾
笠原 麻未

株式会社ＪＴＢ西日本
エアプラス株式会社
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ＪＴＢメディアリテーリング

南 紘子
船原 大作
大野 高志
細島 律史

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

笹岡
竹下
富岡

株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ
株式会社ＨＭＣ

真奈美
力
美貴

岡崎
江原

氏 名
崇志
伸治

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

片庭

美和

株式会社日本旅行
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アジアⅠ 387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。

J10000002000343
J10000020000180
J10000055000143
J10000055000176
J10000064000174
J10000064000450
J10000155000055
J10000155000093
J10000155000110
J10000155000126
J10000201000291
J10000201000325
J10000240000023
J10000240000026
J10000365000024
J10000724000581
J10000724001104
J10000957000020
J10000957000053
J10000978000018
J10000978000084
J10001006000146
J10001267000016
J10001493000001
J10001573000028
J10001573000268
J10001656000389
J10001656000435
J10001757000036
J10001757000051
J10001759000697
J10001759001363
J10001759001365
J10001759001374
J10001759001467
J10001762000036
J10001762000105
J10001762000332
J10001768000212
J10001769000075
J10001847000335
J10001847000336
J10001847000404
J10001901000016
J21302495000038

田中 路子
齋藤 あづさ
山本 結
高橋 亜由美
石井 奈美
中島 泰明
東恩納 盛
高良 利美
丸田 健太郎
玉城 今
伊藤 渉
松本 育美
後藤 将行
眞瀬 友実
五十嵐 舞

株式会社日本旅行
株式会社近畿日本ツーリスト中部
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
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
沖縄ツーリスト株式会社
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
株式会社ワールド航空サービス
株式会社遠鉄トラベル
株式会社遠鉄トラベル
株式会社小田急トラベル

張 素榮
田中 豪

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

立花
安芸
藤原
朝日
須崎
長澤

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
株式会社トラベルギャラリー
株式会社ＪＴＢ東北

第4回

2017月2月試験

52名

個人コード
J10000001000018
J10000002000336
J10000002000375

亜希
公枝
英祐
亮
佳那子
郁子

阪井 梨惠
高田 香子
高須賀 陽一
伊奈 典子

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
株式会社ウェブトラベル

内田 千咲
久保田 麻衣子
藤木 ちぐさ

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ

酒井

勇輔

株式会社ＪＴＢ中部

大坪
古賀
柳橋
福原
浅田

千草
由起子
萌
彩代
道男

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
株式会社欧州エキスプレス
日旅サービス株式会社

青木
角村
荻島

氏 名
志郎
茂樹
厚司

会社名
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
株式会社日本旅行
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アジアⅠ 387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。

J10000038000166
J10000038000327
J10000038000340
J10000055000029
J10000055000089
J10000055000120
J10000055000164
J10000064000508
J10000155000001
J10000201000200
J10000201000323
J10000201000344
J10000201000345
J10000240000027
J10000365000018
J10000365000028
J10000463000002
J10000555000001
J10000579000004
J10000939000293
J10000955000014
J10000957000013
J10000957000044
J10000957000070
J10000957000084
J10000978000070
J10001267000044
J10001578000163
J10001578000176
J10001691000037
J10001759000142
J10001759000816
J10001759001070
J10001759001342
J10001759001489
J10001759001512
J10001762000084
J10001762000341
J10001767000035
J10001768000185
J10001770000175
J10001775000146
J10001867000028
J10001867000136
J10001867000145
J10001867000147
J10001944000123
J10001964000001
P00000000000230

