
406名
47名

ハミルトン島スペシャリストは３段階

プレミアム

セミナー受講後、認定試験を合格しハミルトン島に訪問された方

アドバンス

セミナー受講後、認定試験を合格した方

スペシャリスト

しっかりとセミナーを受講した方

＊エリア＆お名前順

エリア お名前 会社名 所属箇所 上級認定者

北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

北海道 安倍　伸一 ＪＡＴＡ 北海道支部 アドバンス認定

北海道 阿部　智美 株式会社JTB 屯田イト－ヨ－カド－店

北海道 青山　さやか (株)ＪＴＢ 個人事業本部MD推進室

北海道 荒井　洋介 株式会社JTB 法人営業札幌支店

北海道 有田 ＨＩＳ北海道営業グループ 団体

北海道 伴野　未耶妃 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 札幌営業所

北海道 武隈 ＨＩＳ北海道営業グループ コールセンター

北海道 千田　朋香 株式会社エイチ・アイ・エス イオン札幌琴似店 アドバンス認定

北海道 遠藤　美紀 株式会社JTB イオンモール札幌平岡店 アドバンス認定

北海道 藤本　絵梨果 株式会社JTB 手配管理部

北海道 吹上　彩 日本旅行北海道 旅行事業部

北海道 福地　結花 アイエシイトラベル 予約課

北海道 福田　七彩 北海道旅客鉄道株式会社 ツインクルプラザ札幌南口支店

北海道 伏見　愛子 北海道旅客鉄道株式会社 ツインクルプラザ札幌南口支店

北海道 郷久保　知恵 株式会社JTB 手配管理部

北海道 後藤 ＨＩＳ北海道営業グループ アバンティ＆オアシス

北海道 後藤　一輝 株式会社　エス・ティー・ワールド 札幌大通店

北海道 後藤　弘一 China Airlines 札幌支店　旅客営業部

北海道 萩原　敏弘 東武トップツアーズ（株） 北海道海外旅行センター アドバンス認定

北海道 原 ＨＩＳ北海道営業グループ 管理開発

北海道 橋本　竜平 (株) りんゆう観光 旅行事業部

北海道 橋本　勇二 株式会社JTB 店頭販売

北海道 畠　奈採 近畿日本ツーリスト北海道（株） エージェントセンター

北海道 廣部　愛理 株式会社エイチ・アイ・エス 札幌ル・トロワ営業所 アドバンス認定

北海道 本多　礼央菜 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 札幌営業所

北海道 市川　恵美 (株) エイチ・アイ・エス サッポロファクトリー営業所

北海道 池田　華鈴 株式会社ＪＴＢ 北海道事業部 アドバンス認定

北海道 池上　美樹 近畿日本ツーリスト北海道 札幌支店

北海道 飯酒盃　知佳 わくわくホリデー 店頭販売

北海道 石田　優風 株式会社JTB 北海道事業部

北海道 石井　佑児 (株) 農協観光 北海道統括事業部

北海道 磯部　治久 ㈱近畿日本ツーリスト北海道 本社

北海道 岩橋　奈緒子 株式会社　阪急交通社 札幌支店

北海道 香川　こずえ 株式会社JTB 札幌支店

北海道 神戸　希理子 株式会社JTB 法人営業札幌支店

北海道 加藤　学 株式会社　阪急交通社 札幌支店

北海道 加藤　武 株式会社JTB 札幌支店

北海道 加藤　優梨亜 (株)ＪＴＢ イオン帯広店

北海道 川原　祥吾 HBCビジョンHBCトラベル

北海道 川村　千穂 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 札幌営業所

北海道 川崎 ＨＩＳ北海道営業グループ サッポロファクトリー

北海道 風田　実咲 日本旅行北海道 札幌支店

北海道 木立　由季 (株) エイチ・アイ・エス 北海道メディアセンター

北海道 菊池　司 株式会社JTB 法人営業部

北海道 木村 ＨＩＳ北海道営業グループ アバンティ＆オアシス

北海道 北山　修一 株式会社エイチ・アイ・エス 北海道営業グループ　商品造成チーム

北海道 木内 ＨＩＳ北海道営業グループ 団体

北海道 小島　絵美 (株) エイチ・アイ・エス さっぽろ駅前営業所

北海道 小松　季咲 (株) エイチ・アイ・エス 札幌本店 アドバンス認定

北海道 小松　瑠美子 株式会社JTB 室蘭店 プレミアム・スペシャリスト

北海道 小松　咲奈 IACEトラベル 札幌支店

北海道 小路　珠代 株式会社JTB 東日本販売本部北海道販売部

北海道 小刀禰　義浩 東武トップツアーズ株式会社 北海道海外旅行センター

北海道 熊谷　香里 東武トップツアーズ 札幌支店

北海道 倉内　沙紀 株式会社JTB ウエディングプラザ札幌本店

北海道 栗山　千鶴 ㈱わくわくホリデー サンピアザ店　店頭販売

北海道 前田　あゆみ ワタベウェディング株式会社 札幌店 アドバンス認定

北海道 真島　智 ワールド航空サービス 札幌営業所

北海道 牧野　日香里 (株) エイチ・アイ・エス 北海道メディアセンター

北海道 松下　詩歩 株式会社JTB 北海道事業部

ハミルトン島スペシャリスト認定者一覧 （２７３４名）
アドバンス認定

プレミアム・スペシャリスト



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

北海道 間山 ＨＩＳ北海道営業グループ アバンティ＆オアシス

北海道 水戸　佳奈子 (株) エイチ・アイ・エス イオンモール札幌平岡営業所 アドバンス認定

北海道 三橋　萌 (株) エイチ・アイ・エス 北海道法人団体

北海道 三浦　夕佳 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 札幌営業所

北海道 三和　里実 日本旅行北海道 旅プラザ時計台店

北海道 宮下　智恵 株式会社エイチ・アイ・エス イオン札幌琴似営業所

北海道 百井　範政 シニア旅行カウンセラーズ 紀南オフィス

北海道 百井　由美子 シニア旅行カウンセラーズ 紀南オフィス

北海道 森本　恵美 ㈱スリーエス 本社

北海道 三島　麻実 株式会社JTB 札幌支店

北海道 村上 ＨＩＳ北海道営業グループ コールセンター

北海道 村山　祥子 株式会社JTB 北海道事業部

北海道 室田　靖子 株式会社JTB 手配管理部

北海道 長尾　千恵子 (株) コープトラベル にしの店

北海道 名倉　公平 (株) エイチ・アイ・エス 北海道法人団体営業所

北海道 中川　遥 株式会社JTB 法人営業部

北海道 中條　鈴奈 株式会社JTB 北海道事業部

北海道 中西　えり 株式会社JTB ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞ札幌アリオ店

北海道 中田　朋江 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 札幌営業所

北海道 鳴海　真希 株式会社JTB 札幌支店

北海道 根井　麻記子 株式会社エイチ・アイ・エス さっぽろ駅前支店 アドバンス認定

北海道 西口　彩子 株式会社JTB 室蘭店　店頭販売

北海道 西島　すみれ (株) エイチ・アイ・エス サッポロファクトリー

北海道 西谷　謙吾 株式会社JTB 北海道事業部

北海道 額賀　秀雄 株式会社JTB 東北・北海道

北海道 落合　健太 (株) エイチ・アイ・エス 札幌本店

北海道 小笠原　優 ワールドブライダル 札幌支店

北海道 大野　和明 日本旅行北海道 帯広支店

北海道 及川　舞 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 札幌営業所

北海道 岡部　智厳 名鉄観光サービス北海道営業本部 商品企画販売課

北海道 岡嶋　あゆみ 株式会社　阪急交通社 札幌支店

北海道 奥井 ＨＩＳ北海道営業グループ サッポロファクトリー

北海道 大西 ＨＩＳ北海道営業グループ 団体

北海道 大西　京子 近畿日本ツーリスト北海道（株） 北海道海外仕入れ商品企画センター

北海道 大西　瑞希 ワールドブライダル 札幌支店

北海道 大西　里依子 株式会社JTB 札幌支店

北海道 長内　陶子 近畿日本ツーリスト北海道（株） 札幌支店

北海道 大塚 ＨＩＳ北海道営業グループ アバンティ＆オアシス

北海道 相良　尚美 ㈱エスティーワールド 札幌大通店

北海道 坂上　舞香 株式会社JTB 北海道旅の予約センター

北海道 佐々木　隼平 株式会社　エス・ティー・ワールド 札幌大通店

北海道 佐藤　楓 (株) エイチ・アイ・エス イオン札幌琴似営業所

北海道 佐藤　麻衣子 株式会社JTB 札幌法人事業部

北海道 佐藤　みなみ （株）日本旅行北海道 旅プラザ時計台店

北海道 佐藤　友里香 ㈱世界紀行 本社

北海道 渋田　美由樹 株式会社JTB 本社営業部

北海道 下田　梨紗 東武トップツアーズ 北海道海外旅行センター

北海道 下益田　和花 株式会社JTB 札幌支店　店頭販売

北海道 篠原　利江 株式会社JTB 店頭販売

北海道 白崎　雄己 京王観光(株)札幌支店 営業

北海道 宍戸　香予 株式会社JTB イオン　千歳店

北海道 須田　麻里子 ＪＲ北海道　 ツインクルプラザ札幌南口支店

北海道 杉澤　聡美 株式会社IACEトラベル 札幌支店 アドバンス認定

北海道 鈴木　保乃佳 (株) エイチ・アイ・エス 北海道メディアセンター

北海道 鈴木　敏史 株式会社ユナイテッドツアーズ 札幌支店

北海道 鷹田　真紗子 株式会社JTB さっぽろ大通店

北海道 髙橋　元 株式会社エイチ・アイ・エス サッポロファクトリー営業所

北海道 高橋　広美 株式会社　三越伊勢丹旅行 　札幌トラベルサロン アドバンス認定

北海道 高橋　信子 株式会社JTB イオン札幌藻岩店

北海道 高橋　都百美 株式会社JTB 札幌アリオ店

北海道 武　祐佳 (株) エイチ・アイ・エス 北海道法人団体

北海道 武田　彩加 株式会社エイチ・アイ・エス さっぽろ駅前営業所

北海道 武隈　典子 株式会社エイチ・アイ・エス 新さっぽろDUO営業所

北海道 滝本　佳奈 株式会社 エイチ・アイ・エス 北海道メディアセンター

北海道 谷　瑞穂 ㈱スリーエス 旅サロン

北海道 冨田　望 ㈱近畿日本ツーリスト北海道 札幌支店

北海道 友杉 ＨＩＳ北海道営業グループ 管理開発

北海道 戸城　惟名 (株) コープトラベル ソシア アドバンス認定

北海道 鶴羽　一仁 日本旅行北海道 メディア販売センター

北海道 臼井　直美 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 札幌営業所

北海道 若月　泰久 株式会社JTB 北海道販売部

北海道 山田　大二 株式会社エイチ・アイ・エス 北海道営業グループ　商品造成チーム

北海道 山田　敬子 株式会社JTB 手配課

北海道 柳 ＨＩＳ北海道営業グループ 札幌本店

北海道 安原　実来 東武トップツアーズ 札幌

北海道 横内　香織 株式会社JTB 個人事業本部　ＭＤ推進室

東北 赤塚　かよ子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 仙台営業所

東北 雨田　吉浩 H.I.S.東北新潟北海道事業部　東北新潟営業グループ 企画・広告

東北 坂内　裕之 H.I.S.東北新潟北海道事業部　東北新潟営業グループ 仕入れ・企画

東北 千葉　友紀子 株式会社エイチ・アイ・エス 仙台本店

東北 遠藤　知美 株式会社JTB 仙台泉アリオ店

東北 降矢　香 株式会社JTB 法人営業仙台支店

東北 服部　麻梨 近畿日本ツーリスト東北（株） 仙台団体旅行支店

東北 出原　卓朗 農協観光 東北統括事業部

東北 石塚　隆行 (株)近畿日本ツーリスト東北 仙台営業所　店頭販売

東北 伊藤　森江 ㈱エイチ.アイ.エス 東北団体

東北 門脇　梓 (株)近畿日本ツーリスト東北 仙台営業所

東北 上林　弘昌 庄交コーポレーション
庄交トラベル本社事業部 商品開発部



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

東北 菅野　ゆかり (株)近畿日本ツーリスト東北 仙台営業所

東北 片桐　正弘 東武トップツアーズ株式会社 仙台支店

東北 小林　優香 株式会社JTB 仙台支店

東北 真久　英明 東武トップツアーズ株式会社 東北海外旅行センター

東北 武藤　彩 株式会社エイチ・アイ・エス　 ザ・モール仙台長町営業所

東北 中野　綾 ㈱エイチ.アイ.エス アバンティ＆オアシス仙台

東北 奈良岡　瑠美 株式会社JTB 弘前イトーヨーカドー店 プレミアム・スペシャリスト

東北 太田　有香 株式会社JTB 仙台泉アリオ店

東北 大槻　賢広 ㈱農協観光 東北統括事業部

東北 斎藤　史子 株式会社JTB 店頭販売

東北 齊藤　正智子 株式会社JTB 店頭販売

東北 佐々木　優子 株式会社JTB 店長

東北 佐藤　義春 日本旅行業協会 東北支部

東北 新貝　友花 近畿日本ツーリスト東北（株） 福島支店

東北 白銀　遥佳 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 仙台営業所

東北 鈴木　智恵 グリーントラベル JTB旅行サロン福島

東北 高橋　直人 ㈱ツアー・ウェーブ 仙台営業所

東北 高橋　辰也 株式会社ツアー・ウエーブ 営業

東北 蛸井　桜 庄交コーポレーション
庄交トラベル本社事業部 商品開発部

東北 渡辺　仁美 JATA日本旅行業協会 東北支部

東北 渡辺　真生 近畿日本ツーリスト東北（株） 仙台団体旅行支店

東北 八木澤　沙稀 旅工房 仙台支店

東北 吉田　裕一 ワールドトラベル　オペレーションセンター 仙台支店

関東 阿部　力 東武トップッアーズ株式会社 中央海外旅行センター アドバンス認定

関東 阿部　はる香 株式会社JTB ウエディングプラザ新宿本店 アドバンス認定

関東 阿部　ひとみ TBWA HAKUHODO 第二アカウントG手銭T

関東 アベ　ヒトシ 東日観光株式会社 本社

関東 阿部　仁 東日観光株式会社 本社

関東 阿部　まりあ 日本旅行 浦和コルソ支店 アドバンス認定（満点合格）

関東 阿部　雅典 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿営業所

関東 阿部　理加 株式会社エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 阿部　由紀子 ブリヂストンビジネスサービス(株) 本社

関東 畔蒜　恵美 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 安達　絵里子 近畿日本ツーリスト(株) 横浜教育旅行支店

関東 足立　育子 株式会社ミキ・ツーリスト FIT営業部

関東 安達　奈緒子 (株) 日本旅行ＯＭＣトラベル 西台支店

関東 相上　学 (株)エスティーエートラベル 本社

関東 相川　真由美 ライター/編集者 ライター/編集者

関東 愛甲　大祐 株式会社JTB 東京エリア プレミアム・スペシャリスト

関東 相島　沙紀 株式会社エイチ・アイ・エス　 お茶の水

関東 相澤　祥太 (株) エイチ・アイ・エス 横浜本店

関東 會津　果梨  ㈱エイチ・アイ・エス 多摩センター営業所

関東 赤熊　千穂 株式会社アップルワールド 商品管理部・商品開発グループ

関東 赤井　舞子 トラベルネット 飯能店 プレミアム・スペシャリスト

関東 赤松　奈々 株式会社エイチ・アイ・エス Vacation事業部

関東 明石　みずき 株式会社エイチ・アイ・エス オセアニア企画チーム

関東 三邊　晶子 オセアニア メディア クリエーションズ 東京

関東 山本　陽子 ベルトラ株式会社 本社

関東 秋元美波 株式会社エスティーワールド 横浜西口支店

関東 秋田　英子 (株) ＪＭＣ 海外情報部

関東 秋山　知香 株式会社シイ.エイ.エヌ 新宿御苑前

関東 秋山　澄子 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏海外企画センター

関東 芥川　明子 株式会社JTB ララガーデン春日部店 アドバンス認定

関東 庵下　佳子 AMERICAN EXPRESS JAPAN TOKYO アドバンス認定

関東 青木　晶子 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 青木　飛香 株式会社　エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス企画

関東 青木　順子 株式会社JTB ＪＴＢパブリッシング

関東 青木　忍 株式会社JTB JTB海外自由旅行電話販売センター

関東 青木　佑香里 近畿日本ツーリスト(株) 横浜支店

関東 青栁　沙希 株式会社JTB ららぽーと横浜店 アドバンス認定

関東 荒井　春菜 株式会社JTB 上大岡駅前店

関東 新井　美香 株式会社JTB  自由が丘店

関東 荒井　美鈴 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 吉祥寺営業所

関東 新井　直紀 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部

関東 新井　智賀 株式会社クオニイジャパン 東京 アドバンス認定

関東 新井　優美 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 新井　悠美 トラベルスタンダードジャパン株式会社 東池袋

関東 荒川　好美 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

関東 有木　由香 NOE 仕入企画部

関東 有吉　寿樹 アミューズトラベル 　営業

関東 浅原　江美 株式会社ウェブトラベル トラべルコンシェルジュ

関東 浅古　裕希美 ワタベウェディング 東京GP

関東 朝倉　順子 近畿日本ツーリスト 上大岡営業所

関東 朝倉　紀子 (株) JR東海ツアーズ 東京支店

関東 朝倉　隆典 ㈱H.I.S. 関東法人旅行事業部 企画手配 アドバンス認定

関東 朝野　義正 サザン トラベルネット リミテッド 東京支社

関東 浅沼　元気 株式会社JTB 提携販売事業部

関東 浅沼　美喜 株式会社トラベルプラザインターナショナル 東京本社 アドバンス認定

関東 浅利　桃子 株式会社　旅工房 池袋本社

関東 朝妻　拓海 株式会社ミキ・ツーリスト 新宿営業所

関東 芦村　知秀 株式会社パーパスジャパン 原宿本社

関東 麻生　勇 株式会社クオニイジャパン 本社

関東 阿藤　光平 株式会社旅工房 東京本社

関東 東　恵 株式会社JTB 練馬駅前店

関東 白石　あづさ フリーライター フリーライター

関東 馬場　謙太郎 近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏海外企画センター アドバンス認定

関東 伴　晋 UTI JAPAN 東京本社 アドバンス認定

関東 比須田　勇治 株式会社JTB グループ旅行センター



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 張　仁淑 株式会社JTB 本社　営業チーム アドバンス認定

関東 千葉　慎子 株式会社JTB 東日本販売本部　豪亜中国部　

関東 千葉　宙山 (株) ジャルパック アメリカ・オセアニアグループ

関東 千田　真悠子 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 千原　桃衣 株式会社JTB 新宿エリア 

関東 近岡　美希 株式会社　エイチ・アイ・エス 藤沢営業所

関東 長　紅奈見 (株) エイチ・アイ・エス WEBコールセンターロング

関東 秋　京真 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本店

関東 仲納林　亜希 JALナビア株式会社 東京センター

関東 大本　沙織 株式会社JTB 豪亜部　営業第1チーム

関東 田頭　峻 VELTRA株式会社 東京オフィス

関東 土井　綾 株式会社JTB 海外仕入商品事業部 アドバンス認定

関東 海老名　麻由 株式会社JTB 提携販売事業部 アドバンス認定

関東 江口　力 (株) 郵船クルーズ 運航部 ツアーチーム

関東 江原　正恵 オーストラリア政府観光局 東京事務所

関東 遠藤　隆史 株式会社ウェブトラベル コンシェルジュ アドバンス認定

関東 榎本　勝 広報戦略研究所「媒体は旅行讀賣、旅行新聞等」 広報戦略研究所

関東 野口　恵莉菜 ティースタイル株式会社 本社

関東 江刺家　智英 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

関東 江澤　千秋 株式会社アクアラグーン

関東 ファーンルンド　ソフィー株式会社エスティーエートラベル 池袋本社

関東 冨士　友里絵 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ&オアシス横浜本店

関東 藤井　尚子 ジェットスターグループ

関東 藤井　孝文 （株）ワタベウェディング 銀座サロン

関東 藤井　敏子 株式会社　読売旅行 海外旅行部

関東 藤川　直子 株式会社クオニイ・ジャパン 東京オフィス

関東 藤川　友美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) サントムーン柿田川

関東 藤村　啓 ㈱エスティーエートラベル マーケティング

関東 藤野　茂樹 Nipponlink Inc 旅行・商品開発

関東 藤原　由季 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス銀座

関東 藤田　大和 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス　横浜本店

関東 藤原　明日香 株式会社エイチ・アイ・エス 吉祥寺本店 アドバンス認定

関東 福田　直子 VELTRA Corporation 東京オフィス アドバンス認定

関東 福田　隆明 （株）旅人舎 企画

関東 福田　祐樹 旅工房 南太平洋オセアニアセクション

関東 福島　彩水 ㈱エイチ・アイ・エス 立川本店

関東 福島　啓志 株式会社ＪＣＢトラベル 会員サービス部

関東 福島　一恵 株式会社エイチ・アイ・エス 飯田橋 アドバンス認定

関東 福田　厚美 阪急交通社 東京本社　青葉台

関東 船山　佑太 G2トラベルジャパン㈱ 東京オフィス

関東 舟山　豊 (株) ジャルパック

関東 降旗　陽一 (株) アーク・スリー・インターナショナル 代理店販売

関東 古林　麻衣 株式会社JTB ららぽーと湘南平塚店

関東 古川　敦美 株式会社JTB TG有楽町

関東 古川　美晴 株式会社JTB ＪＴＢパブリッシング

関東 古澤　英里子 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 古谷　美佳 エスティーワールド 東京サロン

関東 古谷　和之 株式会社トラベルファクトリージャパン 本社 アドバンス認定

関東 布川　浩之 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部

関東 伏見　早紀 株式会社JTB 北千住店 アドバンス認定

関東 太　光昭 （株）トランスオービット 東京本社

関東 不破　智子 (株) エス・ティー・ワールド キラリトギンザ店

関東 後藤　宏志 イオンコンパス株式会社 本社 アドバンス認定

関東 グレイ　アレックス エスティ―エ―トラベル 販売促進部

関東 袴田　和美 (株) カナディアンネットワーク アズールネットワーク

関東 浜田　優子 AIC　JAPAN

関東 濱本　愛 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 団体旅行本部 東京オペレーション

関東 濱本　絵里 株式会社エイチ・アイ・エス　 関東業務事業部 アドバンス認定

関東 濱中　まゆみ 株式会社エスティーワールド 渋谷駅前店

関東 濱手　望 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 望月　英恵 株式会社 ジェイアール東海ツアーズ 静岡支店 アドバンス認定

関東 佐藤　英絵 ジェイエッチシー株式会社

関東 花咲　晶乃 三喜トラベルサービス株式会社 営業部

関東 半田　知代 株式会社JTB 地上手配

関東 原　 株式会社JTB 霞ヶ関第六事業部

関東 原 大輔 株式会社トランスオービット 東京本社

関東 原　大輔 (株) トランスオービット 東京本社

関東 原　龍也 株式会社小田急トラベル 新宿販売センター

関東 原　陽子 株式会社エイチ・アイ・エス　 銀座本店

関東 原田　由美 (株) 近畿日本ツーリスト 東日本エージェントセンター

関東 原田　萌 株式会社JTB ラゾーナ川崎店 アドバンス認定

関東 春田　浩 ANAセールス株式会社 東京本店　第一法人販売部 アドバンス認定

関東 長谷川　明音 旅工房 池袋本社 アドバンス認定（満点合格）

関東 長谷川　綾子 株式会社JTB ブライダル事業部

関東 長谷川　宏貴 株式会社JTB 提携販売事業部

関東 長谷川　清美 リージェンシーグループ株式会社 店頭販売

関東 長谷川　幸志 代官山Ｔトラベル（代官山蔦屋書店）

関東 長谷川　奈菜 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 長谷川　幸世 株式会社JTB

関東 橋本　彩加 株式会社JTB 東日本販売本部オセアニア企画チーム プレミアム・スペシャリスト

関東 橋本　渚 (株) 日本旅行 東日本海外旅行統括部 アドバンス認定

関東 橋元　聖 エスティーワールド 渋谷駅前店

関東 橋本　勇一 (株) ジャルパック 本社

関東 幅田　夕穂 株式会社JTB 小岩フラワーロード店

関東 服部　真梨子 株式会社ユーツアーサービス

関東 早舩　智香子 株式会社JTB 海外自由旅行電話販売

関東 早川　哉子 オーバーシーズトラベル/エイビスレンタカー 第二営業部

関東 早川　真由 ベルトラ株式会社 東京



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 早川　未紘 株式会社エイチ・アイ・エス 表参道支店

関東 早川　優菜 株式会社トラベルマネジメントシステム 恵比寿サロン

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

関東 林　依里奈 株式会社JTB マーケットビジネス推進センター

関東 林　奈保子 株式会社JTB 戸塚店

関東 林　朋子 日本旅行 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 林　祐有 株式会社エイチ・アイ・エス　 川越クレアモール

関東 林田　香菜子 株式会社エイチ・アイ・エス 関東コールセンター アドバンス認定

関東 端谷　静 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 有楽町海外

関東 狭間　輝也 株式会社JTB 天王洲本社 アドバンス認定

関東 肥田　宜秋 M&C SAATCHI (TA agency) 東京

関東 比嘉　初美パメラ 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 東川　陽一 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 樋口　亮 株式会社エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 疋田　智義 トラベルプラザインターナショナル 門前仲町　東日本営業部

関東 日野　穂乃華 株式会社エイチ・アイ・エス イオンレイクタウン営業所 アドバンス認定

関東 平原　里栄 ワタベウエディング株式会社 ミラザ新宿店

関東 平子　光良 株式会社JTB 霞ヶ関企画仕入部

関東 平間　尚子 HIS下北沢営業所 店舗

関東 平岡　杏理 株式会社エイチ・アイ・エス 本社　VACATION事業部

関東 平岡　範子 (株) エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 平沢　麻琴 株式会社JTB 天王洲アイル本社

関東 平沢　祐介 株式会社旅工房 東京本社

関東 平塚　弥美 ANAセールス株式会社 海外旅行商品部

関東 平塚　幸子 京王観光株式会社 渋谷駅営業所

関東 広江　敏枝 (株) トラベルプラザインターナショナル 東日本営業本部

関東 廣瀬　亮子 （株）日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 廣重　紫 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス横浜本店

関東 廣田　浩二 ㈱エスティーエートラベル 池袋本社

関東 廣田　佳恵 株式会社エイチ・アイ・エス 関東ツアー事業部

関東 昼間　千賀子 株式会社エスティーエートラベル 池袋本社

関東 久田　千絵 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 本間　綾子 株式会社JTB 新宿第三事業部 アドバンス認定

関東 本多　尚子 (株) エス・ティー・ワールド ウエディング＆ハネムーンFC

関東 本永　紗弓 株式会社エイチ・アイ・エス　 浦和パルコ

関東 蓬莱　大輔 ティースタイル株式会社 広尾本社

関東 堀口　愛 株式会社JTB 錦糸町

関東 堀井　千夏 昭文社 制作本部

関東 堀川　北斗 エス・ティーワールド 新宿駅前店

関東 堀川　幸恵 Japan Australia Travel Service Pty Ltd (JATS) Tokyo office アドバンス認定

関東 堀内　初枝 株式会社エイチ・アイ・エス 団体企画課

関東 星井　孝之 (株) ＵＴＩジャパン 営業1課

関東 保科　二三夏 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 星野　明子 ㈱エイチ・アイ・エス 丸の内本店

関東 細田　智規 株式会社Geekout 渋谷営業所

関東 細井　愛子 STA TRAVEL 池袋

関東 堀田 稔 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 射場　知英子 ジャルパック オペレーショングループ

関東 伊比　紀子 株式会社　日本トラベランド 予約事務ｾﾝﾀｰ

関東 市川　瑞恵 日本旅行ＯＭＣトラベル 東鷲宮店

関東 市川　翔子 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 井出　優季 株式会社旅人舎 店頭販売

関東 出口　幸子 株式会社フルハウス オーストラリア政府観光局広報センター

関東 五十嵐　力弥 （株）ワールドブリッジ 東京

関東 五十嵐　建史 ㈱ウェブトラベル

関東 井口　亜美 株式会社旅工房 池袋本店

関東 飯田　千春 （株）ワタベウェディング 銀座サロン

関東 飯田　尚生 飯田屋カネボシツアーズ 本店 アドバンス認定

関東 飯島　一隆 株式会社JTB 海外仕入商品事業部 アドバンス認定

関東 飯島　美香 (株) クオニイジャパン 東日本営業本部

関東 飯島　鈴子 株式会社JTB 新百合ヶ丘イトーヨーカドー店 アドバンス認定

関東 碇山　陽子 株式会社JTB ららぽーと海老名店 アドバンス認定

関東 池田　理子 株式会社JTB 霞ヶ関企画仕入部

関東 池田　香織 日本旅行オーエムシートラベル 新浦安店

関東 池田　美音 トラベルマネジメントシステム 恵比寿 アドバンス認定

関東 池野　泰代 アジアパシフィックジャパン 東日本支店

関東 池内　典子 アジア実業開発　有限会社　 店頭販売・コンサルティング アドバンス認定

関東 池内　久孝 アジア事業開発部　有限会社　旅プラザ 本社 アドバンス認定

関東 池澤　奈穂子 クラブツーリズム株式会社 ロイヤル･グランステージ海外

関東 生沼　知里 株式会社JTB 首都圏リテールサポートセンター

関東 今井　寿訪子 株式会社JTB Web販売部

関東 今井　勇太 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 個人旅行本部

関東 因幡　優希 株式会社JTB 有楽町エリア

関東 稲田　夏来 mic21株式会社 旅行部

関東 稲井　美幸 株式会社JTB 上越アコーレ店 アドバンス認定

関東 井上　実季 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 井上　あずみ 日本旅行サービス株式会社 本社　営業推進本部

関東 井上　千恵美 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 井野　絵里香 株式会社JTB あびこショッピングプラザ店

関東 井上　淳史 クオニイジャパン 東日本営業本部 アドバンス認定

関東 井上　舞 阪急交通社 営業企画部 営業企画課 アドバンス認定

関東 井上　恵 株式会社エイチ・アイ・エス 関東ツアー事業部

関東 井上　莉子 株式会社エイチ・アイ・エス 飯田橋営業所

関東 井上　拓也 株式会社JTB トラベルゲート渋谷 アドバンス認定

関東 井上　雄一 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルコンシェルジュ支店

関東 井上　由香 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 平塚営業所

関東 石橋　亜希子 株式会社ＨＩＳ 新宿アバンティ＆オアシス

関東 石田　真弓 生涯教育新聞社 本社編集部



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 石毛　瑛梨 (株) エス・ティー・ワールド 新宿支店

関東 石幡　晴美 旅のいろえんぴつ ディレクター

関東 石幡　晴美 株式会社アイ・ビー・アイ メディア事業部

関東 石井　敦 株式会社エイチ・アイ・エス ハワイ・オセアニア・南太平洋・インド洋旅行事業グループ

関東 石井　彩 ワタベウェディング株式会社 事業本部　直営店サポート　

関東 石井　君佳 株式会社JTB 法人営業川崎支店

関東 石島　亮 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 石島　未菜 株式会社JTB 三軒茶屋店

関東 石川　恵理 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

関東 石川　眞那美 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス横浜本店

関東 石川　具稔　 東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部

関東 石野　萌芽 (株) エイチ・アイ・エス 第３事業支店

関東 石岡　美紅 株式会社欧州エキスプレス 東京本社

関東 石谷　拓実 (株) TAC 本店 アドバンス認定

関東 石渡　大介 インペリアル株式会社 ヨコビル旅行センター

関東 石渡　悦二 株式会社ジャルパック 本社

関東 石﨑　友理恵 （株）ミキ・ツーリスト 本社

関東 石澤　園美 株式会社JTB 海外仕入商品事業部 プレミアム・スペシャリスト

関東 石塚　千穂 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス銀座

関東 石塚　茂樹 株式会社エイチ・アイ・エス 本社仕入本部

関東 石塚　妙子 生涯教育新聞社 本社

関東 磯村　典照 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所

関東 磯西　俊佑 株式会社旅工房 東京本社

関東 板垣　明朗 郵船クルーズ株式会社 運航部　ツアーチーム

関東 板倉　一剛 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 伊藤　杏奈 (株) エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 伊藤　彩 ㈱トラベルファクトリージャパン 本社

関東 伊藤　大悟 ㈱エイチ・アイ・エス 団体セクション

関東 伊藤　瑛梨 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏第１海外企画センター

関東 伊藤　英之 株式会社JTB ロイヤルロード銀座

関東 伊藤　星 ベルトラ株式会社

関東 伊藤　久美 株式会社ウェブトラベル コンシェルジュ アドバンス認定

関東 伊藤　久美子 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿店

関東 伊藤　正彦 株式会社パーパスジャパン 東京本社

関東 伊藤　真優 (株) エス・ティー・ワールド 渋谷駅前店

関東 伊東　三穂 株式会社JTB 飯田橋店

関東 伊藤　桃子 株式会社エイチ・アイ・エス 関東ツアー事業部

関東 伊東　奈帆子 ㈱日本旅行 東日本海外旅行統括部

関東 伊藤　望 株式会社タビックスジャパン 生活クラブ旅行事業部

関東 伊藤　志乃 近畿日本ツーリスト(株) 営業統括本部海外団体サポート部

関東 伊藤　伸平 伊藤伸平事務所／地球の歩き方 伊藤伸平事務所

関東 伊藤　優衣 株式会社エイチ・アイ・エス 横浜団体営業所

関東 伊藤　優美 株式会社JTB トラベルゲート池袋

関東 岩橋　卓也 株式会社JTB JTBロイヤルロード銀座

関東 岩城　信也 (株) 楽天 東京本社 アドバンス認定

関東 岩本　紗里 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿団体

関東 岩本　紗里佳 TMS 恵比寿

関東 岩崎　未沙 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 岩崎　良太 オーストラリア政府観光局 日本オフィス

関東 岩崎　裕子 株式会社JTB 海外仕入商品事業部　アメリカ・オセアニア部　オセアニア企画課 アドバンス認定

関東 岩島　かやの （株）ミキ・ツーリスト 本社

関東 岩下　絵里香 株式会社エイチ・アイ・エス 関東法人団体専門店事業部

関東 岩田　英明 ハーツ・アジア・パシフィック セールス＆マーケティング

関東 神野　俊之 名鉄観光サービス 海外旅行部　東京海外企画仕入

関東 城埜　隆 株式会社トラベルプラザインターナショナル 本社

関東 鏑木　小百合 株式会社JTB ウエディングプラザ銀座本店

関東 門山　実紗 アメリカン・エキスプレス・ジャパン 海外旅行部

関東 加賀見　修 (株) クリル・プリヴェ 本社 アドバンス認定

関東 甲斐　愛 エイチ・アイ・エス 本社VACATION事業部

関東 梶村　朋子 ワタベウエディング株式会社 ミラザ新宿店

関東 梶原　あすか 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 東日本ＡＣ

関東 掛川　さとみ 日本旅行 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 掛井　祐杜 株式会社JTB 古淵イトーヨーカドー店

関東 柿澤　優二 株式会社エスシー・カードビジネス 本社営業所 アドバンス認定

関東 加来　達也 株式会社クロノス・インターナショナル 東京本社

関東 鎌田　智海 株式会社JTB 個人事業本部　MD推進室 アドバンス認定

関東 澤田　一彦 株式会社スパイス 東京 アドバンス認定

関東 鎌田　孝 エンジョイツアー 本店

関東 上林　保徳 株式会社JTB JTBクルーズ部

関東 神林　弥生 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 東日本ＡＣ

関東 亀井　大輔 クラブツーリズム アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 亀井　絵美 株式会社JTB マーケットビジネス推進センター

関東 亀﨑　美華 株式会社JTB 横須賀モアーズシティ店

関東 上村　智子 (株) 日本旅行 東京予約センター

関東 神谷　裕子 テクノレジャー株式会社 本社営業所

関東 神谷　吉紀 テクノレジャー株式会社 本社営業所

関東 三浦　可納子 (株) アップルワールド グローバルセールス

関東 金沢　則幸 紀鉄航空サービス㈱ 営業

関東 金澤　渉 株式会社エイチ・アイ・エス コールセンター

関東 神田　ほづみ ID Tours South Pacific 東京本社

関東 金子　明彦 公益財団法人日本交通公社 旅の図書館

関東 金子　英莉子 ワタベウェディング株式会社 新宿グランドプラザ

関東 菅野　珠美 株式会社JTB

関東 鹿納　和英 株式会社アイラス 本社

関東 嘉納　沙耶 株式会社JTB 湘南藤沢店

関東 片田　梢 株式会社　JALナビア 海外ツアー室 アドバンス認定

関東 唐沢　雅広 株式会社ワールドトラベルサービス

関東 柄澤　美幸 株式会社JTB ららぽーと海老名店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 軽井沢　綾子 株式会社ジェイアール東海ツアーズ

関東 笠原　康太 株式会社JTB 霞ヶ関第二事業部

関東 笠原　さゆり 株式会社JTB 商品本部　豪亜部　豪亜営業第一チーム

関東 笠原　聖子 株式会社クオリタ 新宿店

関東 笠原　雪乃 近畿日本ツーリスト 新宿サロン営業所

関東 片桐　啓介 ジャルパック 本社

関東 片野　一浩 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング & サポート

関東 片野　里奈 株式会社JTB 天王洲本社 アドバンス認定（満点合格）

関東 片山　邦夫 トラベルハーモニー

関東 片山　邦夫 一般社団法人日本旅行作家協会 本部

関東 加藤　瑛美 株式会社JTB 首都圏リテールサポートセンター

関東 加藤　真璃子 (株) 近畿日本ツーリスト 新宿プレミアム旅行サロン

関東 加藤　愛佳 ㈱エイチ・アイ・エス 横浜支店

関東 加藤　亜紀 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部 アドバンス認定

関東 加藤　あゆみ　 ㈱エスティーエートラベル

関東 加藤　千佳 株式会社JTB イオンレイクタウン

関東 加藤　浩亮 クラブツーリズム株式会社 ロイヤルグランステージ海外

関東 加藤　直幸 CHINTAIトラベルサービス

関東 加藤　典子 オーストラリア政府観光局 東京支局 プレミアム・スペシャリスト

関東 加藤　詩乃 クラブツーリズム（株） アメリカ･オセアニア

関東 加藤　晋太郎 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 桂　隆之 株式会社JTB ブライダル事業部 アドバンス認定

関東 川口　千津子 ワタベウェディング株式会社 東京グランドプラザ

関東 川口　未来 株式会社ユーツアーサービス

関東 川口　瑞季 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 藤沢営業所

関東 河原　玲 やまおとうみ

関東 川井　あゆみ 株式会社ユーラシア旅行社 本店 アドバンス認定

関東 河合　美奈子 ジャルパック 本社

関東 川古　好美 株式会社　エス･ティー･ワールド 渋谷駅前店　

関東 河倉　春乃 株式会社JTB 宮原ステラタウン店

関東 河村　広美 株式会社JTB 昭島イトーヨーカドー店 プレミアム・スペシャリスト

関東 川村　さゆき 株式会社JTB ららぽーと湘南平塚店

関東 川野　麻衣 ㈱バリアフリートラベルジャパン

関東 河野　吉光 株式会社ステイワールド

関東 川﨑　麻未 株式会社JTB 蕨錦町イトーヨーカドー店

関東 川﨑　恵美 株式会社JTB 湘南藤沢店

関東 川﨑　紗也加 株式会社JTB 日本橋店 アドバンス認定

関東 川手　久子 ANAセールス株式会社 旅行商品事業本部

関東 茅野　恭佑 株式会社エイチ・アイ・エス 視察旅行セクション

関東 家弓　ひかる 株式会社JTB 池袋パルコ店

関東 浅海　敬介 株式会社マッキャンエリクソンTA Agency TA Agency

関東 木戸　麻衣子 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス横浜みなとみらい

関東 木戸　まりえ （株）ワールドブリッジ なし

関東 城戸　佑衣香 JTA JAPAN 東京営業所 アドバンス認定

関東 木地本　健太郎 トラベルイノベーション㈱ 旅行事業部

関東 吉川　真知子 (有)アルファシーズン 企画営業

関東 菊池　香佳美 株式会社トラベルプラザインターナショナル なし アドバンス認定

関東 金　ボラム 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 木間　賀奈子 株式会社エイチ・アイ・エス 海外航空券スペシャリストデスク アドバンス認定

関東 君羅　由佳 (株) エス・ティー・ワールド スポーツFC

関東 木村　和誉 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 木村　杏奈 トラベルプラスワン

関東 木村　ちひろ 株式会社JTB 港北東急ショッピングセンター店

関東 木村　はづき 阪急交通社 渋谷支店

関東 木村　広人 株式会社旅工房 東京本社

関東 木村　和恵 株式会社エイチ・アイ・エス 関東ツアー事業部

関東 木村　美恵 株式会社JTB 航空仕入チーム

関東 木村　理恵 イーツアー株式会社 新宿 アドバンス認定

関東 木村　康夫 ツアープランナー・ケイ 本社

関東 木村　康夫 フジトラベル 本社

関東 木村　佳史 (株) パーパスジャパン 東京本社 アドバンス認定

関東 木下　美保 株式会社JTB ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞ浜北ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ店

関東 木下　喜文 （株）読売旅行 海外旅行部

関東 岸　譲 Emi Travel Paris 東京支店

関東 岸　裕美子 株式会社エイチ・アイ・エス 飯田橋営業所

関東 北田　絵理 株式会社エイチ・アイ・エス スポーツイベントセクション アドバンス認定

関東 北島　直樹 （株）日本旅行オーエムシートラベル 東日本販売部

関東 北見　敏行 株式会社ウェブトラベル 本社営業所

関東 北西　史典 株式会社エイチ・アイ・エス VACATION事業統括部 アドバンス認定

関東 北薗　桂子 株式会社JTB 能見台イトーヨーカドー店

関東 小林　厚子 株式会社JTB イオンレイクタウン アドバンス認定

関東 小林　彩子 エスティーエートラベル 池袋本社

関東 小林　彩乃 ㈱エイチ・アイ・エス けやきウォーク前橋

関東 小林　千晶 阪急交通社 東日本営業本部メディア営業3部

関東 小林　加奈 株式会社JTB JTB海外自由旅行電話販売センター

関東 小林　清英 新アジアトラベル 代表

関東 小林　真弓 株式会社JTB トラベルゲート渋谷

関東 小林　美有紀 株式会社ジャルパック

関東 小林　龍之介 ㈱エイチ・アイ・エス 八重洲地下街営業所

関東 小林　隼人 株式会社JTB イオン東戸塚店

関東 小林　祥男 クオニィグループトラベルエキスパート 手配課

関東 小林　早織 株式会社JTB 町田東急ツインズ店

関東 小林　沙織 株式会社JTB テラスモール湘南店 アドバンス認定

関東 小林　志織 株式会社JTB 葛西アリオ店

関東 小林　宗一朗 (株) 小田急トラベル 小田原営業センター

関東 小林　智子 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏海外企画センター

関東 木挽　淳美 株式会社　阪急交通社 青葉台タワー

関東 幸田　一輝 株式会社旅工房 池袋本店 アドバンス認定



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 高田橋　順子 合同会社 サザンブルーエスケープ 本社

関東 小谷　聡子 株式会社JTB

関東 小田島　謙太 株式会社旅工房 池袋本店

関東 古賀　貴美子 株式会社トラベルギャラリー 旅の本棚事業部

関東 古賀　まいと 株式会社旅工房 東京本社 アドバンス認定

関東 古賀　爽 株式会社　エスティーエートラベル 池袋本店

関東 小東　哲 ㈱農協観光 海外事業課

関東 小出　真由美 株式会社JTB 湘南藤沢店

関東 小出　奈緒 日本旅行 千葉支店

関東 小池　厚 三喜トラベルサービス株式会社

関東 小池　麻里奈 株式会社JTB 蒲田店 アドバンス認定

関東 小池　菜摘 株式会社JTB 浦和パルコ店

関東 小糸　紀子 (株) 三越伊勢丹旅行 本店　海外企画

関東 小泉　千春 ティースタイル株式会社 広告宣伝

関東 小泉　弘騎 株式会社JTB 提携販売事業部

関東 小島　直美 (株) エスティーエートラベル マーケティング

関東 小島　瑠夏 株式会社JTB グランツリー武蔵小杉店 アドバンス認定

関東 古俣　早希子 (株) 旅工房 池袋本社

関東 菰淵　花 株式会社JTB 所沢店

関東 粉川　啓子 ㈱日本旅行 東日本海外旅行統括部

関東 近藤　愛 株式会社JTB イオンモール北戸田店

関東 近藤　祐哉 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 近藤　幹 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 団体旅行本部　営業課