中村
倉島
甲田
服部

第5回

2017月9月試験

62名

紀生
賢人
涼太郎
昭良

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
名鉄観光サービス株式会社

須永 祥子
塙 昌也
山本 達涼
柴﨑 範朗

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
株式会社ワールド航空サービス

岩井
大林

光伽恵
由理佳

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

坂本
唐島
大内
前田

麻衣
利加子
亜由美
辰樹

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
株式会社中央ツーリスト

稲山

弘昌

株式会社農協観光

原田

絵梨香

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

矢野
奥田

幸子
結菜

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

前新

裕史

郵船トラベル株式会社

川端
森下
梶田
大本

祥子
典子
翔子
沙織

株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ首都圏

矢崎

礼子

株式会社ＪＴＢ首都圏

中島
川出
秋庭

明
文子
孝之

株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ

山田
古野
鳥海
濵崎
吉村

知子
舞
彩香
哲也
浩気

株式会社ＪＴＢ九州
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

猿渡
七尾
小林

千夏
尋尚
理絵

株式会社近畿日本ツーリスト九州
楽天株式会社
株式会社近畿日本ツーリスト関西

［4/8］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年12月現在）
アジアⅠ 387名
一般社団法人日本旅行業協会
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個人コード
D00000011000030
D00000011000043
D00000011000058
D00000011000103
J10000038000347
J10000038000352
J10000055000200
J10000055000231
J10000055000235
J10000055000236
J10000064000284
J10000064000642
J10000091000014
J10000155000150
J10000155000151
J10000201000332
J10000365000008
J10000365000046
J10000411000008
J10000411000009
J10000416000002
J10000416000006
J10000463000018
J10000463000019
J10000957000010
J10000957000030
J10000978000004
J10000978000095
J10000978000136
J10000978000152
J10000978000171
J10000978000206
J10001135000010
J10001573000064
J10001573000221
J10001573000275
J10001691000006
J10001691000124
J10001757000030
J10001759000012
J10001759000550
J10001759000576
J10001759001029
J10001759001081
J10001759001272
J10001759001413
J10001759001459
J10001759001490
J10001759001540
J10001759001588
J10001762000345

本田
黒田

氏 名
郁子
武史

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

吉田
月花
島田

恵
路雄
佐和子

以倉 泰知
烏 尼尓
辛嶋 晶子
加藤 武

株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート
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
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北海道

竹下 孝宏
佐渡山 勲
又吉 直喜

株式会社読売旅行
沖縄ツーリスト株式会社
沖縄ツーリスト株式会社

吉岡

株式会社小田急トラベル

浅沼 知里

諸見里

航
一壽

株式会社国際旅行社

森田 千枝美
普天間 五月
田村 遼

株式会社リウボウ旅行サービス
株式会社リウボウ旅行サービス
日新航空サービス株式会社

望月 杏子
三谷 侑貴
後藤田 恭子

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北海道

先﨑 智巳
大西 里依子
大河原 崇
鳴海 真希

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

鈴木 嘉奈
佐野 晶子
内田 まゆみ
百合野 明子
杉本 美和
宇佐見 こずえ
安田 はるみ

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
株式会社ウェブトラベル
株式会社ＪＴＢ首都圏

古宮
赤間
高松
齋藤
阿部
奥本
村田
亀井
高橋
堀江

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
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

智
健人
幸恵
亜紀子
百合子
早紀
藍
絵美
幸代
真代
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J10001762000350
J10001762000351
J10001768000123
J10001768000211
J10001769000242
J10001770000008
J10001770000165
J10001775000108
J10001847000424
J32702414000001
P00000000000123

飯田
伊藤

彩
健一郎

株式会社ＪＴＢ中部
株式会社ＪＴＢ中部

今村

真奈

株式会社ＪＴＢ西日本

佐藤
関谷
飛弾
長屋
戸田
古林

梓
剛
摂子
修平
安彦
千佳

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
株式会社アカデミートラベル
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6回

2018月2月試験

76名

個人コード
D00000011000010
D00000011000083
D00000011000106
D00000011000107
J10000020000028
J10000020000110
J10000055000166
J10000055000179
J10000055000234
J10000055000241
J10000055000256
J10000055000261
J10000724000496
J10000724000877
J10000724000906
J10000724000985
J10000724001289
J10000724001349
J10000724001371
J10000724001378
J10000724001386
J10000724001434
J10000724001520
J10000724001525
J10000724001535
J10000957000095
J10000957000113
J10001006000339
J10001573000198
J10001573000203
J10001573000246
J10001578000133
J10001578000152
J10001578000183
J10001578000194
J10001578000211
J10001578000216

氏 名
高畑 信仁
恩田 真衣
小泉 広隆
牧瀬 ゆかり
林 富士雄

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
株式会社近畿日本ツーリスト関西

熊井
飯田

名鉄観光サービス株式会社
名鉄観光サービス株式会社

真彩
隆

中本 万里江
関 愛

名鉄観光サービス株式会社
株式会社エイチ・アイ・エス

植竹

真智子

株式会社エイチ・アイ・エス

桑野 沙綾佳
宋 園
田中 陽子
張 馨心

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

濱場 雅瑛
山本 明莉
余 莉
劉 エイ

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

安藤

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

出久根

真吾

美喜江

株式会社ＪＴＢ関東

［6/8］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年12月現在）
アジアⅠ 387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。