関東 小西　正和 Japan Australia Travel Service Pty Ltd 東京営業所 アドバンス認定

関東 小西　幸江 株式会社ジャパングレーライン 本社 アドバンス認定

関東 今野　香織　 株式会社ラックオングリーン

関東 今野　夏美 株式会社JTB 郡山イトーヨーカドー プレミアム・スペシャリスト

関東 高野　泉 (株) クオリタ 店頭販売

関東 河野　希博 ＫＩＥオセアニア 日本事務所

関東 河野　文美 STWORLD 新宿駅前店

関東 古関　裕一郎 株式会社日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 輿　愛子 株式会社JTB 南松本イトーヨーカドー店 プレミアム・スペシャリスト

関東 小清水　大 （株）トランスオービット 東京本社

関東 小清水　健二 近畿日本ツーリスト(株) 首都圏西団体旅行支店

関東 古寺　宏史 株式会社かもめ メディア販売事業部

関東 興野　友加里 株式会社JTB 霞ヶ関第六事業部

関東 古山　健太 株式会社エイチ・アイ・エス　 飯田橋

関東 児山　円佳 株式会社トラベルマネジメントシステム 恵比寿サロン

関東 小山　聖治 近畿日本ツーリスト(株) グローバルマーケティング事業部

関東 小山　由紀 株式会社JTB トラベルゲート吉祥寺

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

関東 久保井　美和 株式会社JTB

関東 久保木 愛里 サザン トラベルネット リミテッド 東京支社

関東 久保田　梓 株式会社エイチ・アイ・エス 八重洲地下街営業所

関東 久保田　薫 (株) ジェイエッチシー 営業課

関東 久保田　道雄 株式会社トラベルプラザ 本社

関東 久保田　大洋 株式会社アサヒトラベルインターナショナル 業務部 アドバンス認定

関東 久保谷　京子 （株）ワタベウェディング 銀座サロン

関東 工藤　那由多 オーバーシーズトラベル 営業販売

関東 工藤　里美 株式会社UTIジャパン 東京支店

関東 工藤　朋子 (株) ジャルパック 海外商品企画第一部　オペレーション第2グループ

関東 久木田　知哉 株式会社JTB 法人営業

関東 熊崎　実果 (株) イーツアー株式会社 新宿 アドバンス認定

関東 国井　美名 アソシエ株式会社 トラベル事業部

関東 國時　真紀 共同ピーアール株式会社 アドバンス認定

関東 國友　義晴 有限会社ツアープランナー・ケイ 本社 アドバンス認定

関東 久野　有希 (株)近畿日本ツーリスト首都圏 東京コールセンター アドバンス認定

関東 倉持　陽子 (株) 近畿日本ツーリスト 上大岡営業所

関東 倉澤　一徳 エスティーエートラベル 池袋本社

関東 倉重　千春 ANAセールス株式会社 海外旅行商品部 アドバンス認定

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

関東 栗原　雪乃 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 平塚営業所 プレミアム・スペシャリスト

関東 栗山　佳奈枝 (株) ジャルパック

関東 黒羽　秀夫 アジア事業開発部　有限会社　旅プラザ 営業本部

関東 黒川　翠 IACEトラベル 首都圏予約センター

関東 黒澤　希美 ㈱エイチ・アイ・エス 新宿本社

関東 黒山　亮二 ＣＭＫトラベル 東京本社

関東 櫛田　めぐみ (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿店

関東 櫛田　朋子 株式会社JTB 新宿西口店 プレミアム・スペシャリスト

関東 楠見　洋子 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 久樂　功一 東武トップッアーズ株式会社 海外旅行部 アドバンス認定

関東 桑原　栄治 阪急交通社 東京団体支店 アドバンス認定

関東 葛原　弘喜 株式会社JTB 新宿第2事業部 アドバンス認定

関東 京近　秀典 (株) ジャルパック 本社 アドバンス認定

関東 李　大成 トラベルビジョン株式会社

関東 馬　 JTA 予約課

関東 町田 　哲也 トラベル日本 営業部 アドバンス認定

関東 前田　宏史 (株) エスティーエートラベル 東京エージェントセールス

関東 前田　耕作 生涯教育新聞社 本社

関東 前田　素良 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルコンシェルジュ支店　第一営業所

関東 前田　拓哉 株式会社エスティーワールド 渋谷駅前店

関東 前山田　綾 株式会社JTB 渋谷エリア

関東 牧　悠 (株) ベルトラ 東京本社

関東 牧野　英太郎 株式会社JTB 霞ヶ関第五事業部

関東 牧野　ルミ ミッシートラベラーズ 本店

関東 牧野　紗苗 株式会社　エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所　ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ･ｵｾｱﾆｱ専門店

関東 牧島　直美 (株) アニバーサリートラベル ハネムーン営業

関東 真々田　勇樹 パーパスジャパン 営業２課



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 真野　有希 株式会社JTB 目黒オフィス

関東 田村　麻里恵 株式会社　朝日旅行 海外旅行企画販売チーム

関東 丸橋　和夫 株式会社シニア旅行カウンセラーズ 横浜オフィス

関東 丸茂　彩 株式会社エイチ・アイ・エス 目黒営業所

関東 丸田　芳彦 クラブツーリズム株式会社 人材教育部

関東 丸谷　加代子 株式会社JTB 提携販売事業部 プレミアム・スペシャリスト

関東 丸山　浩実 ベルトラ株式会社 東京

関東 丸山　洋之 (株) エイチ・アイ・エス オセアニア企画

関東 丸山　潤 株式会社JTB 八王子北口店 アドバンス認定

関東 丸山　みどり JALナビア株式会社 東京センター

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

関東 真嶋　唯 (株) エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所 アドバンス認定

関東 眞下　春香 株式会社JTB 経堂農大通り店 アドバンス認定

関東 増田　典子 ミッシートラベラーズ 本店

関東 増田　智則 ベルトラ株式会社 本社 アドバンス認定

関東 増井　健一郎 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング & サポート

関東 又吉　美里 株式会社JTB 亀有アリオ店

関東 松原　杏子 株式会社やまおとうみ アドバンス認定

関東 松原　美絵 株式会社オーバーシーズ・トラベル 本社営業部 アドバンス認定

関東 松田　彩菜 株式会社JTB 大泉学園ゆめりあフェンテ店

関東 松平　モカ 株式会社エイチ・アイ・エス 練馬営業所 アドバンス認定

関東 松井　愛美 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 松井　由紀 株式会社JTB トラベルゲート新宿 プレミアム・スペシャリスト

関東 松宮　英範 ㈱阪急交通社 メディア営業2部商品開発

関東 松本　あかね 株式会社JTB トラベルゲート上野

関東 松本　晶子 株式会社JTB 鎌倉駅前店

関東 松本　郁代 (株) アイディツアーズサウスパシフィック 本社 アドバンス認定

関東 松本　美恵子 日本旅行サービス株式会社 東日本営業部 アドバンス認定

関東 松本　未晴 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルコンシェルジュ支店第三営業所

関東 松本　美沙 株式会社JTB トラベルゲート大宮

関東 松本　良介 ㈱エイチ・アイ・エス 新宿本社

関東 松本　さなえ グローバージャパン 東京営業所 アドバンス認定

関東 松本　裕一 （株）トラベルビジョン 編集長

関東 松村　美智代 （株）ジャルパック 本社

関東 松村　信一郎 株式会社阪急交通社 ロイヤルコレクション

関東 松岡　宏大 地球の歩き方 aruco

関東 松下　陽子 株式会社日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 松浦　玲子 東日観光(株) 海外仕入・手配室

関東 松浦　早絵子 (株) エイチ・アイ・エス トラベルコンシェルジュデスク

関東 松﨑　浩 株式会社ワールド航空サービス 東京支店

関東 松崎　香織 （株）日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 松崎　那奈 株式会社エイチ・アイ・エス 池袋本店

関東 松嵜　友恵 (株) ジャルパック Web販売室

関東 間瀬　恵子 日通旅行株式会社 総合営業部 アドバンス認定（満点合格）

関東 三井　香織 株式会社JTB FIT部

関東 三小田　真実 株式会社JTB トラベルゲート上野

関東 三巻　詩織 旅工房 予約スタッフ

関東 皆川　久美子 株式会社JTB

関東 嶺井　マサトシ ㈱航空新聞社 週刊ウイングトラベル

関東 峯尾　明弘 日本旅行 上野支店

関東 三留　綾子 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部

関東 三ツ木　愛子 株式会社JTB ららぽーと海老名店 アドバンス認定

関東 三本　千鶴 (株) UTIジャパン 東京本社 アドバンス認定

関東 小林　光照 株式会社ベンチャーリパブリック 本社

関東 三浦　萌 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏第1海外企画センター アドバンス認定

関東 宮部　英夫 (株) 日本旅行 公務法人営業部 アドバンス認定

関東 宮邊　玲 クオニイジャパン 東京本社

関東 三宅川　素子 ジャパンオーストラリアトラベルサービス 東京営業所

関東 宮原　晴香 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 宮原　夏樹 (株) 航空新聞 営業部

関東 宮島　梓 アソシエ株式会社 京橋

関東 三宅　由岐 (株) IBI 編集部

関東 宮本　大 (株) アーク・スリー・インターナショナル 代理店販売

関東 宮野　真奈美 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス池袋店

関東 宮尾　真奈 株式会社JTB 松戸西口店 アドバンス認定

関東 宮下　綾乃 (株) エス・ティー・ワールド 営業部

関東 宮下　理恵 株式会社日本旅行 上野支店

関東 宮下　朋子 株式会社JTB トラベルゲート大宮

関東 宮田　隆 ㈱日本旅行 東京ｴｰｼﾞｪﾝﾄ支店

関東 宮城　穂波 株式会社JTB  トラベルゲート横浜 アドバンス認定

関東 宮崎　慶子 株式会社JTB ルミネ新宿店

関東 水口　泰輔 旅工房 南太平洋オセアニアセクション

関東 水野　涼太 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 水野　有紗 トラベルブック株式会社 東京オフィス

関東 水野　亜也 株式会社JTB 提携販売事業部 アドバンス認定

関東 水野　絵美 (株) エス・ティー・ワールド 渋谷本社

関東 水野　瞳 株式会社トラベルストーリー 本社 アドバンス認定

関東 水島　伸吾 株式会社　エイチ・アイ・エス 北中米・オセアニア旅行事業グループ

関東 水谷　ゆう子 (株) 日本旅行 システムトラベルセンター

関東 望月　みちる (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 東京営業所

関東 望月　良明 (株) クラブツーリズム アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 望月 由喜 株式会社JTB 静岡支店

関東 森　暁菜 日本旅行オーエムシートラベル 金沢八景店 アドバンス認定

関東 森　蒼衣 トラベルスタンダードジャパン株式会社 池袋店 アドバンス認定

関東 森　有紗 株式会社エイチ・アイ・エス 店頭販売

関東 盛　めぐみ 株式会社JTB 池袋パルコ

関東 森　恵 株式会社エイチ・アイ・エス 関東Ciao企画チーム

関東 森本　舞 株式会社　ワールドブリッジ



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 森村　俊介 一般社団法人　日本旅行作家協会 事務局

関東 森永　恵未 トラベルオンライン 旅行事業部

関東 森田　孝徳 クラブツーリズム 銀座

関東 森脇　望 サザン トラベルネット リミテッド 東京営業所

関東 森谷　尚子 株式会社クオニイ・ジャパン 東京 アドバンス認定

関東 諸星　匡祥 KUONI group travel experts 第六営業部

関東 元村　豊 （株）ビッグアップルコーポレーション 営業部

関東 麦倉　博 ㈱日本旅行 東日本営業本部

関東 迎　友理絵 株式会社JTB 赤坂見附店 アドバンス認定

関東 向　美穂子 （株）日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 村井　秀彰 日本旅行業協会（JATA) 海外旅行推進部

関東 村井　知世 株式会社JTB  トラベルゲート横浜 アドバンス認定

関東 村上　知子 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 村上　晋一 近畿日本ツーリスト(株) ＥＣＣ営業本部

関東 村木　麻美 株式会社JTB 府中ル・シーニュ店 プレミアム・スペシャリスト

関東 村生　和子 KNT-CT ホールディングス株式会社 海外旅行部

関東 村田　瞳 ㈱エイチ・アイ・エス ボーノ相模大野営業所

関東 村山　絵美 株式会社JTB 上永谷イトーヨーカドー店

関東 武藤　麻恵 株式会社JTB ウエディングプラザ横浜本店

関東 武藤　正樹 日本旅行 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 長渕　由里子 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 団体営業部

関東 長江　喜代美 ㈱航空新聞社 週刊ウイングトラベル アドバンス認定

関東 永井　淳子 郵船クルーズ株式会社 運航部ツアーチーム

関東 永井　美香 ティースタイル株式会社 東京本社

関東 永野　実佳子 (株) エイチ・アイ・エス AVANTI&OASIS 横浜本店

関東 永野　桃 トラベルスタンダードジャパン株式会社 東池袋

関東 長岡　梨紗 株式会社ＨＩＳ 新宿アバンティ＆オアシス

関東 長﨑　美穂 株式会社JTB

関東 永澤　光幸 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス銀座グランドサロン

関東 永田　未央 株式会社ワールドブライダル

関東 長田　哲昌 (株) エス・ティー・ワールド 横浜支店

関東 長塚　啓 株式会社農協観光 関東統括事業部

関東 中原　隼介 サザントラベルネットリミテッド 東京支店

関東 仲　真由美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏第１海外企画センター

関東 中江　寿考 株式会社エイチ・アイ・エス 法人営業本部

関東 中川　紀彰 株式会社JTB 東京中央支店

関東 中川　美穂 株式会社　日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 中川　多恵 株式会社JTB 武蔵小金井北口店

関東 中平　沙紀 クラブツーリズム株式会社 アメリカオセアニア旅行センター

関東 中井　正史 東洋観光　㈱

関東 中居　未穂子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 中井　聡美 近畿日本ツーリスト パッケージ商品手配

関東 中島　君江 クオニィグループトラベルエキスパート ビジネスサポート・見積課

関東 中島　泰明 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング＆サポート

関東 中島　康雄 株式会社　エイチ・アイ・エス スポーツ企画リーム

関東 中丸　祐紀子 エスティーエートラベル 池袋本社

関東 中森　有咲 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 中村　愛美 (株) 近畿日本ツーリスト 大宮営業所

関東 中村　瑞紀 株式会社JTB トラベルゲート大宮 アドバンス認定

関東 中村　亜衣子 ワタベウェディング株式会社 千葉店

関東 中村　賢二 株式会社アイシーエヌ 本社

関東 中村　みち子 みっちゃんトラベル 本店

関東 中村　紀子 株式会社JTB ボーノ相模大野店 アドバンス認定

関東 中村　亮太 株式会社JTB 神保町店

関東 中村　徳一 株式会社　ウェブトラベル トラベルコンシェルジュ アドバンス認定

関東 中根　靖隆 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本店グランドサロン アドバンス認定

関東 中西　麻美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) サントムーン柿田川

関東 中西　翔平 株式会社JTB グループ旅行センター

関東 中野　絵理 ANAセールス株式会社 東京本店 アドバンス認定

関東 中野　浩幸 (株) ＵＴＩジャパン 営業1課

関東 仲野　貴裕 株式会社エイチ・アイ・エス 関東事業部

関東 中尾　由美 株式会社日本旅行 新宿法人営業部

関東 中須　美憂 株式会社エイチ・アイ・エス コールセンタービーチ営業所 アドバンス認定

関東 中塚　味里 クオニィグループトラベルエキスパート 営業課

関東 中内　秀則 株式会社JTB 霞ヶ関第五事業部

関東 中山　絵莉 株式会社旅工房 池袋本社 アドバンス認定

関東 中山　一浩 株式会社JTB 東日本海外旅行仕入販売部

関東 中山一浩 株式会社JTB 海外仕入商品事業部　団体部　団体販売促進課　商品企画

関東 中山　真理子 （株）ワールドブリッジ なし

関東 中山　望 株式会社JTB 新百合ヶ丘イトーヨーカドー店

関東 中山　紗希 株式会社ユナイテッドツアーズ 企画旅行課

関東 中山　ゆかり 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 レイクタウン越谷営業所

関東 中山　由香梨 株式会社JTB 浦和西口店 アドバンス認定

関東 南部　史緒里 エス・ティー・ワールド 新宿支店

関東 浪川　厚子 ワタベウェディング 東京グランドプラザ アドバンス認定

関東 並木　佐和子 株式会社JTB 成城学園前店

関東 名村　あゆみ ㈱エスティーエートラベル 高場馬場

関東 梅田　七海 Tourism Australia Tokyo

関東 南里　晴子 共同ピーアール株式会社

関東 奈良　真裕子 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス池袋店

関東 成澤　真悠子 (株) ベルトラ 東京オフィス

関東 成谷　さやか (株) JALナビア JALプラザ有楽町

関東 成瀬　達也 日本旅行 公務法人営業部

関東 根本　麻実 株式会社JTB トラベルゲート新宿 プレミアム・スペシャリスト（満点合格）

関東 根本　篤子 株式会社JTB トラベルゲート渋谷 アドバンス認定

関東 根本　真緒 トラベルスタンダードジャパン株式会社 池袋店 アドバンス認定

関東 根津　朋子 (株)近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏海外企画センター

関東 蜷川　かつら 株式会社　アイエシイ・トラベル 予約センタ-



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 二宮　満美子 (株) 日本旅行ＯＭＣトラベル イオンモール佐野新都市 アドバンス認定

関東 二宮　愛実 ワールドブライダル 銀座サロン

関東 西　みずほ 株式会社エイチ・アイ・エス　 銀座本店

関東 西　友里恵 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 西堀　英里香 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) ラゾーナ川崎営業所

関東 西井　絵美 株式会社JTB イオン秦野ショッピングセンター店 アドバンス認定

関東 西島　潤 株式会社JTB トラベルゲート立川

関東 西川　弘晃 株式会社JTB 営業推進本部

関東 西川　育美 ベルツアー株式会社 本社デュオ営業所 アドバンス認定

関東 西村　愛子 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス銀座

関東 西村　早織 株式会社JTB グランツリー武蔵小杉店 アドバンス認定

関東 西野　ひかる 株式会社エス・ティー・ワールド 横浜支店

関東 西野　茉莉 (株) ベルトラ 本社

関東 西沖　玲 株式会社JTB 小伝馬町店

関東 西谷　有貴 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿本社

関東 西山　和美 株式会社JTB 海外仕入商品事業部 アドバンス認定

関東 新田　有佳里 株式会社JTB トラベルゲート上野

関東 納賀　琢也 株式会社やまおとうみ

関東 野上　真理子 株式会社ミキ・ツーリスト デスティネーション開発部

関東 野口　千歌 ティースタイル株式会社 本社

関東 野口　万里 株式会社エイチ・アイ・エス 表参道営業所

関東 野村　彩美 エス・ティー・ワールド 新宿支店

関東 野村　麻純 （株）ワールドブライダル プレシア ウエディング＆ハネムーン横浜店

関東 野村　忠司 株式会社小田急トラベル 新宿販売センター

関東 野村　敏夫 エーアンドピーマーケティング 営業

関東 乗冨　晶子 株式会社JTB ラスカ茅ヶ崎店

関東 法月　雅章 東武トップツアーズ株式会社 中央海外旅行センター

関東 野瀬　奈津子 ダイヤモンド・ビッグ社 arucoオーストラリア編集部

関東 野崎　紀知 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 野澤　優 株式会社エイチ・アイ・エス　 BiVi八潮

関東 沼能　功 リージェンシーグループ株式会社 店頭販売

関東 沼崎　尉 日本旅行 新宿法人営業部 アドバンス認定

関東 沼澤　俊一 ㈱キャラバントラベル

関東 尾畑　知洋 東日観光株式会社　 ロータリー室

関東 小田　喜久 株式会社バリアフリートラベルジャパン 本社 プレミアム・スペシャリスト

関東 小田切　歩 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 団体営業部グループプロダクト部

関東 大江　滋子 ㈱オーバーシーズ・プラニング 企画

関東 小笠原　麻耶 ワールドブライダル 銀座サロン

関東 尾形　鋼平 クラブツーリズム株式会社 アメリカオセアニア旅行センター

関東 緒方　正太郎 株式会社UTIジャパン 東京本社

関東 小川　知里 日本旅行 新宿法人営業部 アドバンス認定

関東 小川　彩子 株式会社JTB 本社　営業部 プレミアム認定（満点合格）

関東 小川　沙織 エイチアイエス アドバンティ＆オアシス

関東 小川　詩織 株式会社JTB トラベルゲート横浜 プレミアム・スペシャリスト

関東 小川　詩織 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス銀座グランドサロン

関東 小川　貴大 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿本社営業所 ヨーロッパ・アメリカ・オセアニアツアー専門店プレミアム・スペシャリスト

関東 扇原　望 株式会社JTB

関東 小郷　早紀 株式会社　エス･ティー･ワールド 渋谷駅前店　

関東 小倉　茉弓 株式会社HIS 新横浜

関東 小椋　昇 近畿日本ツーリスト(株) 営業統括本部海外団体サポート部

関東 小倉　弥生 株式会社トランスオービット 東京本社

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

関東 大橋　比呂子 ㈱ベストブライダル トラベルデスク

関東 大熊　恵美 クラブツーリズム株式会社 アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 大野　純也 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 太田　美砂 株式会社IACEトラベル 東京支店 アドバンス認定（満点合格）

関東 大井　ふじ江 （株）プレイガイド 本牧営業所

関東 大池　祐子 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　 中野サンプラザ営業所

関東 大泉音和 株式会社エイチ・アイ・エス　 赤羽アピレ

関東 岡　枝理子 株式会社JTB 市ヶ谷本社

関東 岡部　さやか 株式会社JTB ららぽーと横浜店 アドバンス認定

関東 岡田 万幸 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 岡田　繁 オズプロジェクト 中野本店 アドバンス認定

関東 岡藤　たかね クオニィグループトラベルエキスパート 東京グループプロダクト部

関東 岡橋　朋美 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿店

関東 岡嶋　利次 G2トラベルジャパン㈱ 東京本社

関東 岡島　勇介 UTI JAPAN CO., LTD. 本社

関東 岡本　奈美 近畿日本ツーリスト パッケージ商品手配

関東 岡本　夏実 阪急交通社 渋谷

関東 岡本　修典 ㈱エイチ・アイ・エス

関東 岡村　朱里 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

関東 岡村　美矢 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿団体営業所

関東 岡野　光一 トラベルワールドオカノ 代表

関東 岡野　駿介 株式会社エスティーワールド 横浜西口店

関東 大川　智子 株式会社JTB トラベルゲート立川

関東 大川　佑子 エイチアイエス 八重洲地下街営業所

関東 大河原　豊 株式会社　キャリエール

関東 岡崎　翔太 トラベルスタンダードジャパン株式会社 池袋店 アドバンス認定

関東 岡崎　博道 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 総務広報部 アドバンス認定

関東 岡崎　忠行 ジャパンオーストラリアトラベルサービス 東京営業所

関東 樋口　香織 株式会社JTB 上野エリア

関東 大城　秀世 アズールネットワーク
カナディアンネットワーク

関東 沖野　三郎 JATA日本旅行業協会 海外旅行推進部

関東 大久　保文恵 アイディツアーズ　 東京アルファ

関東 大久保　寛子 株式会社JTB 青葉台 アドバンス認定（満点合格）

関東 大久保　伸恵 (株) 楽天 トラベル事業　国際営業部 アドバンス認定

関東 大久保　朋美 株式会社JTB ブライダル事業部

関東 奥田　ますみ 株式会社JTB



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 奥田　理恵 株式会社JTB 大井町イトーヨーカドー店 アドバンス認定

関東 奥平　達彦 株式会社JTB 虎ノ門第二事業部

関東 奥村　浩明 日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 尾曲　亜紀 株式会社JTB 商品本部　豪亜部　オセアニア企画チーム

関東 小俣 佳太 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 尾身　奈津美 (株) 日本旅行 上野支店

関東 大村　悠二 株式会社エス・ティー・ワールド 渋谷駅前店

関東 小野　貴士 株式会社JTB 霞ヶ関第二事業部

関東 大野　春菜 株式会社　旅工房 南太平洋・オセアニアセクション

関東 大野　皓平 株式会社エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 小野田　真梨 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 小野寺　義徳 （株）トラベルマネジメントシステム 恵比寿トラベルサロン

関東 尾上　雄一郎 クオニイジャパン 東京本社 アドバンス認定

関東 小野沢　啓子 オセアニア メディア クリエーションズ 支店

関東 大貫　恵 株式会社JTB ボーノ相模大野店 アドバンス認定

関東 長田　匠史 株式会社JTB 本社 営業チーム プレミアム・スペシャリスト

関東 大崎　静 株式会社エスティーエートラベル 池袋本社

関東 大澤　正俊 UTIジャパン 東京本社 アドバンス認定

関東 大澤　美穂 （株）日本旅行 東日本海外旅行統括部 アドバンス認定

関東 大島　奈緒 (株) アニバーサリートラベル ハネムーン営業

関東 大島　理恵 ㈱エイチ・アイ・エス 立川本店

関東 太田　千優 株式会社JTB 提携販売事業部 アドバンス認定

関東 太田　千晶 株式会社JTB  トラベルゲート横浜 アドバンス認定

関東 大藤　美穂 クオニィグループトラベルエキスパート 手配課

関東 音場　修 (株) AUSTY PTY LTD 東京支社

関東 音田　博 （株）日本旅行オーエムシートラベル 営業企画部

関東 乙宗　由希子 (株) エイチ・アイ・エス 東日本販売事業部

関東 大津　百合菜 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 大坪　詩織 (株) クラブツーリズム アメリカオセアニア旅行センター

関東 大塚　愛 株式会社JTB ウエディングプラザ新宿本店 アドバンス認定

関東 大塚　鮎美 株式会社エイチ・アイ・エス 表参道団体

関東 大塚　優希 ㈱ワールドブライダル 銀座サロン

関東 大槻　藍里 株式会社JTB 豪亜部営業第１チーム

関東 大槻　幸平 グローバルスカイエデュケーション株式会社 本社

関東 大槻　剛 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所ヨーロッパ・アメリカ・オセアニア専門店 アドバンス認定

関東 大和田　泰江 株式会社JTB 横浜市庁舎前店 アドバンス認定

関東 大和田　梨絵 （株）日本旅行リテイリング 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 小山　佳彦 ㈱エイチ・アイ・エス 横浜支店

関東 小澤　杏奈 (株) JALナビア 東京センター

関東 小澤　明日香 旅工房 東京本社 アドバンス認定

関東 小澤　綾香 (株) JALナビア 東京センター

関東 小澤 文隆 株式会社エイチ・アイ・エス 本社VACATION事業グループ

関東 小関　玲佳 東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部

関東 光岡　玲子 株式会社ホワイト・ベアーファミリー 東京支店

関東 大滝　里恵 株式会社ミキ・ツーリスト デスティネーション開発部

関東 領家　慎太郎 株式会社JTB 調布パルコ店 アドバンス認定

関東 西郷　和恵 西鉄旅行(株) ハッピーツアー

関東 西郷　剛 株式会社シニア旅行カウンセラーズ オフィス西郷

関東 才木　剛 株式会社日本旅行　 営業開発部/e3time

関東 齋藤　章 東武トップツアーズ株式会社 営業

関東 齋藤　裕子 株式会社JTB 店頭販売

関東 齊藤　圭耶 日本旅行 ララガーデン川口支店 アドバンス認定

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

関東 斉藤　真美 クオニイジャパン 東京

関東 齋藤　雅美 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 アリオ川口営業所

関東 齋藤　路子 (株) ジャルパック 海外商品企画第一部

関東 齋藤　美紀 株式会社JTB 東日本海外旅行仕入販売部

関東 齋藤　太志 エイチ・アイ・エス 法人営業本部 アドバンス認定

関東 阪上　真由 JTBグランドツアー＆サービス 本社

関東 坂岸　茉莉 株式会社ユーラシア旅行社 本社（永田町）

関東 坂口　千恵 近畿日本ツーリスト キテミテ松戸営業所

関東 坂口　梨沙子 MSL 東京

関東 坂井　日出美 株式会社JTB ロイヤルロード銀座

関東 酒井　冨美子 株式会社JTB トラベルゲート上野

関東 坂倉　あかり 株式会社ミキ・ツーリスト 浜松町

関東 坂本　明日香 近畿日本ツーリスト(株) 首都圏西団体旅行支店

関東 坂本　絵里子 株式会社JTB トラベルゲート横浜

関東 坂本　一史 フィールド・ソリューションズ株式会社

関東 坂本　恵子 ㈱アイディツアーズサウスパシフィック

関東 坂元　美香子 株式会社ティアイコンソーシア 本社

関東 堺本　聖美 株式会社JTB 東大和イトーヨーカドー店

関東 阪田　義孝 (株) アーク・スリー・インターナショナル 代理店販売

関東 佐古　　瑞貴 トラベルスタンダードジャパン株式会社

関東 佐久間　絵梨 株式会社エイチ・アイ・エス 池袋本店

関東 佐久間　聡 NTTトラベルサービス 本社

関東 佐久間　有希 JALナビア 海外ツアー部

関東 櫻田　真理 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 桜井　重 オンタナ旅行株式会社 本社営業所

関東 櫻井　隼 株式会社日本旅行　 新宿法人営業部

関東 櫻井　陽介 （株）ワタベウェディング 銀座サロン

関東 佐野　花音 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 佐野　峰瑠 株式会社　エイチ・アイ・エス 店頭販売

関東 佐野　夏美 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿本店

関東 佐野　寿雄 クラブツーリズム株式会社

関東 佐野　良安 株式会社JTB 湘南トラベルプラザ

関東 佐野　有美 株式会社小田急トラベル 新宿販売センター

関東 佐々木　和恵 株式会社ウェブトラベル 本部 プレミアム・スペシャリスト

関東 佐々木　康介 株式会社JTB 海外仕入商品事業部



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 佐々木　孝之 アースカラーズ 旅行事業部

関東 笹山　希 ジェイエッチシー株式会社 東京営業所

関東 佐藤　惟 株式会社JTB トラベルゲート立川

関東 佐藤　文香 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿本店

関東 佐藤　千穂 （株）ワールドブリッジ 東京

関東 佐藤　華絵 日本旅行東北 山形市店

関東 佐藤　ひとみ 株式会社　三越伊勢丹 海外企画営業

関東 佐藤　かおり IACEトラベル 東京支店　予約課

関東 佐藤　円 ワールドブライダル 銀座サロン

関東 佐藤　真実 ㈱エイチ・アイ・エス 町田本店営業所

関東 佐藤　実咲 株式会社JTB 目黒オフィス

関東 佐藤　瑞恵 株式会社JTB トラベルゲート横浜

関東 佐藤　小百合 株式会社　シニア旅行カウンセラーズ 静岡営業所

関東 佐藤　翔太 ㈱エイチ・アイ・エス 新宿店

関東 佐藤　貴子 株式会社　エイチ　アイ　エス ウエディング専門店

関東 佐藤　幸江 株式会社JTB 地上手配

関東 澤　康帆 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 澤　桂子 株式会社JTB 国土交通省内店

関東 澤野　貴仁 株式会社エイチ・アイ・エス 第一エリア営業部 アドバンス認定

関東 瀬川　文恵 （株）日本旅行 東日本海外旅行商品部

関東 関　マリナ (株) 近畿日本ツーリスト Ｗｅｂ事業部

関東 関戸　伸子　 株式会社JTB 東日本販売本部　アメリカオセアニア部

関東 関口　浩平 国際情報企画サービス 本社

関東 関口　雅仁 ㈱旅計画・エバーグリーンツーリスト 本社

関東 関口　涼子 （株）ワタベウェディング 銀座サロン

関東 関野　あずさ 株式会社JTB 霞ヶ関第三事業部

関東 瀬尾　英理子 Cognoscenti Japan(コノシェンティ・ジャパン）

関東 瀬尾　麻衣子 株式会社JTB JTB海外自由旅行電話販売センター アドバンス認定

関東 芝　健太郎 株式会社JTB 商品本部　豪亜部　オセアニア企画チーム

関東 柴田　直美 ㈱H.I.S 関東営業 アドバンス認定

関東 柴田　孝之 株式会社クオリタ クオリタ新宿営業所

関東 柴田　侑紀 ㈱エイチ・アイ・エス コールセンターモーニング

関東 渋谷　郁美 サザン トラベルネット リミテッド 東京営業所

関東 島田　歩実 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 島田　健太郎 クラブツーリズム アメリカオセアニア旅行センター

関東 島田　雅代 株式会社JTB トラベルゲート横浜 アドバンス認定

関東 嶋田　佑治 IACEトラベル 東京支店

関東 島尻　由佳 (株) JR東海ツアーズ 東京支店

関東 島村　瑛子 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

関東 島津　陽行 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿団体営業所

関東 嶋津　貴之 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 本社営業部 アドバンス認定

関東 七五三木　昌智 ㈱キューエイチ･インターナショナル 本社

関東 清水　リカコ ベルトラ株式会社

関東 清水　朋信 ㈱ワールドブライダル 銀座ブライダルサロン

関東 清水　祐葵 クラブツーリズム株式会社 ロイヤル･グランステージ海外

関東 新見　高真 KNT-CTホールディングス株式会社 グループ事業推進本部

関東 新名　佳子 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 東京コールセンター旅のコンシェルジュデスク アドバンス認定

関東 下田　祐維 株式会社JTB グループ旅行センター

関東 下平　柚香 株式会社エイチ・アイ・エス 視察セクション

関東 下地　真優 株式会社エイチ・アイ・エス 表参道団体

関東 志村　直子 (株) エイチ・アイ・エス 東日本法人団体専門店事業部 企画手配チーム

関東 志村　涼香 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス丸の内

関東 志村　由美子 株式会社ワールドブライダル

関東 新森　晶恵 クラブツーリズム株式会社 アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 篠原　浩 株式会社ミキ・ツーリスト 東京本社

関東 猪瀬　佳英 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 篠崎　真悟 ㈱トラベルファクトリー セールス

関東 篠崎　汐里 日本旅行オーエムシートラベル イオンモール船橋店

関東 塩澤　恵子 東武トップツアーズ株式会社 盛岡支店

関東 塩塚　順謙 株式会社サイクル 顧客・団体

関東 白井　美帆 株式会社JTB 北千住マルイ店

関東 白井　小百合 株式会社アブロード 旅行事業部

関東 獅子井　一輝 (株) JCBトラベル 本社

関東 蔀　果歩 クラブツーリズム株式会社 アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 志和　孝洋 (株) 楽天 東京本社 アドバンス認定

関東 東海林　弘史 日本旅行 システムトラベルセンター アドバンス認定

関東 朱　雪垠 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 秀徳　里穂 株式会社IACEトラベル 東京支店

関東 ジョーダン　スミス TA Agency / M&C Saatchi 東京

関東 早田　陽子 ㈱ジャルパック 本社 アドバンス認定

関東 祖父江　綾子 株式会社JTB イオン秦野ショッピングセンター店

関東 曽我　晴香 ベルトラ株式会社 本社 アドバンス認定

関東 相馬　直人 (株) エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所　ヨーロッパ・アメリカ・オセアニア専門店 アドバンス認定

関東 須田　明子 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 須田　徹 阪神トラベル・インターナショナル㈱ 企画営業部

関東 須藤　峰一 ㈱フライイト・モア 本店

関東 菅野　恵里佳 （株）ワールド航空サービス　 営業部

関東 菅沼　ユカ (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ

関東 菅沼　愛子 株式会社JTB 熊谷店

関東 菅沼　香純 (株) 旅工房 池袋本社

関東 菅谷　恵里子 (株) 三越伊勢丹旅行 本店　海外企画

関東 菅原　敏明 株式会社日本旅行 ソリューション営業本部

関東 菅原　京子 株式会社JTB 霞ヶ関企画仕入部

関東 菅原　由香 株式会社クオリタ クオリタ銀座店

関東 杉浦　大士 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 杉浦　悠斗 ㈱エスティーワールド 渋谷駅前店

関東 杉山　宏人 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 地球の歩き方編集部　オーストラリア担当

関東 杉山　彩香 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 杉山　珠理 (株) 日本旅行 上野支店 アドバンス認定

関東 杉山　めぐみ 株式会社ミキ・ツーリスト 浜松町本社

関東 杉山　菜摘 株式会社JTB 大船イトーヨーカドｰ店 アドバンス認定

関東 杉崎　貴宏 日本橋トラベラーズクラブ 本社

関東 水藤　陽子 (株)近畿日本ツーリスト首都圏 アリオ川口営業所

関東 角田　亜希子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏第１海外企画センター

関東 隅本　正美 プレイガイドツアー 本社

関東 住谷　賀世 ウェブトラベル

関東 砂押　沙祐里 トラベルプラスワン

関東 薄　カンナ 株式会社JTB 東日本販売本部

関東 須藤　太嗣 株式会社航空新聞社 記者

関東 須山　奈緒美 ターナージャパン メディアソリューションズ部

関東 鈴木　俊也 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 鈴木　彩 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 鈴木　暢幸 (株) 近畿日本ツーリスト 光が丘ＩＭＡ営業所

関東 鈴木　裕美子 (株) 近畿日本ツーリスト 旅のコンシェルジュ アドバンス認定

関東 鈴木　亜希子 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 営業部海外旅行課

関東 鈴木　麻美 株式会社JTB ロイヤルロード銀座

関東 鈴木　桃衣 株式会社JTB 新宿エリア プレミアム・スペシャリスト

関東 鈴木　恵美 株式会社日本旅行 新宿法人営業部

関東 鈴木　英雄 ファーストウエディング 統括本部

関東 鈴木　愛生 株式会社JTB イオンモール日の出店

関東 鈴木　康一 サザン トラベルネット リミテッド 東京営業所

関東 鈴木　宏輔 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿団体営業所

関東 鈴木　令美 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定（満点合格）

関東 鈴木　信二 (株) エス・ティー・ワールド 渋谷本社

関東 鈴木　民子 エスティーエートラベル 池袋本社

関東 鈴木　年光 ティースタイル株式会社 代表

関東 鈴木　裕子 生涯教育新聞社 本社　編集部

関東 鈴木　雄也 ジャルパック 本社 アドバンス認定

関東 高畠　麗 株式会社JTB 多摩センター アドバンス認定

関東 高田　明子 株式会社JTB トラベルゲート新宿 プレミアム・スペシャリスト

関東 高田　かおり 株式会社パラダイムシフト メディア部

関東 高田　恵 株式会社エイチ・アイ・エス 目黒営業所

関東 高田　泰子 ワタベウェディング株式会社 新宿グランドプラザ

関東 高江洲　由利子 (株) 日本旅行ＯＭＣトラベル 横須賀店 アドバンス認定

関東 高城　美奈子 (株) エス・ティー・ワールド ウェディングファクトリー

関東 高岸　洋行 ㈱航空新聞社 週刊ウイングトラベル アドバンス認定

関東 高橋　智之 株式会社エイチ・アイ・エス　 南越谷

関東 高橋　敦 株式会社ワールド航空サービス 東京支店

関東 高橋　大 株式会社イー・ホリデーズ

関東 高橋　大輔 ベンチャーリパブリック なし

関東 高橋　順子 ベルツアー(株) デュオ営業所 アドバンス認定

関東 高橋　和彦 株式会社JTB 法人営業横須賀支店

関東 髙橋　未来 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所ヨーロッパ・アメリカ・オセアニア専門店

関東 高橋　亮太　

関東 高橋　咲奈 ㈱エイチ・アイ・エス 新宿店

関東 高橋　照美 サザン トラベルネット リミテッド 東京支社

関東 髙井　有紀 クラブツーリズム株式会社 ロイヤル･グランステージ海外

関東 髙石　彩希 株式会社JTB 柏髙島屋店

関東 高城　由美 株式会社エイチ・アイ・エス　 所沢

関東 高鍬　英美 (株) AUSTY PTY LTD 名古屋支店 アドバンス認定

関東 高宮　恭弘 JALナビア 海外ツアー部

関東 高野　聡 エヌワンツアー 横浜トラベルサロン

関東 鈴木　卓 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏営業本部

関東 高芝　花織 （株）読売旅行 海外旅行事業本部

関東 竹田　ちひろ 株式会社JTB 調布パルコ店

関東 武田　美穂 株式会社JTB 販売企画部

関東 武田　奈々子 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿店

関東 竹本　和代 株式会社JTB ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂店

関東 竹下　由希子 ワタベウェディング株式会社 東日本販売部

関東 竹内　久代 株式会社　ミキツーリスト 本社

関東 瀧内 株式会社JTB 霞ヶ関企画仕入部

関東 玉井　富美 ワタベウェディング株式会社 大宮店

関東 田村　正泰 株式会社コンパクトシーク 本店

関東 田村　光春 （株）セブンカルチャーネットワーク 販売部　法人営業担当

関東 田村　静香 株式会社JTB ウエディングプラザ新宿本店 アドバンス認定

関東 田中　舞 株式会社エイチ・アイ・エス　 銀座本店

関東 田中　萌子 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 田中　麻佑 株式会社エイチ・アイ・エス　 成増

関東 田中　大介 株式会社タビックスジャパン 　東京Web支店

関東 田中　日香里 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 東日本ＡＣ

関東 田中　香織 株式会社JTBメディアリテーリング 東京本社海外旅行部海外旅行第四課

関東 田中　克哉 (株) エス・ティー・ワールド 新宿支店

関東 田中　謙一 株式会社日本旅行 東日本エージェント／大学生協事業連合内エージェントセンター アドバンス認定（満点合格）

関東 田中　美帆 株式会社JTB 銀座店

関東 田中　美穂 株式会社　旅工房 東京本社

関東 田中　みな美 株式会社エイチ・アイ・エス 銀座グランドサロン

関東 田中　美来 ベルトラ株式会社 東京 アドバンス認定

関東 田中　美早紀 株式会社バリアフリートラベルジャパン 本社

関東 田中　美由紀 株式会社　アイエシイ・トラベル 予約センタ-

関東 田中　尚子 株式会社JTB 提携販売事業部

関東 田中　菜摘 株式会社JTB 文京シビックセンター店 アドバンス認定

関東 田中　梨恵 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 田中　里咲 株式会社エスティーエートラベル 池袋本社