J10001578000217
J10001656000502
J10001759000160
J10001759000207
J10001759000968
J10001759001129
J10001759001290
J10001759001370
J10001759001371
J10001759001372
J10001759001465
J10001759001576
J10001759001579
J10001759001630
J10001759001641
J10001759001651
J10001759001660
J10001759001664
J10001759001665
J10001762000071
J10001762000359
J10001768000120
J10001768000210
J10001769000225
J10001775000151
J10001775000174
J10001867000133
J10001867000148
J10001867000156
J10001867000165
J10001944000157
J10001944000167
J10001944000168
J10001944000195
J10001944000223
J31303716000005
J31305555000003
J41311089000003
P00000000000030
第7回

59名

個人コード
D00000011000023
D00000011000037
J10000002000318
J10000002000389
J10000038000422
J10000041000078
J10000041000079
J10000041000080
J10000055000162

山内
川田
内野
佐藤

将護
啓子
浩文
友香

ＡＮＡセールス株式会社
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首都圏

新井 裕加
吉永 麻実
小山 沙織
佐々木 舞

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

堀切
佐藤
神原
武井
針貝
森田

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

優子
美佳子
絵里子
未来
純子
菜々美

劉 泱
村山 弘之

株式会社ＪＴＢ首都圏
株式会社ＪＴＢ中部

田町 優子
中西 美知子
中川 由紀
山田 奈緒
鳥居 裕太
杉谷 絵梨花
岡田 百合
古川 浩子
川尻 陽太
笹木 茉莉
佐々木 恵
根本 清光
渡部 有里香
谷村 きよみ
渡邉 由香里
鈴木 由紀子
桑原 由美

株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢ関西
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
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東北
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東北
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東北
株式会社トラベルプラザインターナショナル
ベルトラ株式会社
株式会社ＪＴＢ関東
株式会社ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート

2018月9月試験
氏 名
谷口 正晃
長橋 裕子
長濵 貴史
藤井 翼
棚町 健
椎野 裕之
鹿野 耕司
後藤 舞
喜多野 裕介

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
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
株式会社エヌオーイー
名鉄観光サービス株式会社

［7/8］

エリア・スペシャリスト認定者 （2018年12月現在）
アジアⅠ 387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。

J10000055000273
J10000064000181
J10000064000774
J10000064000841
J10000064000861
J10000064000938
J10000064000940
J10000064000941
J10000064000942
J10000064000943
J10000064000944
J10000064000945
J10000064000946
J10000064000947
J10000064000948
J10000064000949
J10000064000950
J10000064000951
J10000064000953
J10000064001087
J10000064001088
J10000064001207
J10000240000042
J10000365000061
J10000724001163
J10000724001562
J10000724001564
J10000724001565
J10000724001566
J10000724001567
J10000724001569
J10000957000122
J10001006000450
J10001267000043
J10001573000092
J10001578000208
J10001656000485
J10001691000051
J10001691000087
J10001691000088
J10001691000100
J10001691000113
J10001691000114
J10001691000116
J10001691000134
J10001759001166
J10001759001313
J10001759001585
J10001847000507
J10001867000141

湯浅

未音里

名鉄観光サービス株式会社

加納
柴田
大山
長崎
村上
木下
植竹
守安
峰岸

美鈴
麻美
菜月
美穂
由里子
翠
恵美子
遥香
幸雄

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

石澤

園美

株式会社ＪＴＢ

牧

葉子

株式会社ＪＴＢ

酒井

悠里

株式会社ＪＴＢ

野口

信太郎

株式会社ＪＴＢ

村瀬

貴久

株式会社ＪＴＢ

栄 克明
長野 彩

株式会社遠鉄トラベル
株式会社小田急トラベル

小崎

香里

株式会社エイチ・アイ・エス

安村

美咲

株式会社エイチ・アイ・エス

小渕 理恵
佐藤 聡子
中島 陽子
柴床 恵美
永久保 靖江
髙野 優子

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

五位塚

株式会社ＪＴＢ

海野
高橋
松山
坂田
岩瀬
森田
松尾

怜美

誠
由美子
絵里子
千絵
美由貴
健介
久美子

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

［8/8］