関東 田中　亮 (株) サザンクロストラベル 営業

関東 田中　幸子 株式会社IACEトラベル 東京支店予約課 アドバンス認定

関東 田中　差花恵 株式会社JTB ロイヤルロード銀座



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 田中　友美 ㈱トラベルファクトリー 手配

関東 田中　義人 (株) マッキャンエリクソン UM

関東 田中　悠三子 株式会社ウェブトラベル 本社 アドバンス認定

関東 谷　友美 株式会社JTB 武蔵小山パルム店

関東 谷口　一恵 株式会社　JALナビア 東京センター

関東 谷口　美央 株式会社JTB 橋本アリオ店

関東 谷口　らら (株) フルハウス 第1アカウントプランニング部

関東 谷村　麻美子 トラベルファクトリージャパン 東京本社

関東 谷田　沙由理 株式会社JTB イオン厚木店

関東 田隅　佐代子 BBDO Japan アドバンス認定

関東 立川　絵理 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス新宿店

関東 寺田　絵美 クオニィグループトラベルエキスパート 手配課

関東 寺門　朋子 ㈱TELA企画

関東 寺西　真歩 株式会社JTB トラベルゲート大宮 アドバンス認定

関東 寺沢　保明 株式会社　I&S BBDO アカウント・スーパーバイザー

関東 手塚　知華 (株) エイチ・アイ・エス 法人トラベルコンシェルジュ第四営業所

関東 手塚　守 株式会社JTB ロイヤルロード銀座

関東 戸部　美咲 株式会社エイチ・アイ・エス 関東予約センター

関東 戸田　公夫 東日観光株式会社 新宿支店

関東 戸上　里菜 エイチ・アイ・エス 自由が丘支店 アドバンス認定

関東 戸川　真理 株式会社エイチ・アイ・エス 関東法人団体専門店事業部

関東 東海林　梨奈 ㈱エイチ・アイ・エス 宇都宮東口

関東 時田　拓磨 株式会社JTB トラベルゲート池袋

関東 時谷　祐子 株式会社JTB 川崎支店 アドバンス認定

関東 徳永　美香 ワタベウェディング株式会社 東京グランドプラザ

関東 徳永　義徳 JTB GMS 本社

関東 富川　さやか 株式会社セラン トラベルサロン

関東 冨野　祐花 株式会社エイチ・アイ・エス 立川本店 アドバンス認定

関東 富田　秀嗣 東和トラベルサービス株式会社 本社営業所

関東 冨田　聖里子 IACEトラベル 首都圏予約センター

関東 友部　希美江 ジェイエッチシー株式会社 東京営業所

関東 朝長　菜緒 株式会社JTB イオン秦野ショッピングセンター店

関東 友成　晴香 近畿日本ツーリスト神奈川（株） ジョイナス旅行センター

関東 虎石　彩 株式会社JTB ウエディングプラザ横浜本店

関東 鳥之海　正勝 日本旅行サービス株式会社 東日本営業部 アドバンス認定

関東 登坂　真衣 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 佐藤　壽邦 株式会社　ミキ・ツーリスト 本社（浜松町）

関東 戸谷　みつり 株式会社エイチ・アイ・エス 池袋本店

関東 豊村　麻美 ワタベウェディング株式会社 新宿グランドプラザ

関東 豊田　雅彦 株式会社JTB 流山おおたかの森ショッピングセンター店

関東 坪山　裁子 株式会社エイチ・アイ・エス　 練馬

関東 土田　瞬 ㈱エイチ・アイ・エス 調布営業所

関東 土屋　真弓 株式会社トランスオービット 東京本社

関東 土屋　菜穂 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所

関東 津田　望 （株）ワールドブリッジ 東京

関東 堆朱　真紀 株式会社トラベルマネジメントシステム 恵比寿支店

関東 塚田　彩 株式会社JTB

関東 塚田　健斗 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社営業所

関東 塚田　洋介 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏第1海外企画センター

関東 塚野　博美 旅行部

関東 綱島　正康 （株）スティア・コーポレーション 東京本社

関東 綱島　梨沙 (株) クラブツーリズム アメリカ・オセアニア旅行センター

関東 常石　美津子 株式会社JTB 東日本海外旅行仕入販売部 アドバンス認定

関東 角田　純一 ワタベウェディング株式会社 大宮店

関東 伝法　浩幸 株式会社Ｎ・Ｅ・Ｏ 本社

関東 鶴岡　明佳 (株) オーバーシーズトラベル 企画＆予約販売

関東 廿楽　友美 株式会社JTB ひばりが丘パルコ店

関東 坪内　絹美 株式会社JTB ロイヤルロード銀座

関東 内田　奈緒 株式会社JTB

関東 内田　理沙 阪急交通社 青葉台

関東 内田　智恵 株式会社カナディアンネットワーク アズールネットワーク アドバンス認定

関東 内野　綾 株式会社JTB 錦糸町テルミナ店 プレミアム・スペシャリスト

関東 宇田　麻依子 ㈱フジトラベルサービス 店頭販売

関東 上田　晴子 株式会社JTB トラベルゲート新宿 アドバンス認定

関東 植垣　宏美 株式会社JTB トラベルゲートペリエ千葉 プレミアム・スペシャリスト

関東 上原　優以 株式会社JTB 広尾プラザ店 アドバンス認定

関東 上原　裕花 株式会社JTB ラゾーナ川崎店 アドバンス認定

関東 植木　朋子 株式会社JTB FIT部

関東 植木　康仁 西鉄旅行㈱ 東京支店ハッピートライアンフ

関東 上村　祐子 （株）ワタベウェディング 大宮ソニックシティ店

関東 上西　竹史 株式会社JTB 第七事業部

関東 上野　一宜 UTI JAPAN CO,LTD Sales department

関東 上野　愛美 株式会社JTB トラベルゲ－ト大宮 プレミアム・スペシャリスト

関東 宇賀神　雄亮 クラブツーリズム株式会社 ロイヤル・グランステージ

関東 宇井　さつき ㈱エイチ・アイ・エス コールセンタービーチ

関東 梅田　ゆかり 株式会社JTB 企画開発局

関東 梅宮　葉子 株式会社JTB 新宿第三事業部

関東 梅沢　諭 ㈱農協観光 海外事業課

関東 海内　詩織 トラベルスタンダードジャパン株式会社

関東 宇野　菜穂子 欧州エキスプレス 東京本社

関東 浦和　愛子 JATS東京ツアーコンダクターセンター トラベルスタイリスト

関東 鵜高　賢治 東武トップツアーズ株式会社 中央海外旅行センター

関東 宇津巻　泰治 ティースタイル(株) 本社

関東 和智　晴美 日本旅行リテイリング 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 若林　亜李紗 （株）ウェブトラベル コンシェルジュ アドバンス認定

関東 若井　美恵子 クラブツーリズム株式会社 アメリカオセアニア旅行センター

関東 蕨　愛子 ワールドブライダル 東日本営業課

関東 鷲巣　孝太 (株) エス・ティー・ワールド 渋谷駅前店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 鷲塚　悦人 株式会社JTB 新宿第二事業部

関東 渡部　愛実 株式会社JTB 戸塚店

関東 渡部　正行 (株) 東武トップツアーズ MCC東京事業部 アドバンス認定

関東 渡邉　亜希 株式会社小田急トラベル 旅行プラザ町田店

関東 渡邊　亜紀 Japan Australia Travel Service Pty LTD 東京営業所

関東 渡邊　千恵 ㈱エイチ・アイ・エス 立川本店

関東 渡邊　英樹 ㈱ジャルパック 海外商品企画第1部
オペレーション第2グループ

関東 渡邊　光 ㈱エイチ・アイ・エス 表参道店

関東 渡邉　紘子 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 有楽町営業所

関東 渡邉　香菜 株式会社日本旅行リテイリング 浦和コルソ支店 アドバンス認定

関東 渡邊　佳代子 (株) ウェブトラベル 企画販売

関東 渡辺　美佐子 ＩＤツアーズサウスパシフィック 新橋本社

関東 渡辺　盛仁 株式会社トランスオービット 東京本社

関東 渡辺　義 ユーレックス サザンクロスエキスプレス

関東 渡辺　義 アズウェイ(株)

関東 渡部　拓郎 ANAセールス株式会社 海外旅行商品部

関東 渡辺　利幸 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング＆サポート

関東 渡辺　良男 新旅行開発 本社 アドバンス認定

関東 渡辺　泰 ㈱毎日企画サービス 毎日新聞旅行 本社

関東 渡辺　譲 クラブツーリズム株式会社 アメリカオセアニア旅行センター

関東 矢部　和史 株式会社　I&S BBDO プラニング・ディレクター

関東 矢部　由美香 (株) JR東海ツアーズ 東京支店

関東 矢吹　理 株式会社JTB 虎ノ門第4事業部 アドバンス認定

関東 八重樫　美奈子 株式会社JTB 多摩センター店

関東 八木　麻衣子 株式会社欧州エキスプレス SKYhub事業部　団体営業課

関東 柳下　美枝子 日本旅行 浦和支コルソ支店 アドバンス認定

関東 矢作　幸代 株式会社ウェブトラベル コンシェルジュ

関東 矢板　瑞恵 (株) エス・ティー・ワールド 新宿駅前店

関東 谷島　美沙季 ㈱ワールドブライダル 銀座サロン

関東 山邊　翔太朗 株式会社　エイチ・アイ・エス 横浜団体営業所 アドバンス認定

関東 山田　藍 日本旅行オーエムシートラベル 店頭販売

関東 山田　智彩 株式会社エイチ・アイ・エス 新宿本社店

関東 山田　大輔 ミキツーリスト 東京

関東 山田　蓮美 株式会社JTB 日吉駅前店 プレミアム・スペシャリスト

関東 山田　麻央 株式会社エス・ティー・ワールド 横浜西口店

関東 山田　直子 水中造形センター 出版部　企画担当

関東 山田　夏紀 近畿日本ツーリスト首都圏 ラゾーナ川崎営業所 アドバンス認定

関東 山田　咲季 株式会社JTB 玉川髙島屋ショッピングセンター店

関東 山田　友樹 （株）航空新聞社 週刊ウイングトラベル

関東 山舘　周平 トラベルスタンダードジャパン株式会社 池袋

関東 山口　淑子 株式会社JTB 川口店

関東 山口　眞智子 ユー・ティ・アイ ジャパン オペレーション

関東 山口　正夫 (株) エスティーエートラベル エージェンシーセールス

関東 山口　美穂 (株) AUSTY PTY LTD 東京支社

関東 八巻　千容 株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿本社

関東 山本　昌代 アズールネットワーク／株式会社カナディアンネットワーク 本社

関東 山本　光勇 アズウェイ 東京本社 アドバンス認定

関東 山本　菜保 株式会社JTB 湘南藤沢店

関東 山本　信彦 TA Agency: M&C SAATCHI TOKYO TA Agency: M&C SAATCHI TOKYO

関東 山本　祥代 株式会社JTB 新宿タカシマヤ旅行サロン アドバンス認定

関東 山本　志織 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 山村　千秋 株式会社JTB 提携販売事業部 アドバンス認定

関東 山村　祐輔 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部

関東 山村　久美 株式会社エスティーエートラベル 東京本社

関東 山村　しおり 株式会社JTB 錦糸町テルミナ店

関東 山中　香織 (株) エイチ・アイ・エス 新百合ケ丘オーパ営業所

関東 山中　幸子 （株）ワールドブリッジ ツアープランナー

関東 山岡　薫 （株）トラベルビジョン セールス＆プロモーション

関東 山岡　祥子 株式会社エイチ・アイ・エス 本社企画チーム アドバンス認定

関東 山崎　純 (株) IACEトラベル 本店 アドバンス認定

関東 山下　亜古 ワタベウェディング株式会社 大宮店

関東 山下　一美 株式会社JTB 北千住マルイ店

関東 山下　真司 Japan Australia Travel Service Pty LTD 東京営業所

関東 山下　美映子 株式会社JTB 法人営業川崎支店

関東 大和　大輔 株式会社JTB ロイヤルロード銀座事業部

関東 大和　博 東武トップツアーズ株式会社 メディカルカンファレンスセンター東京 アドバンス認定

関東 山内　聡子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 山内　康生 ㈱読売旅行 海外旅行本部

関東 山内　悠平 株式会社JTB グランツリー武蔵小杉

関東 山浦　紗星 阪急交通社 海外営業３部２課１係

関東 山﨑　麻州伽 株式会社エイチ・アイ・エス　 池袋本店

関東 山崎　葵 株式会社JTB

関東 山﨑　絢加 近畿日本ツーリスト 上田支店 アドバンス認定

関東 山崎　麻衣 株式会社エイチ・アイ・エス 横浜本店

関東 山崎　世莉奈 株式会社　日本旅行 千葉支店

関東 山﨑　陽子 株式会社JTB トラベルゲート大宮 アドバンス認定

関東 柳澤　彩 (株) ベルトラ なし

関東 柳澤　香織 株式会社エイチ・アイ・エス 法人団体専門店事業部

関東 柳澤　優子 株式会社欧州エキスプレス 渋谷 アドバンス認定

関東 柳澤　朋子 西武トラベル㈱

関東 柳内　愛子 株式会社JTB 大井町イトーヨーカドー店 アドバンス認定

関東 谷野　貴美子 株式会社JTB ﾄﾗﾍﾞﾗﾝﾄﾞｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店

関東 矢野　明子 株式会社JTB トラベルゲート渋谷 プレミアム・スペシャリスト

関東 八代　明美 株式会社JTB ららぽーと湘南平塚店

関東 安田　大地 株式会社JTB グループ旅行センター アドバンス認定

関東 安川　知絵 株式会社JTB コクーンシティ店 アドバンス認定

関東 安川　凜 株式会社JTB 光が丘ＩＭＡ店 アドバンス認定

関東 矢澤　綾子 ブリヂストンビジネスサービス(株) 本社



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関東 矢澤　裕美 株式会社JTB ノースポートモール アドバンス認定

関東 横尾　星 株式会社エイチ・アイ・エス 本社 アドバンス認定

関東 横澤　彩 株式会社日本旅行 上大岡京急支店

関東 横山　清貴 株式会社JTB 新宿第二事業部

関東 米山　亜里沙 オーストラリア政府観光局 特になし アドバンス認定

関東 尹　錫永 株式会社エイチ・アイ・エス 本社

関東 萬　愛子 クオニイジャパン 東京

関東 吉田　あかり 株式会社トラベルプラザインターナショナル 仕入企画部 地上仕入企画課 アドバンス認定

関東 吉田　安那 株式会社日本旅行 京橋中央通り支店

関東 吉田　健吾 JTA JAPAN 東京営業所 アドバンス認定

関東 吉田　諒平 楽天株式会社（トラベル事業） 本社

関東 吉田　智子 株式会社JTB 豪亜部オセアニア企画

関東 吉田　唯花 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関東 吉枝　健一 株式会社ユーラシア旅行社 本店

関東 吉原　あおい 株式会社　エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス表参道

関東 吉原　千華子 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行 旅のコンシェルジュ アドバンス認定

関東 吉原　実希 (株) エス・ティー・ワールド 渋谷駅前店

関東 芳井　麻実子 株式会社JTB イオンモール座間店 プレミアム・スペシャリスト

関東 吉井　信行 (株) アールアンドシー　ツアーズ 仕入販売部

関東 吉井　信行 (株)TELA企画 営業統括部

関東 吉川　泰史 ㈱日本旅行 東日本営業本部

関東 吉村　裕美 グローバルスカイエデュケーション株式会社 本社

関東 吉村　恵 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 東京営業所

関東 吉長　大輔 株式会社クオニイジャパン 東京本社

関東 吉成　宙 株式会社ミキ・ツーリスト 浜松町本社

関東 吉岡　佳奈子 株式会社JTB 横須賀モアーズシティ店

関東 吉岡　沙也伽 株式会社JTB 木場イトーヨーカドー店

関東 吉岡　貫太 株式会社JTB トラベルゲート上野

関東 吉岡　航 （株）小田急トラベル 海外旅サロン（店舗）

関東 吉岡　康人 近畿日本ツーリスト(株) 首都圏西団体旅行支店

関東 四元　亮一 株式会社JTB 海外仕入商品事業部 団体部 アドバンス認定

関東 幸　淳子 (株) ウェブトラベル ＳＯＨＯ型　見積・販売

関東 行松　孝純 トラベルビジョン株式会社

関東 尹　陽春 (株)JTBグローバルマーチャンダイジング＆サポート （GMS） 東京本社 アドバンス認定

関東 湯澤　ゆみ香 株式会社ＨＩＳ 新宿アバンティ＆オアシス

関東 図師　里佳 (株) エス・ティー・ワールド 営業部

北陸 岩堀　由佳代 北陸旅行株式会社 本社 アドバンス認定（満点合格）

北陸 駒見　由佳 JTB 富山大和 アドバンス認定

中部 阿部　景子 株式会社JTB 事業統括部　推進チーム アドバンス認定

中部 安達　勝熙 (株) エイチ・アイ・エス エアポートウォーク名古屋営業所

中部 アギレ　奈奈 株式会社エイチ・アイ・エス 中部予約センター

中部 赤松　茂子 株式会社　日本旅行 中部海外旅行商品部

中部 秋良　有紀 株式会社JTB 名古屋金山店 アドバンス認定

中部 秋冨　恵美理 シティツアーズ 菰野店

中部 秋山　未津紀 株式会社エイチ・アイ・エス 中部予約センター

中部 天野　美咲 （株）近畿日本ツーリスト中部 アピタ刈谷営業所 アドバンス認定

中部 天野　智子 株式会社ディパーチャーズ 本店 アドバンス認定

中部 安藤　真弓 株式会社JTB 名古屋事業部

中部 安藤　沙緒里 株式会社JTB イオンスタイル豊田店 アドバンス認定

中部 安藤　佑里華 エイチ・アイ・エス イオンモール各務原

中部 青木　康平 株式会社JTB 団体旅行半田支店　教育旅行営業

中部 青山　貴子 株式会社JTB 中部販売本部

中部 青山　裕紀 株式会社エイチ・アイ・エス イオンモール各務原営業所

中部 新井　美津子 株式会社JTB イオンモール松本店 アドバンス認定

中部 浅井　三喜子 株式会社ト－ク開発 本店

中部 浅井　知子 株式会社JTB 販売促進部販売促進チーム

中部 浅井　義夫 株式会社ト－ク開発 本店

中部 浅菜　一樹 株式会社ジェイエスティ 本社

中部 浅野　晃司 株式会社エイチ・アイ・エス　 企画チーム

中部 東　奈穂子 （株）ユー・ツアー・サービス

中部 田頭　峻 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 土井　美登里 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 名古屋コールセンター

中部 江川　志保 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 江本　直樹 （株）ワールドコネクション 本社 アドバンス認定（満点合格）

中部 江本　知世 株式会社JTB 名古屋松坂屋店　店頭販売

中部 馮　悦 (株) エイチ・アイ・エス 名駅営業所

中部 藤川　奈央 (株) ワタベウェディング 名古屋グランドプラザ

中部 藤岡　あかり (株) エイチ・アイ・エス 名古屋団体営業所

中部 深谷　奈津子 阪急交通社 海外旅行2課

中部 福井　昭人 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 法人営業名古屋支店

中部 福井　真美 株式会社JTB 名古屋事業部　営業推進課 アドバンス認定

中部 福島　亜有美 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売

中部 福島　早織 ワタベウェディング株式会社 名古屋グランドプラザ

中部 古田　保廣 株式会社旅考俱楽部 本社営業所

中部 古津　千裕 株式会社JTB 名古屋今池店

中部 不破　理恵 ㈱ジェイエスティ

中部 後藤　佳菜 株式会社エス・ティー・ワールド 名古屋支店

中部 河　里奈 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 羽場　彩由美 株式会社アイシン・コラボ 本社

中部 浜田　龍 アークスリーインターナショナル 名古屋支店 アドバンス認定

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

中部 半田　翔悟 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 名古屋営業所

中部 羽根田　貴博 （株）三重交通第一旅行会 営業

中部 原田　珠実 株式会社JTB 名古屋松坂屋店

中部 長谷川　勝則 一般社団法人　日本旅行業協会 中部事務局

中部 長谷川　武広 トラベル デザイン インターナショナル

中部 長谷川　武郎 株式会社日本旅行 中部営業本部 アドバンス認定

中部 早川　まゆみ 株式会社JTB イオンモール名古屋茶屋店 アドバンス認定



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

中部 早川　理恵 株式会社JTB 営業部

中部 林　かほり (株)トラベルマネジメントシステム

中部 林　優文 株式会社ビッグトラベル 本社

中部 林　美朝子 (株) ワタベウェディング 名駅店

中部 林　彩織 株式会社ジャルセールス 名古屋支店 アドバンス認定

中部 林　ゆかり 株式会社JTB 企画仕入部企画チーム

中部 日比野　春菜 株式会社　エイチ・アイ・エス イオンモール各務原営業所

中部 東野　靖子 エイチ・アイ・エス 企画

中部 平林　千佳 ワールドブライダル 西日本営業課

中部 平野　杏奈 株式会社エイチ・アイ・エス 中部予約センター

中部 平野　まどか 株式会社エイチ・アイ・エス　 企画チーム

中部 平田　祐二 （株）セイコートラベルサービス 営業所長

中部 広浜　麻衣 株式会社エイチ・アイ・エス 金山支店

中部 林　裕人 H.I.S.中部 店頭販売

中部 菱川　尚美 株式会社　オーバーシーズトラベル 予約手配課

中部 本多　由紀子 トヨタツーリスト メグリア藤岡センター

中部 堀　貴哉 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売

中部 堀　純香 トラベルマネジメントシステム 名古屋サロン

中部 堀部　沙織 株式会社JTB 中部販売本部

中部 堀井　久子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部海外企画センター

中部 堀川　丹子 ㈱ハウインターナショナル 名古屋営業所 アドバンス認定

中部 星子　めぐみ ㈱マスターズインターナショナル

中部 星野　優盛 株式会社JTB 中部販売本部

中部 細谷　丈二 株式会社チックトラベルセンター 本社

中部 堀田　藍理 株式会社エイチ・アイ・エス 四日市営業所

中部 堀田　美香子 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 名古屋営業所

中部 市原　幸奈 株式会社JTB 名古屋原店

中部 市橋　淳子 名鉄観光サービス㈱ 商品企画

中部 市川　真空 株式会社エイチ・アイ・エス 金山営業所

中部 市川　友里恵 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 浜松支店

中部 飯田　晃 株式会社JTB 中部販売本部

中部 池田　麻衣子 （株）欧州エキスプレス 名古屋営業所 アドバンス認定

中部 池谷　哲志 ＪＴＢ 中部提携販売部 アドバンス認定

中部 今枝　永梨香 株式会社　エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス　名駅店

中部 今井　英樹 阪急交通社 中部営業本部

中部 今井　さつき (株) エイチ・アイ・エス アバンティ&オアシス名古屋栄

中部 今泉　ありさ 株式会社エイチ・アイ・エス 豊橋

中部 井村　祐子 パシフィックリムツアーズ

中部 井上　敦志 ANAセールス株式会社 中部支社　販売部　販売課

中部 乾　由香里 キャセイパシフィック航空会社 旅客販売部

中部 犬飼　忠志 株式会社NTS中部支社 ユニット販売

中部 石寺　沙織 ㈱ＮＴセブンス トラベルセブンス

中部 石川　千代美 AUSTY　PTY　LTD（株） 名古屋支店

中部 石川　元子 株式会社JTB ロイヤルロード銀座　名古屋店 アドバンス認定

中部 石川　望美 シティツアーズ 一宮店

中部 石川　勉 日本旅行業協会（JATA) 中部事務局

中部 板垣　さゆり 北陸旅行 業務

中部 伊藤　あずさ 株式会社JTB 掛川アピタ店 プレミアム・スペシャリスト

中部 伊藤　奈美 ㈱クロノス・インターナショナル 予約

中部 伊藤　玲子 トラベルデスク・インターナショナル

中部 伊藤　俊也 株式会社　日本旅行オーエムシートラベル 本社　営業企画部

中部 伊藤　佳実 株式会社JTB ロイヤルロード銀座名古屋店

中部 伊藤　有紀 H.I.S.中部 店頭販売

中部 伊藤　由理 ㈱クロノス・インターナショナル 名古屋支店

中部 岩瀬　圭一郎 プレイガイドツアー 営業部

中部 岩瀬　透 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部営業本部

中部 岩田　仁志 一般社団法人　日本旅行業協会 中部事務局

中部 加知　江梨 (株) 名鉄観光サービス 名鉄百貨店旅行サロン

中部 神戸　友利恵 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 名古屋中央営業所

中部 上出　玲子 株式会社JTB トラべランドイオンナゴヤドーム前ショッピングセンター店

中部 神尾　理恵 ㈱農協観光 東海統括事業部

中部 神谷　仁史 ㈱オレンジツーリスト

中部 神谷　めぐみ (株) オーバーシーズトラベル 手配課

中部 坂上　佳奈 株式会社JTB 店頭販売

中部 金田　ひなた 株式会社ワールドブライダル 名古屋

中部 金子　愛 株式会社エイチ・アイ・エス 大名古屋ビルヂング営業所 アドバンス認定

中部 兼子　沙織 株式会社阪急交通社 中部支店

中部 金子　弥生 株式会社JTB ヨシヅヤ名西店

中部 加藤　かおり 株式会社JTB 名古屋駅前店 アドバンス認定

中部 加藤　久美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) イオン柳津

中部 加藤　真穂 株式会社JTB イオンモール長久手店

中部 加藤　美知子 株式会社JTB 稲沢リーフウォーク

中部 加藤　美結 (株) エイチ・アイ・エス 名駅営業所

中部 加藤　奈津美 株式会社エイチ・アイ・エス 店頭販売

中部 加藤　理沙 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 ランド手配

中部 加藤　幸子 H.I.S.中部 店頭販売

中部 加藤　佐織 (株) オーバーシーズトラベル 手配課

中部 加藤　紗織 株式会社エイチ・アイ・エス　 教育・研修セクション

中部 加藤　大喜 シティツアーズ弥富店 店舗営業部

中部 加藤　智子 株式会社JTB アル・プラザ鶴見店

中部 加藤　悠史 H.I.S.中部 店頭販売

中部 川原　幸輔 （株）ワールドコネクション 本社

中部 河合　武史 株式会社ミキ・ツーリスト 名古屋支店

中部 川西　知子 ワールドホリデーズ 本社

中部 川崎　悠加 ガルーダ・オリエントホリデーズ・ジャパン㈱

中部 川島　宏美 キャセイパシフィック航空会社 旅客販売部

中部 木田　修 （株）トラベルリンクス 名古屋

中部 木原　藍子 株式会社トラベルマネジメントシステム 名古屋トラベルサロン アドバンス認定



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

中部 菊地　みどり 株式会社エイチ・アイ・エス 名古屋団体営業所

中部 木全　真夕奈 (株) エイチ・アイ・エス 栄本店

中部 岸川　雄基 株式会社エイチ・アイ・エス 津営業所

中部 倉田　麻衣 株式会社エイチ・アイ・エス 本山営業所

中部 小林　崇子 名鉄観光サービス㈱

中部 小林　幸恵 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) アピタ豊田元町営業所

中部 河野　いわお ㈱　ＪＦＦ 本社

中部 小島　朱理 トヨタツーリスト メグリア本店センター店

中部 小島　啓輔 株式会社ミキ・ツーリスト 名古屋支店

中部 小島　由衣 (株) エイチ・アイ・エス イオンモール各務原営業所

中部 國領　千裕 ㈱農協観光 東海統括事業部

中部 近藤　圭介 株式会社JTB 中部販売本部

中部 近藤　りか 株式会社　エイチ・アイ・エス 一宮

中部 鴻巣　友也 ㈱旅工房 名古屋支店ビーチセクション

中部 小坂　英宣 (株) ワールドコネクション 名古屋本社

中部 樹神　幸世 トラベルマネジメントシステム 名古屋トラベルサロン アドバンス認定

中部 隈部　真由美 タビックスジャパン 名古屋支店

中部 熊澤　克哉 株式会社JTB 中部販売本部

中部 久野　彩花 (株) エイチ・アイ・エス 名駅営業所

中部 倉員　愛子 株式会社JTB 教育旅行名古屋支店　営業課

中部 栗木　裕史 株式会社JTB 航空仕入部

中部 栗山　未乃理 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所 アドバンス認定（満点合格）

中部 黒木　仁志 株式会社　近畿日本ツーリスト中部 イオン柳津営業所

中部 黒野　奈菜美 名阪近鉄旅行㈱ 一宮旅行センター

中部 黒沢　絵理 株式会社JTB 安城南アピタ アドバンス認定

中部 車本　浩規 日新航空サービス 名古屋支店

中部 草場　健太 株式会社ミキ・ツーリスト 名古屋支店

中部 草野　義昭 ワールドコネクション 国際戦略室

中部 草柳　貴文 株式会社エイチ・アイ・エス 四日市営業所

中部 桑原　良江 株式会社エイチ・アイ・エス　 企画チーム

中部 桑原　宏枝 株式会社イマジネーションプロジェクト セブレア　トラベル

中部 桒山　明日香 株式会社JTB イオンモール大高店

中部 町田　克英 キャセイパシフィック航空会社 営業

中部 前田　可奈子 株式会社JTB ジェイネット浜松 アドバンス認定

中部 前川　浩美 株式会社JTB 営業部　豪亜チーム

中部 前島　留美 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋支店

中部 前島　三津江 オリエントトラベル 飯田店 アドバンス認定

中部 鉤　裕美子 H.I.S.中部 店頭販売

中部 真野　葉月 株式会社JTB イオンモール熱田店

中部 間瀬　喜則 トラベルデザインインターナショナル 本店 アドバンス認定

中部 増田　正典 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部海外仕入商品企画部

中部 増田　衣里 ㈱ツーリストアイチ バロー城山店

中部 増本　恵理 株式会社エイチ・アイ・エス　 手配・発券チーム

中部 松川　幸恵 ㈱日本トラベランド　名古屋支店 店頭販売

中部 松本　あずさ 株式会社JTB ウエディンフプラザ名古屋本店

中部 松本　幸穂 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) イオンモール木曽川営業所

中部 松永　千紘 株式会社エイチ・アイ・エス 栄本店 アドバンス認定

中部 松永　紗喜 株式会社エイチ・アイ・エス　 メディア予約センター

中部 松並　ひろみ ワタベウェディング 岐阜ラウンジ アドバンス認定

中部 松野　麻実 株式会社JTB 販売促進部販売促進チーム

中部 松岡　秀明 ㈱オーバーシーズトラベル 名古屋支店 アドバンス認定

中部 松岡　道弘 ㈱オーバーシーズトラベル 名古屋支店

中部 松岡　由稀 株式会社JTB 岐阜マ－サ２１店 アドバンス認定

中部 松浦　杏奈 株式会社エイチ・アイ・エス 栄大津通り

中部 松浦　敏夫 Southern Travelnet 名古屋営業所

中部 蓑島　美香 （株）トラベルマネジメントシステム 本社

中部 三輪　八千恵 キャセイパシフィック航空 名古屋営業支店

中部 宮地　歌織 株式会社JTB 店頭販売

中部 宮里　ゆかり 株式会社JTB 企画仕入部・企画チーム

中部 水井　芳樹 株式会社ＵＣＳ トラベルデスク

中部 水野　英子 株式会社JTB 知立ギャラリエアピタ店

中部 水野　仁美 (株) エイチ・アイ・エス ツアー企画チーム

中部 水野　志津 キャセイパシフィック航空会社 名古屋旅客営業支店

中部 水野　由紀子 株式会社エイチ・アイ・エス 豊田営業所 アドバンス認定

中部 水田　芳江 中日旅行会 旅行部

中部 水谷　晃 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 水谷　奈保子 (株) エイチ・アイ・エス 岐阜営業所

中部 水谷　貴政 株式会社トラベルプロインターナショナル 本社 アドバンス認定

中部 森川　美佳 株式会社JTB 富山アピタ店 アドバンス認定

中部 森本　峯子 株式会社JTB イオンモール大垣店

中部 森岡　裕也 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 森島　綾奈 (株) ジェイアール東海ツアーズ ＪＲゲートタワー支店

中部 森田　亜由美 シンガポール航空 名古屋支店

中部 森山　紗央里 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売

中部 村上　嘉基 (株) エイチ・アイ・エス イオンモール各務原営業所

中部 村瀬　まゆか 株式会社フォーエバートラベル 名古屋営業所

中部 村瀬　好美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) イオンモール木曽川営業所

中部 村瀬　慶美 （株）ユー・ツアー・サービス 本社

中部 村田　安由美 名鉄観光サービス　株式会社 名古屋中央支店

中部 武藤　恵美 ワタベウェディング株式会社 名古屋グランドプラザ

中部 武藤　晴香 株式会社JTB 名古屋エアポートウォーク店

中部 長濱　千佳 エイチ・アイ・エス 中四国事業部

中部 仲誠　司

中部 中本　佳奈 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 中村　安信 ㈱クロノス・インターナショナル 営業

中部 中村　友香 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) リーフウォーク稲沢

中部 中村　祐子 株式会社JTB 金沢アピタ店 アドバンス認定

中部 中西　彩 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

中部 中野　広菜 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売

中部 中野　未那 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) ギャザ豊田営業所

中部 中島　藤隆 (一社)愛知県旅行業協会 事務局

中部 中島　希実 (株) エイチ・アイ・エス 刈谷営業所

中部 中島　隆文 （株）名鉄観光サービス 海外旅行部

中部 中塚　千和 株式会社エイチ・アイ・エス 大名古屋ビルヂング営業所

中部 中山　奈緒美 株式会社JTB 教育旅行名古屋支店　手配課

中部 難波　隆幸 トラベルマネジメントシステム

中部 斜木　真由 株式会社JTB ユメリア徳重店 アドバンス認定

中部 南谷　幹孝 株式会社　農協観光 中部統括事業部

中部 生川　千鶴 株式会社JTB 教育旅行名古屋支店　手配課

中部 古橋　奈月 株式会社JTB 中部販売本部

中部 名和　伸郎 株式会社日本旅行 中部海外旅行センター

中部 二橋　朋美 名鉄観光サービス（株） 商品事業本部海外旅行部

中部 ニ橋　朋美 名鉄観光サービス株式会社 商品事業本部 アドバンス認定

中部 新美　香織 株式会社JTB 名古屋金山店

中部 二村　三智子 株式会社イマジネーションプロジェクト セブレア　トラベル

中部 西垣　天法 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 名古屋営業所

中部 西尾　彩乃 チックトラベルセンター 本社

中部 西尾　安代 (有)旅工房

中部 西谷　総子 ＯＰＡクリエイトインターナショナル 本社

中部 西谷　花歩 H.I.S.中部 店頭販売

中部 野田　真弓 株式会社JTB

中部 野口　笑実 株式会社JTB 提携販売事業部名古屋支店 アドバンス認定

中部 野村　緑 株式会社JTB 中部販売本部販売促進部販売促進チーム

中部 野々山　誌乃 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス名古屋栄

中部 沼畑　那奈美 株式会社エイチ・アイ・エス 名古屋パルコ

中部 沼澤　怜 ㈱中央トラベル 三好店

中部 小原　由美子 (株) 名鉄観光サービス 栄地下支店

中部 小幡　久実子 日本旅行 愛知東支店 アドバンス認定

中部 尾畑　亨 株式会社阪急交通社 市場開発

中部 織田　憲二 (株) ジェイエスティ 名古屋本社

中部 小川　絵美 株式会社JTB 企画仕入部企画チーム

中部 小川　晴子 N-1 tour gifu

中部 小川　美樹 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 店頭販売

中部 小川　直美 (株) クロノス・インターナショナル 名古屋支店

中部 小川　晶子 N-1 tour gifu

中部 小川　祐希 アイシンコラボ 刈谷本店

中部 小栗　敢 (株) クロノス・インターナショナル 名古屋支店

中部 小原　悟 G2トラベルジャパン㈱ 名古屋支店

中部 大橋　年光 JATA 日本旅行業協会 中部事務局

中部 大岡　譲司 株式会社エイチ・アイ・エス 中部営業本部ツアー企画チーム

中部 大脇　奈穂美 株式会社JTB ｍｏｚｏワンダーシティ

中部 岡　果菜子 (株) エイチ・アイ・エス 中部営業事業部

中部 岡田　麻衣 (株) ワタベウェディング 名駅店

中部 岡村　真由 JTBメディアリテーリング 中部事業部 アドバンス認定

中部 岡村　紗希 (株)エイチ・アイ・エス 大名古屋ビルヂング

中部 岡野　知子 株式会社JTB 稲沢リーフウォーク店 プレミアム・スペシャリスト

中部 大川原　綾香 農協観光 中部統括事業部 アドバンス認定

中部 奥村　香奈 ワタベウェディング株式会社 挙式

中部 奥山　菜瑛佳 (株) エイチ・アイ・エス 名駅営業所

中部 大村　奈津子 ワタベウェデイング株式会社 中部提携販売チーム

中部 大西　桂澄 株式会社エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 大野　晃敬 株式会社　日本旅行 中部海外旅行商品部

中部 大野　綾子 東武トップツアーズ株式会社 中部海外旅行センター

中部 小野田　奈津子 株式会社JTB 事業統括部推進チーム

中部 小野木　啓子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) リーフウォーク稲沢

中部 大谷　則明 株式会社クレセント(クレセント トラベル) 本社営業所 アドバンス認定

中部 大附　璃瑠菜 ワタベウェディング株式会社 名駅店

中部 大脇　真太郎 株式会社エイチ・アイ・エス 中部団体企画・手配 アドバンス認定

中部 大矢　祐加 株式会社　第一観光 四日市北店

中部 尾関　知加子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部海外企画センター

中部 小関　薫 株式会社近畿日本ツーリスト中部 イオン柳津営業所

中部 齊藤　詠子 株式会社JTB 提携販売事業部名古屋支店

中部 坂根　真佐美 株式会社JTB 岡崎店 プレミアム・スペシャリスト

中部 佐久間　享子 株式会社JTB 法人営業名古屋支店

中部 櫻井　麻衣可 株式会社JTB 藤ヶ丘清水屋

中部 桜井　憲子 トラベルパレット 本社

中部 三田　亜希子 AUSTY　PTY　LTD（株） 名古屋支店

中部 三後　光央 （株）ワールドコネクション 本社

中部 佐野　綾愛 株式会社JTB なるぱーく店

中部 佐々木　真理 日本旅行 名古屋栄支店 アドバンス認定（満点合格）

中部 佐藤　裕美 株式会社エイチ・アイ・エス　 手配・発券チーム

中部 佐藤　仁美 トラベルマネジメントシステム 名古屋トラベルサロン

中部 佐藤　誉 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 佐藤　薫 ジェイエッチシー㈱ 関西営業本部　中部地区担当 アドバンス認定

中部 佐藤　啓太 （株）ツーリストアイチ サンマルシェ旅行サロン

中部 佐藤　絹 クラブツーリズム株式会社 名古屋テーマ旅行センター

中部 佐藤　麻里 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) イオン柳津営業所

中部 澤田　昭宏 日通旅行株式会社 名古屋支店

中部 瀬口　運志 (株) Sunlightstudio　 本部

中部 千田　寛久朗 （株）ビューティフルツアー ブライダル営業部

中部 柴田　みどり 株式会社JTB 名古屋金山店

中部 渋谷　藍音 ㈱中央トラベル 安城店

中部 島貫　菜津子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部海外企画センター

中部 清水　さおり 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 名古屋コールセンター

中部 清水　津也 株式会社JTB 　　津支店

中部 篠田　愛友 株式会社エイチアイエス 大名古屋ビルヂング営業所 アドバンス認定



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

中部 四戸　若菜 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 シュウイット　恵楓 株式会社ジャルセールス 中部支社

中部 菅井　有紀子 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 杉本　由紀子 (株) ワタベウェディング 名駅店

中部 杉田　恵 （株）トラベルプラザインターナショナル中部 企画・手配

中部 杉浦　綾子 (株)トラベルマネジメントシステム 名古屋本社

中部 杉浦　克彦 グラージュ株式会社

中部 杉浦　早紀 （株）トラベルマネジメントシステム 名古屋本社

中部 杉山　良子 ワタベウェディング株式会社 名駅店

中部 杉崎　翔 H.I.S.中部 店頭販売

中部 須﨑　悠 株式会社エイチ・アイ・エス 津営業所

中部 鈴木　智賀 AmiTourWedding 名古屋本店

中部 鈴木　康平 株式会社エイチ・アイ・エス ヒルズウォーク徳重営業所

中部 鈴木　めぐみ グラージュ株式会社 本社営業所 アドバンス認定

中部 鈴木　理恵 (株)農協観光　 中部統括事業部

中部 鈴木　俊成 ㈱日本トラベランド　名古屋支店 営業

中部 鈴木　ゆかり 株式会社ニッコウトラベル 名古屋支店

中部 鈴木　由美子 JST 株式会社ジェイエスティ 名古屋

中部 鈴木　ゆり 株式会社日本旅行 中部エ-ジェント支店

中部 田畑　友季野 (株) 名鉄観光サービス 栄地下支店 アドバンス認定

中部 田渕　宜親 ワールドコネクション 外販営業部

中部 田知　悦子 株式会社JTB 中部販売本部

中部 田口　樹 株式会社JTB イオンモールナゴヤドーム前

中部 田口　靖子 株式会社アトラス ネット販売

中部 田口　友貴子 株式会社　エイチ・アイ・エス 中部営業本部　ツアー手配チーム

中部 高木　南海 日本旅行 岐阜支店

中部 高木　良保 (株) オーバーシーズトラベル 名古屋支店

中部 高橋　美帆子 ＯＰＡクリエイトインターナショナル 本社 プレミアム・スペシャリスト

中部 高橋　由衣 ジェイアール東海ツアーズ 一宮支店

中部 高間　瑛子 (株) エイチ・アイ・エス 豊田営業所

中部 高松　真由子 株式会社JTB 知多イトーヨーカドー店

中部 高田　由香 株式会社JTB 富山大和店

中部 武田　悦子 株式会社JTB 海外旅行課

中部 武田　慎 クラブツーリズム株式会社 名古屋海外旅行センター アドバンス認定

中部 武田　貴之 株式会社エイチ・アイ・エス 名古屋パルコ営業所

中部 竹内　綾奈 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 竹内　恵美 シティツアーズ 菰野店

中部 多氣　大作 キャセイパシフィック航空会社 名古屋旅客営業支店

中部 田村　泉美 キャセイパシフィック航空会社 名古屋旅客営業支店

中部 田中　純 ティースタイル 本社

中部 田中　敬 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 中部海外仕入商品企画部

中部 田中　拓也 アイエシイ・トラベル 造成担当

中部 田中　由美 株式会社JTB 可児プラザパティオ店

中部 種田　有里子 ミキツーリスト 名古屋支店 アドバンス認定

中部 谷　怜葉 株式会社エイチ・アイ・エス　 店頭販売

中部 谷口　悦子 ＡＮＡセールス株式会社 法人販売部　顧客販売課

中部 谷口　夏帆 株式会社JTB イオンモール長久手店

中部 谷村　有紀 ＫＮＴツーリスト 店頭販売

中部 田代　麻衣 JR東海ツアーズ 一宮支店

中部 寺井　貫 ㈱ジェイエスティ

中部 寺嶋　めぐみ 株式会社JTB ららぽーと磐田

中部 寺西　慶太 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) イオン柳津

中部 寺西　慶太　 近畿日本ツーリスト中部 アクアウォーク大垣営業所

中部 寺西　正 旅工房 本社営業所

中部 土岐　隆文 ㈱日本旅行 名古屋法人営業支店・名古屋教育旅行支店

中部 富永　彩子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 冨岡　浩 シニア旅行カウンセラーズ名古屋 営業

中部 冨田　明翠夏 株式会社JTB 名古屋ユニモール店

中部 冨田　理絵子 株式会社エイチ・アイ・エス 浜松営業所

中部 外崎　琢也 JTA JAPAN株式会社 名古屋営業所

中部 鳥井　由香 株式会社JTB 中部販売本部　販売促進部　

中部 壷井　麻耶 株式会社JTB 事業統括部　推進チーム アドバンス認定

中部 土田　優菜 株式会社エイチ・アイ・エス 豊橋支店

中部 辻　明子 名鉄観光サービス㈱

中部 辻　佳奈 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 辻　典子 欧州エキスプレス 名古屋営業所 アドバンス認定（満点合格）

中部 塚原　直 AmiTourWeding 名古屋伏見店

中部 鶴田　那央 ワタベウェディング株式会社 名古屋グランドプラザ

中部 内田　真由美 株式会社JTB イオンモール大高店

中部 内田　隆睦 ㈱クロノス・インターナショナル 名古屋支店

中部 内山　さやか 株式会社JTB 営業部

中部 内山　真帆 株式会社JTB 名古屋今池店

中部 上田　克史 株式会社インプレストラベル

中部 植田　小百合 (株) エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 若山　紗由美 株式会社JTB メディアリテーリング中部事業部

中部 和久　千紗 株式会社オーバーシーズトラベル 手配課

中部 渡邉　香織 ＪＴＢ 御嵩ラスパ店

中部 渡邉　照代 旭サービス㈱ 業務全般

中部 渡瀬　礼奈 株式会社エイチ・アイ・エス 岡崎営業所

中部 矢田　由美 株式会社JTB トラべランド尾張旭イトーヨーカドー店

中部 矢島　祥子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 大名古屋ビルヂングプレミアム旅行サロン アドバンス認定

中部 山田　真琴 マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社 金沢本店

中部 山田　康貴 クロノス・インターナショナル名古屋支店 予約課

中部 山田　祐子 近畿日本ツーリスト中部 中部海外企画センター

中部 山上　愛未 株式会社JTB 豊橋支店

中部 山本　陽葉 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) リーフウォーク稲沢

中部 山本　恭子 株式会社JTB 犬山キャスタ店

中部 山本　実佳 株式会社JTB 団体旅行半田支店　教育旅行営業



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

中部 山本　希美 株式会社エイチ・アイ・エス 豊田支店

中部 山本　洋輔 株式会社エイチ・アイ・エス 刈谷支店

中部 山崎　圭一 日本トラベランド 仕入課

中部 保田　梨恵 株式会社JTB 中部販売本部

中部 安田　汐里 (株) エイチ・アイ・エス 岐阜営業所 アドバンス認定

中部 安田　珠美 旅の森

中部 八津川　夏美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) リーフウォーク稲沢

中部 依田　千尋 （株）日本旅行 岐阜支店 アドバンス認定

中部 横井　菜月 株式会社エイチ・アイ・エス　 リーフウォーク稲沢

中部 横井　圭広 フレックスインターナショナルツアーズ 名古屋支店

中部 横田　恵子 OMCトラベル 名古屋東

中部 米山　知代 株式会社JTB 鈴鹿アクロスプラザ店

中部 吉田　優香 （株）日本旅行 愛知東支店

中部 吉田　有李 エス・ティー・ワールド 名古屋栄店

中部 吉川　理恵 ㈱日本トラベランド　名古屋支店 店頭販売

中部 吉川　由里子 北陸旅行 業務

中部 吉元　香織 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 名古屋営業所

中部 吉元　光輝 ワタベウェデイング株式会社 中部提携販売チーム

中部 吉岡　麗沙 ㈱クロノス・インターナショナル 名古屋支店 アドバンス認定

中部 吉岡　里奈 株式会社JTB 尾張旭IY店

中部 豊嶋　由香 ㈱イマジネーションプロジェクト セブレア

中部 弓矢　久美子 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 名古屋コールセンター プレミアム・スペシャリスト

関西 阿知波　裕介 ㈱日本旅行 関西企画旅行支店

関西 相原　結衣 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 秋田　まゆみ (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 青山　愛 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 青山　愛実 株式会社JTB 豪亜チーム

関西 荒井　沙友里 株式会社エイチ・アイ・エス イオンモール和歌山営業所

関西 浅田　有哉 株式会社JTB 法人営業中央支店 アドバンス認定

関西 浅原　佑亮 エイチ・アイ・エス 梅田本店アメリカ専門店 アドバンス認定

関西 粟井　裕賀 農協観光 海外オペレーション

関西 東　真也 (株) クオニイジャパン 営業二課

関西 ブラウン　真理 株式会社エキスパート 店頭販売

関西 千原　貴美子 株式会社JTB アメリカオセアニアチーム

関西 檀上　信子 日本旅行オーエムシートラベル 塚口店

関西 段上　美由紀 株式会社エイチ・アイ・エス もりのみやｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

関西 デラート　ジャクソン(株) エイチ・アイ・エス 梅田本店　アメリカ・オセアニア専門店

関西 土井　貴美子 株式会社阪急交通社 大阪フレンドツアーセンター

関西 江口　征彦 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 英山　正枝 フレックスインターナショナルツアーズ 西日本営業本部

関西 江本　亜弥 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 遠藤　麻美 株式会社エス・ティー・ワールド ムーンシェル大阪梅田サロン

関西 方　敏 チャイナウィング有限会社 本社

関西 藤井　博典 トラベルベストパートナー 営業

関西 藤井　久美 株式会社　ウェブトラベル 奈良営業所 アドバンス認定

関西 藤本　健二 （株）トラベルプランインターナショナル 本社

関西 藤本　優子 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 藤永　昌士 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 藤澤　里佳子 (株) エイチ・アイ・エス 梅田本店　アメリカ・オーストラリア専門店 アドバンス認定

関西 藤田　めぐみ 株式会社 JTB 個人事業本部 MD推進室

関西 藤田めぐみ 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 藤原　柚葉 株式会社エイチ・アイ・エス 京都アバンティ＆オアシス

関西 深江　雅美 株式会社エスティーワールド 大阪マルビル店

関西 深蔵　有佳里 日本旅行オーエムシートラベル 洛南店

関西 深野浩一 日本航空 関西地区販売部

関西 福田　優実 阪急交通社 大阪

関西 福井　明美 株式会社JTB 個人事業本部

関西 福井　信子 アジアパシフィックジャパン 西日本支店

関西 船山　道弘 （株）タガヤ Grand Pages Travel Salon

関西 古市　貴子 ANAセールス株式会社 関西支社

関西 古川　芽以子 近畿日本ツーリスト(株) 関西イベントコンベンション支店

関西 古川　美和子 ㈱農協観光 関西統括事業部

関西 古川　智子 株式会社JTB ロイヤル事業部

関西 後藤　友紀 日本クルーズ客船株式会社 ツアー課（企画手配）

関西 濱　雅美 (株) エイチ・アイ・エス 京都ヨドバシ アドバンス認定

関西 濱田　久美 株式会社JTB

関西 濱田　典子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 関西ｗｅｂ予約センター

関西 濱藤　拓哉 株式会社クラブコンコルド ラヴィマーナ神戸トラベルサロン アドバンス認定

関西 濱西　織衣 株式会社JTB 明石イトーヨーカドー店

関西 花岡　弘之 株式会社トラベルファクトリージャパン 大阪支店

関西 逢坂　春菜 東武トップツアーズ株式会社 渉外営業

関西 長谷川　輝美 北陸旅行㈱

関西 橋本　大輔 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西営業本部（個）

関西 橋本　佑輝 株式会社エイチ・アイ・エス 心斎橋OPA本店

関西 橋本　和人 株式会社エイチ・アイ・エス ヨドバシ梅田営業所

関西 橋本　亮一 ㈱ブルーム・アンド・グロウ 本店

関西 八田　恵 ANAセールス株式会社 大阪支店

関西 服部　治子 ラクア

関西 服部　里歌 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行 大阪コールセンター アドバンス認定

関西 林　聡子 株式会社JTB 販売促進

関西 林　照代 (株) グローカル 本店

関西 林　智之 東武トップツアーズ㈱ 姫路支店 アドバンス認定

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

関西 東出　忠司 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 人事部

関西 桧原　利奈 (株) クラブコンコルド ラヴィマーナ神戸トラベルサロン

関西 日向　善子 ㈱ウェブトラベル トラベルコンシェルジュ

関西 平野　ますみ （株）日本旅行 店頭販売

関西 平野　祥子 株式会社パーパスジャパン 大阪営業所



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 平田　知己 株式会社UTIジャパン 大阪営業所 アドバンス認定

関西 堀内　好恵 ワタベウエディング株式会社 心斎橋店

関西 廣坂　千代子 （株）日本旅行 店頭販売

関西 久富　梓 株式会社旅工房 大阪支店

関西 本田　高士 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪営業部

関西 本江　真佐代 ワールドブライダル 大阪店

関西 星原　利恵 株式会社JTB 個人事業本部ＭＤ推進室

関西 堀田　香織 株式会社UTIジャパン 大阪営業所

関西 兵頭　美穂 株式会社JTB 関西ルックセンター

関西 井出　唯菜 (株) エイチ・アイ・エス 神戸本店

関西 五十嵐　薫 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 井口　修吉 フラワーツーリスト

関西 池　愛寿 ティースタイル株式会社

関西 池上　祥子 （株）ワタベウェディング 大阪グランドプラザ

関西 池町　友宏 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 今井　浩 株式会社JTB 西日本海外旅行団体販売部

関西 稲葉　秀明 シニア旅行カウンセラーズ 営業

関西 稲葉　實 株式会社インクス（インクスツアー） 本社

関西 井並　康成 (株) エアーリンク 団体営業

関西 猪原　菜央 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 猪又　宜利子 JTBグローバルマーチャンダイジング＆サポート 西日本支店 アドバンス認定

関西 井上 大阪中央支店

関西 犬飼　智尋 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 関西海外企画センター

関西 礒原　功 株式会社ウィル・インターナショナル・トラベル 本社 アドバンス認定

関西 石田　昭子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) デュー阪急山田

関西 石田　早紀 株式会社グローバー・ジャパン 大阪支店

関西 石原　祐子 株式会社JTB 個人事業本部　事業統括部

関西 石谷　麻衣 株式会社ビューティフルツアー 企画営業部

関西 伊須原　忠 日本旅行サービス株式会社 西日本営業部

関西 伊藤　あづさ ㈱日本旅行リテイリング TiS加古川支店 アドバンス認定

関西 伊東　大地 株式会社エイチ・アイ・エス ヨドバシ梅田営業所

関西 伊藤　ルツ子 (株) グローバージャパン 大阪

関西 伊藤　由美 ㈱エイチアイエス 京都団体営業所

関西 井内　誉 ㈱ＪＴＢ 西日本提携販売部 アドバンス認定

関西 岩永　祐子 株式会社JTB 営業１部

関西 巖花　菜絵 ワタベウェディング株式会社 京都四条サロン

関西 巖慎　一朗 株式会社エスティーワールド 大阪マルビル店

関西 岩佐　泰充 株式会社トランスオービット 大阪営業所

関西 岩下　多寿子 株式会社JTB 営業１部

関西 岩谷　美佳 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 城ヶ辻　彩佳 株式会社　ツアーデスク

関西 門林 (株) エイチ・アイ・エス あべのキューズモール営業所

関西 加々美　綾子 株式会社エイチ・アイ・エス 海外団体企画セクション

関西 香川　雅子 株式会社ミキ・ツーリスト 大阪支店

関西 垣下　はるか 株式会社JTB メディア販売事業部

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

関西 亀井　恵美 日本旅行 西日本海外旅行統括部

関西 上谷　純也 株式会社トラベルギャラリー 本社営業所

関西 金谷　直彦 （株）ワタベウェディング 挙式＆旅行販売

関西 金山　美紀子 株式会社JTB 海外旅行仕入販売事業部

関西 兼弘　康平 株式会社エイチ・アイ・エス なんば本店

関西 唐岩　汐里 株式会社JTB 丸亀ゆめタウン店

関西 苅家　博子 株式会社エイチ・アイ・エス エグゼクティブ

関西 笠原　亜由美 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 柏原　千裕 （株）ワタベウェディング 大阪グランドプラザ

関西 加島　栄一 クオニイジャパン 大阪支店 アドバンス認定

関西 柏井　佳代 株式会社ウエブトラベル ネットによる個別対応方式 アドバンス認定

関西 片山　京子 （株）ビューティフルツアー 本社

関西 片山　真紀 (株)地球の歩き方T&E 大阪

関西 片山　茂男 （株）はんなんトラベル 代表取締役

関西 加藤 大阪中央支店

関西 加藤　智子 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング＆サポート

関西 河端　彩夏 (株) エイチ・アイ・エス なんば本店

関西 川端　祥子 株式会社JTB 営業1課

関西 川岸　恭子 ワタベウェディング株式会社 神戸グランドプラザ

関西 川合　悟志 (株) アーク・スリー・インターナショナル 営業

関西 川上　陽子 株式会社エイチ・アイ・エス 関西事業部　教育研修チーム アドバンス認定

関西 川本 株式会社JTB 大阪中央支店

関西 川本　美寿姫 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 川本　一郎 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪営業部

関西 川本　七海 株式会社エイチ・アイ・エス 堺筋本町営業所

関西 川本　裕子 (株) アーク・スリー・インターナショナル

関西 川村　浩一 AITトラベル 本社営業所

関西 川村　みち 株式会社阪神交通社 阪神航空トラベルサロン

関西 川那辺　直美 クオニィジャパン 大阪支店

関西 川田　美和 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行 京都四条営業所

関西 河内　利恵 南海国際旅行

関西 河内　佳秀 キャラバンツアー 大阪支店

関西 栢分　彩香 (株) エイチ・アイ・エス 関西営業本部

関西 木原　哲夫 シンガポール航空 旅客営業部

関西 木下　美恵子 株式会社　日本旅行 Tis京橋支店 アドバンス認定

関西 木佐貫 法人営業大阪支店

関西 北林　晴美 （株）ワタベウェディング 八幡店

関西 北口　陽一 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪支店ＭＩＣＥ団体営業部

関西 北村　勇 （株）日本マイケル

関西 北村　祥子 株式会社JTB 西日本販売本部・営業2部・豪亜AIRチーム

関西 北岡　久人 株式会社トラベルマネジメントシステム 梅田トラベルサロン

関西 北園　美香 東武トップツアーズ株式会社 メディカルカンファレンスセンター



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 木屋　博隆 株式会社JTB 営業1課

関西 清原　和英 ジェットスターグループ

関西 小橋　一貴 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 古林　千佳 JTBグローバルマーチャンダイジング＆サポート 西日本支店 アドバンス認定

関西 小林　和夫 トラベルベストパートナー 営業

関西 小林　万穂 (株) エイチ・アイ・エス 企画チーム

関西 小林　真奈 株式会社エイチ・アイ・エス 大阪アバンティ＆オアシス

関西 小林　正昭 （株）中国インタートラベル

関西 小林　由佳 日本旅行 店頭販売

関西 小濱　一樹 株式会社エイチ・アイ・エス ヨドバシ梅田営業所

関西 小平　翔太 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 小池　未樹 日本旅行 和歌山オークワ内店

関西 小池　伸和 日本旅行サービス 西日本営業部

関西 小島　和也 日本クルーズ客船 本社

関西 小島　美砂 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪営業部

関西 古城　未奈 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 西日本海外仕入商品企画部

関西 國分　大輔 株式会社エイチ・アイ・エス くずはモール営業所

関西 駒井　彩花 (株) エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 駒井　勉 (株)エフネス 大阪支店 アドバンス認定

関西 小松　廣良 ㈱北野ツーリスト

関西 誉田　雅夫 株式会社オーバーシーズ・トラベル 大阪支店

関西 近藤　佑樹 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 近藤　健二 日本旅行 草津支店 アドバンス認定

関西 小西　楓花 株式会社エスティーワールド 大阪マルビル店

関西 紺野　淳 (株) 東武トップツアーズ 関西海外旅行センター

関西 紺野　百合子 ANAセールス株式会社 関西支社

関西 鴻野　純子 株式会社JTB 西日本アメリカオセアニア企画

関西 河野　優子 近畿日本ツーリスト関西 関西海外企画センター

関西 小谷　あかね 近畿日本ツーリスト(株) 神戸支店

関西 小谷　梨沙 株式会社JTB 販売促進部

関西 小谷部　真衣 株式会社エイチ・アイ・エス 関西営業本部

関西 小山　芙沙子　 鹿六トラベルプランナー 企画・販売

関西 小山　裕美 企業組合 シニア旅行カウンセラーズ 営業販売

関西 小山　敬 （株）ビューティフルツアー メディア法人営業部

関西 小山　裕斗 株式会社タガヤ　グランページ 京都

関西 小柳　拓也 （株）タガヤ Grand Pages Travel Salon

関西 小塚　慶子 株式会社JTB 販売促進

関西 工藤　裕子 World Express Osaka Osaka

関西 工藤　直嵩 ワタベウエディング株式会社 心斎橋店

関西 工藤　裕香 株式会社JTB エキマルシェ大阪店 プレミアム・スペシャリスト

関西 熊木　和香菜 クオニィジャパン 大阪支店

関西 熊本　啓子 ワタベウエディング株式会社 心斎橋店

関西 國田　友馬 （株）ビューティフルツアー ブライダル営業部

関西 呉橋　真人 （株）マック 本社

関西 栗原　隆一 有限会社PAOプラス 本店

関西 黒田　龍 (株) エイチ・アイ・エス 企画チーム

関西 黒才　晴夫 株式会社アクアエンタープライズ　アクアバケーション 本社

関西 黒谷　奨 (株) エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス企画手配チーム

関西 黒鳥　孝彦 ㈱日本旅行 西日本海外統括部

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

関西 草野　美英子 株式会社ドゥトラフィック 代表

関西 桑原　亜希子 ガリバーズトラベルエージェンシー(株) 大阪オペレーション部

関西 前田　英里 万達旅運株式会社 営業

関西 前田　はづき （株）日本旅行 店頭販売

関西 前田　里奈 （株）ビューティフルツアー 企画営業部

関西 前原　美紀 株式会社トラベルファクトリージャパン 大阪支店 アドバンス認定

関西 眞島　里佳 株式会社エス・ティー・ワールド 大阪丸ビル店

関西 牧 海外旅行西日本

関西 古賀　まり恵 株式会社JTB 海外旅行部

関西 丸山　雅 株式会社ブルームアンドグロウ

関西 益田　真帆 JTBメディアリテーリング 西日本事業部

関西 増田　真友 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 関西海外企画センター

関西 増田　頌子 日本クルーズ客船㈱ 本社

関西 増田　有美 株式会社エイチ・アイ・エス 生駒営業所

関西 増永　かさね ワールドブライダル 大阪店

関西 松田　秀明 (株) ガリバーズ・トラベル・エージェンシー 大阪営業部　セールス

関西 松田　佳奈 (株) エイチ・アイ・エス 京都四条河原町本店

関西 松田　乃梨子 株式会社JTB 事業統括部推進チーム大阪駐在 アドバンス認定

関西 松田　義廣 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 松井　彩 JTBメディアリテーリング 西日本事業部

関西 松本 株式会社JTB 大阪中央支店

関西 松本　恵巳 株式会社JTB 西日本提携販売部

関西 松尾　陽子 グローバージャパン 大阪支店

関西 松岡　佑弥 株式会社JTB 西日本販売本部・営業2部・豪亜AIRチーム

関西 松下　晃基 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪支店

関西 松下　真弓 (株) 近畿日本ツーリスト 神戸支店(団）

関西 松山　兼士 （株）ビューティフルツアー 店頭販売

関西 松好　貴史 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 道中　瞳 総合ツアーシステム株式会社 大阪支店

関西 三木　紗耶香 株式会社JTB 京都四条支店

関西 南　智子 株式会社クオニイ・ジャパン 大阪営業部

関西 南川　華 (株) エイチ・アイ・エス 企画

関西 三尾　峻佑 株式会社アリス 大阪オフィス

関西 美崎　年克 株式会社JTB 西日本海外旅行団体販売部

関西 三澤　佳裕 株式会社エイチ・アイ・エス アリオ八尾営業所

関西 三谷　和代 エムアイインターナショナル㈱

関西 三谷　陽子 ワタベウェディング株式会社 京都髙島屋店

関西 三戸　麻弓 オクトパストラベル 店頭販売



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 三皷　晴香 株式会社JTB 西日本　提携販売部

関西 宮井　恵子 (株) 近畿日本ツーリスト 大阪法人旅行支店(団）

関西 宮本　彩未 株式会社エイチ・アイ・エス あべのキューズモール

関西 宮本　那々絵 (株) エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 宮本　善文 ㈱農協観光 関西統括事業部 アドバンス認定

関西 宮崎　暁子 株式会社ミキ・ツーリスト 大阪

関西 宮崎　友希加 株式会社　旅工房 心斎橋支店 アドバンス認定

関西 宮澤　正治 総合ツアーシステム株式会社 本社

関西 水垣　篤人 （株）ワタベウェディング 挙式＆旅行販売

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

関西 水上　彩 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 水野　瑛子 株式会社JTB 西日本販売本部・営業2部・豪亜LANDチーム

関西 望月　佑香 トラベルジャーナル 関西支局

関西 杢田　あゆみ 株式会社エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 百野　ひかる 株式会社エイチ・アイ・エス  あべのアバンティ＆オアシス

関西 森　敦子 株式会社クラブコンコルド ラヴィマーナ神戸トラベルサロン

関西 森　麻衣子 シンガポール航空 旅客営業部

関西 森位　浩義 株式会社ツアーデスク 本社 アドバンス認定

関西 森川　美穂 (株)ＪＴＢ 西日本提携販売部

関西 森川　みや子 ㈱日本トラベランド 営業（ハネムーン）

関西 森川　優 ワールドブライダル 大阪店

関西 森本　明莉 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス大阪

関西 森村　信哉 株式会社JTB 法人営業中央支店

関西 森崎　克宏 株式会社セッテ・マーゴ 本店 アドバンス認定

関西 森崎　健一 ANAセールス株式会社 大阪支店

関西 森田　恵子 日本旅行TⅰS福山支店 店頭販売

関西 森田　美由紀 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 店頭販売

関西 森田　紫希 株式会社エス・ティー・ワールド 大阪マルビル店

関西 森谷　陽平 株式会社エスティーワールド 大阪マルビル店

関西 森谷　優菜 株式会社エス・テイー・ワールド 大阪マルビル店

関西 毛利　真依子 読売旅行 関西海外旅行部

関西 村井　麻美 ANAセールス株式会社 関西支社

関西 村上　美緒 (株) エスティーエートラベル 大阪

関西 村上　美雪 日本旅行 Ｔｉｓ倉敷支店

関西 村尾　美佳 株式会社JTB オセアニア企画

関西 村田　千栄 株式会社ワールドブライダル 西日本営業課

関西 長尾 　夕香里 日旅サービス株 イオン三木青山

関西 永田　絵里 クラブツーリズム株式会社 関西海外旅行センター

関西 永田　麻里子 シンガポール航空 旅客営業部

関西 永田　正則 ㈱ウェブトラベル

関西 長浦　律子 レマントラベルサービス 天下茶屋営業所

関西 内藤　恭子 アムネット 大阪支店

関西 捻木美　佐 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 仲　隆介 (株) エス・ティー・ワールド 予約営業部

関西 中川　絵理 株式会社JTB 販売促進

関西 中川　真奈美 株式会社　ウェブトラベル 西日本事業部 アドバンス認定

関西 中川　真人 株式会社JTB 事業統括部・推進チーム

関西 中堀　真希 株式会社日本旅行 店頭販売

関西 中井　孝子 株式会社JTB 法人営業中央支店

関西 中井　喜美子 日本旅行 TiS新大阪

関西 中島　全美 株式会社　阪急交通社 メディア営業２部

関西 中島　純人 名鉄観光 梅田支店

関西 中島　健 パーパスジャパン 大阪営業所

関西 中島　優子 ㈱日本旅行 西日本海外旅行統括部 アドバンス認定

関西 中森　貴 株式会社　日本旅行 西日本海外旅行統括部 アドバンス認定

関西 中本　貴弘 株式会社エス・ティー・ワールド 大阪丸ビル店

関西 中村　美紀 ＴＲＳトラベル　 滋賀支店

関西 中永　万絵 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 旅のコンシェルジュ(個）

関西 中西 株式会社JTB 法人営業大阪支店

関西 中西　美佳 株式会社エイチ・アイ・エス アリオ八尾営業所

関西 中野　恵輔 ㈱日本旅行 関西エージェント支店 アドバンス認定

関西 中野　裕美子 株式会社エイチ・アイ・エス 京都アバンティ＆オアシス

関西 中尾　一敏 株式会社日本旅行 西日本海外旅行統括部

関西 仲島　希 株式会社トラベルファクトリージャパン 大阪支店 アドバンス認定

関西 中田 法人営業大阪支店

関西 中田　あかね ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 中塚　真耶 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 中山　和樹 （株）ワタベウェディング 大阪グランドプラザ

関西 中山　真樹子 （株）アーク・スリー・インターナショナル　 大阪オフィス プレミアム・スペシャリスト

関西 中山　理恵 （株）ワールドブライダル 大阪オフィス

関西 中山　澄子 (株) エス・ティー・ワールド 大阪支店

関西 那須　千晃 (株) エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 根岸　潤子 ワタベウエディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 根来　祐介 (株) クラブツーリズム 難波

関西 二橋　愛子 株式会社JTB 西日本提携販売部

関西 西　京子 株式会社JTB 豪亜チーム

関西 西口　匡彦 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) ハルカス海外旅行サロン

関西 西秦　和美 (株) 阪急交通社 大阪支店

関西 西島　有紀 株式会社アークスリーインターナショナル 大阪本社 アドバンス認定

関西 西川　亜希 ツーリスト企画 富雄営業所

関西 西川　良太 株式会社ジェイワールドトラベル 大阪支店

関西 西川　誓華 ワールドブライダル 大阪店

関西 西本　悠代 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ アドバンス認定

関西 西向　慎一 株式会社　エス・ティー・ワールド ムーンシェル　大阪梅田サロン

関西 西村　麻弥 株式会社ワールドブライダル 大阪店

関西 西野　春香 日本旅行オーエムシートラベル 金剛店

関西 西尾　茄奈 近畿日本ツーリスト関西 大阪法人旅行支店

関西 西良　里香 近畿日本ツーリスト株式会社 関西国際交流センター



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 西谷　貴子 株式会社JTB ロイヤルロードデスク

関西 西山　和秀 ジェットスターグループ セールス

関西 新田　美緒 株式会社グローバー・ジャパン 本社

関西 野畑　康彦 (株) アーク・スリー・インターナショナル

関西 野村　雅彦 (株) 近畿日本ツーリスト 関西航空仕入センター(HD）

関西 能勢　俊史 T-LIFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　(株)ﾀﾋﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 大阪支店

関西 野澤　理沙 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 濃添　孝司 株式会社JTB メディア販売事業部

関西 沼田　晃一 ジェットスターグループ

関西 小畑　知可 ジェイアール東海ツアーズ 新大阪支店

関西 小川　亜友美 株式会社ウェブトラベル トラベルコンシェルジュ

関西 小川　亮子 （株）日本旅行 TiS京橋支店

関西 小川　輝美 フジトラベルサービス トムズ新居浜営業所

関西 扇芝　絢子 (株) エス・ティー・ワールド 予約営業部

関西 小倉　一徳 株式会社エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 小栗　佑介 株式会社JTB 営業1課

関西 小原　真実 有限会社デイブレイク 本社 アドバンス認定

関西 大西　美穂 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) ピオレ姫路営業所

関西 岡田　明子 ブルームアンドグロウ

関西 岡田　亜矢 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 岡田　真里 （株）日本旅行 店頭販売

関西 岡田　尚子 株式会社エイチ・アイ・エス 京都団体営業所 アドバンス認定

関西 岡島　愛 JTAジャパン株式会社 大阪営業所

関西 岡本　貴博 (株) アーク・スリー・インターナショナル　 大阪オフィス アドバンス認定

関西 岡添　彩矢香 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 大北　一磨 アーク・スリー・インターナショナル ジェットスターツアーズ

関西 奥平　勇人 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 奥野　歩美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 大阪コールセンター アドバンス認定

関西 奥内　彩 (株) エイチ・アイ・エス アバンティオアシス大阪店

関西 大村　綾 ワールドブライダル 大阪店

関西 大仁　智子 株式会社JTB 営業１部

関西 大西　紋華 ㈱ビューティフルツアー 西日本ブライダル営業部

関西 大西　朋子 ワタベウェディング株式会社 京都本店

関西 小野　真由 株式会社ジェイワールドトラベル 大阪支店 アドバンス認定

関西 大城　典子 ㈱ワールドブライダル 大阪店

関西 大城　慧 株式会社エイチ・アイ・エス 関西事業部

関西 太田　亨 （株）日本旅行 西日本海外旅行統括部

関西 太田　芳治 シンガポール航空 西日本地区旅客営業部

関西 大竹　智子 アズトラベルサービス（株）

関西 大谷　藍 株式会社エイチ・アイ・エス 京都四条河原町本店

関西 大塚　友喜 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシス大阪

関西 大槻　あゆみ (株) 旅工房 大阪支店 アドバンス認定

関西 大津屋　利恵 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 大家　真希 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 朴　ガヨン ANAセールス株式会社 大阪支店

関西 定森　彩 株式会社エイチ・アイ・エス 京橋駅前営業所

関西 佐伯　一輝 ㈱URZ INTERNATIONAL ナシ アドバンス認定

関西 坂口　博幸 双日ツーリスト株式会社井 大阪支店

関西 酒元　祥光 東武 関西海外旅行センター

関西 坂本　結香 株式会社エイチ・アイ・エス 心斎橋OPA本店

関西 阪下　顕子 株式会社JTB アドバンス認定

関西 先間　茜 (株) コンパクトシーク 東海・関西地区

関西 迫田　啓嗣 ANAセールス株式会社 大阪支店

関西 桜野　真樹子 株式会社　エフネス

関西 佐桒　久美子 (株) エイチ・アイ・エス 関西ツアー事業部企画チーム アドバンス認定

関西 佐桑　久美子 株式会社エイチ・アイ・エス 関西ツアー事業グループ　企画チーム

関西 佐々川　紀雄 株式会社　阪急交通社 西日本営業本部

関西 佐々木　瑠奈 株式会社エイチ・アイ・エス 東大阪営業所

関西 佐藤　亜弓 アズトラベルサービス㈱

関西 佐藤　栄里子 中西興産株式会社 ISAトラベル 本社

関西 佐藤　舞 旅行会社エイチ・アイ・エス アバンティ＆オアシスなんば店 アドバンス認定

関西 澤田　実希 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 澤村　有花 ワタベウェディング株式会社 挙式プランナー

関西 関　元輔 有限会社ジュピターインターナショナル 本社　国際担当　MICE＆IN CENTIVE

関西 関口　謙二 (株) アーク・スリー・インターナショナル 営業

関西 関本　匡将 イズミヤカード株式会社 トラベル事業本部レマントラベルサービス

関西 謝　美珊 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター

関西 柴﨑　浩一 (株) 近畿日本ツーリスト 関西営業本部(団）

関西 柴辻　章 アズトラベルサービス株式会社 本社営業所 アドバンス認定

関西 柴山　綾 株式会社エスティーワールド 大阪マルビル店

関西 芝山　征也 ツーリストジャパン 店舗統括マネージャー

関西 七黒　恵 株式会社　エイチ・アイ・エス 関西営業本部　ランド手配チーム

関西 重里 法人営業大阪支店

関西 島袋　正芳 ㈱日本トラベランド　大阪支店 営業＆販売

関西 島西　春香 株式会社ビューティフルツアー 企画営業部　BTセンター

関西 清水　彩香 株式会社JTB 神戸三ノ宮支店

関西 清水　美都子 株式会社ビューティフルツアー 企画営業部

関西 清水　詩菜 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店

関西 嶋田　友花 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 品田　悠里 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所 アドバンス認定

関西 新堂　奈央 三洋航空サービス 店頭販売

関西 篠原　由香 株式会社エス・ティー・ワールド 大阪支店

関西 四宮　靖子 株式会社エス・ティー・ワールド ムーンシェル大阪梅田サロン

関西 白橋　夏菜 株式会社エイチ・アイ・エス 心斎橋OPA本店

関西 白井　沙耶佳 株式会社エイチ・アイ・エス アバンティ&オアシス京都店

関西 白石　宏 西鉄旅行㈱ 関西団体支店

関西 白川　猛 総合ツアーシステム株式会社 本社 アドバンス認定

関西 静間　初音 株式会社ビューティフルツアー　　　　 本部営業所



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 志津野　陽子 i-Travel トラベルコーディネーター

関西 菅井　裕衣 ティースタイル株式会社

関西 菅沼　翔太 株式会社エイチ・アイ・エス 関西団体業務チーム 海外団体企画デスク

関西 杉原　有紀 日本旅行 メディアトラベルセンター アドバンス認定

関西 杉本 株式会社JTB 神戸支店

関西 杉本　政子 （株）湖光商事　湖がもトラベル 店舗責任者

関西 杉本　朋子 ワタベウエディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 杉山　今日子 ジェイティエイジャパン 大阪営業所

関西 角倉　洋介 一般社団法人 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ） 関西事務局

関西 住本　奈穂子 旅工房 大阪支店 プレミアム・スペシャリスト

関西 住野　綾 ㈱ＪＴＢ 西日本提携販売部

関西 角屋　茉実 株式会社エイチ・アイ・エス 高槻営業所

関西 須崎　佳那子 株式会社トラベルギャラリー 本社営業所　

関西 鈴川　萌未 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 鈴木　晴子 （株）ワールドブライダル 大阪店

関西 鈴木　隆仁 (株) エス・ティー・ワールド 大阪マルビル店　予約・営業部

関西 鈴木　隆代 ＫＮＴツーリスト 店頭販売

関西 田畑　千尋 阪急交通社 大阪

関西 多田　真佐子 日新航空サービス㈱ 営業１課　営業推進

関西 田川　光一 トラベルオフィスタガワ 本社

関西 平　和加子 株式会社JTB 海外仕入商品事業部

関西 髙橋　梢 株式会社エイチ・アイ・エス 大阪アバンティ＆オアシス

関西 高橋　愛 近畿日本ツーリスト関西 大阪旅行支店

関西 高橋　貞雄 ジェットスターグループ セールス

関西 髙橋　良彰 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 高石　寛子 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 堺高島屋内営業所

関西 高松　里恵 （株）新日本旅行 第二阪和旅行センター

関西 高岡　亜由美 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 高崎　美夏 (株) エイチ・アイ・エス 営業人事チーム

関西 髙島　聖代 （株）ワールドブライダル 大阪店

関西 高月　愛 株式会社　日本旅行 大阪法人営業支店

関西 高山　小也加 (株) エイチ・アイ・エス 店頭販売

関西 武田　浩孝 アジアパシフィックジャパン 西日本支店

関西 竹本　祥太郎 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 竹村　亜香根 株式会社JTB 新大阪駅内店

関西 竹之内　絵梨子 株式会社エイチ・アイ・エス 関西予約センター 

関西 武内　麻美 ㈱日本旅行 関西エージェント支店

関西 瀧川　美佳 株式会社JTB 営業１部

関西 瀧村　雅美 ワタベウェディング株式会社 京都四条サロン

関西 田中　富士子 ㈱阪急交通社 阪神航空トラベルサロン

関西 田中　洋人 双日ツーリスト(株) 大阪支店

関西 田中　香帆 株式会社エイチ・アイ・エス 枚方営業所

関西 田中　凌 シンガポール航空 大阪

関西 田中　沙織 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 田中　さつき 日本旅行サービス株式会社 西日本営業部

関西 田中　陽子 総合ツアーシステム株式会社 なし

関西 谷口　桂子 株式会社　オーバーシーズトラベル 大阪支店販売課

関西 谷口　正晃 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング＆サポート

関西 谷木　勲 株式会社エイチ・アイ・エス アメリカ・オセアニア専門店

関西 谷水　仁美 株式会社　日本旅行 TiS大阪支店

関西 田島　里沙 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 立山　海 （株）ワタベウェディング 挙式＆旅行販売

関西 巽　利一 （株）シンワゴルフツーリスト 全般

関西 辰巳　由香 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 立田　茜 株式会社日本旅行 ＴｉＳ京都支店

関西 峠本　愛佳 ワールドブライダル 大阪店

関西 田山　雄太朗 ワタベウエディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 寺田　桃子 (株) エイチ・アイ・エス 梅田アメリカ・オセアニア

関西 寺岡　舞 株式会社JTB 西日本販売本部

関西 戸田　潤一 近畿日本ツーリスト(株) 関西営業本部

関西 徳井　里香 株式会社アムネット　 販売

関西 富倉　浩二 ジェイ・ケイ・トラベル

関西 朝長　璃奈 (株) 阪急交通社 大阪支店

関西 豊田　真由 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 椿　明子 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 土山　円 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 津田　健二 株式会社ハチハチ観光 本社

関西 津田　良平 ㈱オーバーシーズトラベル

関西 辻　沙織 株式会社　日本旅行 TiS高槻支店

関西 辻野 大阪中央支店

関西 塚本　悦子 (株) アルパインツアーサービス 大阪支店

関西 塚本　容子 旅行社　トリプルワン 本店

関西 津屋　雅彦 オフィス旅工房

関西 内田　恵 日本トラベランド 店頭販売

関西 上田　裕美 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 関西ｗｅｂ予約センター

関西 上垣　譲 (株) 近畿日本ツーリスト 支店サポートセンター（団）

関西 植島　秀介 株式会社エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 植松　美紀 ウィル・インターナショナル・トラベル 大阪本社 アドバンス認定

関西 上西　寛児 株式会社トラベルギャラリー 本社営業所

関西 上芝　恵理 株式会社エイチ・アイ・エス 関西営業本部

関西 上杉　和香 東日観光株式会社 京都支店 アドバンス認定

関西 梅田　哲人 株式会社エイチ・アイ・エス 梅田本店　アメリカ・オセアニア専門店

関西 蒲原　麻友 株式会社エイチ・アイ・エス あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ営業所

関西 宇都　ひさえ 株式会社ミキ・ツーリスト 大阪支店

関西 和田　紗織 株式会社日本旅行 姫路支店

関西 若林　笑子 ワタベウェディング株式会社 大阪グランドプラザ

関西 若畑　裕子 株式会社　日本旅行 メティアトラベルセンター

関西 渡邊　まりえ 株式会社　阪急交通社 西日本営業本部



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

関西 渡辺　孝史 （株）朝日旅行 大阪支店

関西 渡辺　暢 近畿日本ツーリスト（株）

関西 渡邉　靖子 ㈱ワールドエエキスプレス ツアープランナー

関西 渡邊　陽子 (株) 阪急交通社 大阪フレンドツアーセンター

関西 渡　里奈 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 関西Ｗｅｂ予約センター

関西 養父　瞳 株式会社JTB 西日本販売本部・営業2部・豪亜LANDチーム

関西 籔下　美紀 ウェブトラベル トラベルコンシェルジュ アドバンス認定

関西 薮内　芳美 株式会社ウィル・インターナショナル・トラベル 大阪本社 アドバンス認定

関西 八木　良道 ㈱ヤンマービジネスサービス 旅行事業部 アドバンス認定

関西 山田　博之 株式会社エーマックス

関西 山田　桂子 (株) ジャルセールス 旅行販売グループ

関西 山田　昌弘 （株）日本旅行 西日本営業本部

関西 山田　覚 (株) 近畿日本ツーリスト 関西MICE支店(団）

関西 山神　久美 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 山口　俊一 東武トップツアーズ株式会社 海外団体手配

関西 山花　ちはる 株式会社JTB 営業１部

関西 山本　亜依 日旅サービス イオン桜井

関西 山本　真規子 株式会社JTB 西日本事業部 アドバンス認定

関西 山本 就彦 総合ツアーシステム株式会社 本社

関西 山本　早織 (株) アーク・スリー・インターナショナル 営業

関西 山本　智香 (株) 近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 関西エージェントセンター(個）

関西 山野　良太 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 大阪営業所

関西 山六　章嘉 株式会社JTB 上田

関西 山崎　恵理子 近畿日本ツーリスト(株) 大阪法人旅行支店

関西 山﨑　未来 (株) エイチ・アイ・エス 企画手配チーム

関西 山下　千夏 （株）トラベルギャラリー 法人営業部

関西 山下　仁史 株式会社JTB 西日本販売本部 アドバンス認定

関西 山嵜　麻美 JTA JAPAN 大阪営業所

関西 梁川　美咲 株式会社アジア航空サービス いこらも～る泉佐野店

関西 柳本 大阪中央支店

関西 安平　久美子 （株）ワタベウェディング 挙式＆旅行販売

関西 渡辺　靖子 （株）ワールドエキスプレス

関西 安武　茂雄 (株) 近畿日本ツーリスト 大阪法人旅行支店(団）

関西 横部　幸二 （株）三洋航空サービス 西武八尾営業所

関西 米森　達哉 日本旅行 関西エージェント支店

関西 吉田 大阪中央支店

関西 吉田　有沙 福井旅行（株） えちぜんトラベルサロン

関西 吉田　阿由美 エムアイインターナショナル㈱

関西 吉田　和司 株式会社JTB 営業1課

関西 吉田　実加　 株式会社　日本旅行 TiS京都支店

関西 吉田　剛 株式会社トランスオービット 西日本

関西 吉井　真 （株）読売旅行 店頭販売

関西 良川　弘毅 (株) エイチ・アイ・エス 店頭販売

関西 吉川　真矢 農協観光 海外オペレーション

関西 吉谷　真理子 日旅サービス 店頭販売

関西 行田　奈々子 株式会社JTB 泉北店 プレミアム・スペシャリスト

関西 ユン　イナ (株) エイチ・アイ・エス 関西予約センター

九州 安倍　有貴子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 福岡営業所 アドバンス認定

中四国 枝松　史子 株式会社エイチ・アイ・エス 岡山営業所

中四国 漆川　治樹 福山観光旅行株式会社 本社

中四国 引野　里美 ANAセールス株式会社 広島支店

中四国 井手　沙緒理 ワタベウェディング株式会社 広島店

九州 井上　あすか エイチ・アイ・エス 長崎営業所 アドバンス認定（満点合格）

中四国 北口　裕子 株式会社エイチ・アイ・エス 中四国事業部　ツアーチーム アドバンス認定

九州 牧　美和 トラベラーズスカイ株式会社 本社 アドバンス認定

中四国 松元　彩 株式会社JTB ジェイネット中国

中四国 松岡　未紗 （株）近畿日本ツーリスト中国四国 営業管理部

中四国 村上　実穂 株式会社エイチ・アイ・エス 岡山営業所

中四国 中谷　平 東武トップツアーズ株式会社 広島支店

中四国 南海　みゆき 株式会社JTB そごう徳島店 プレミアム・スペシャリスト

九州 西村　希 トラベラーズスカイ株式会社 本社 アドバンス認定

中四国 岡本　奈緒美 近畿日本ツーリスト中国四国（株） 広島八丁堀

中四国 岡崎　久美子 株式会社JTB 山口ゆめタウン店 アドバンス認定

中四国 長田　芽依 ㈱天満屋トラベル 岡山岡南営業所

中四国 大崎　恵実 株式会社JTB 提携販売事業部

中四国 大内　美紀子 （株）近畿日本ツーリスト中国四国 イオンモール広島祇園

中四国 相良　浩二 （株）日本旅行 西日本海外旅行商品部

中四国 下江　真由実 福山観光旅行株式会社 本社

中四国 鈴木　理愛 (株) エス・ティー・ワールド 広島紙屋町シャレオ店

中四国 高本　誠 株式会社創旅社

中四国 高山　立子 阪急交通社　 広島支店

九州 田中　亜梨紗 トラベルウエスト 福岡本社 アドバンス認定

中四国 田中　志歩 (株) エス・ティー・ワールド 広島紙屋町シャレオ店

九州 達木　治之輔 トラベルウエスト 福岡本社 アドバンス認定

中四国 殿川　亜須香 (株) エス・ティー・ワールド 広島紙屋町シャレオ店

中四国 辻　孝和 (一社)日本旅行業協会 中四国支部

中四国 漆川　和希 福山観光旅行株式会社 本社 アドバンス認定

九州 安部　真弓 株式会社JTB イオンモール三光店

九州 安部　奈緒美 株式会社JTB JTBメディアリテーリング九州支店

九州 安部　友紀 株式会社JTB 大分支店

九州 天本　秋生 ㈱クロノスツアー・ウエスト 本社

九州 青木　由美 株式会社JTB 店頭販売

九州 荒木　香子 株式会社JTB 博多大丸トラベルサロン

九州 出口　雄一 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州）

九州 江口　敦子 株式会社JTB 大分店

九州 江口　千尋 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州）

九州 江口　菜緒 西鉄旅行 企画販売部　手配

九州 江口　史帆 株式会社JTB 佐世保店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

九州 江原　史織 株式会社JTB イオンモール宮崎店

九州 江島　正剛 キャセイパシフィック航空会社 福岡旅客営業支店

九州 江山　俊治 株式会社レジャープラン アクロス福岡トラベルインフォメーションセンター



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

九州 江崎　恵美 株式会社日本旅行 中洲川端支店九州エージェントセンター

九州 藤村　早苗 （株）昭和トラベラーズクラブ 店頭販売

九州 深水　香菜子 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州） アドバンス認定

九州 福田　明菜 西鉄旅行㈱ 天神支店

九州 福田　えみ 株式会社JTB 熊本支店

九州 福原　徳枝 株式会社JTB 九州販売本部

九州 福元　りさ 株式会社JTB ウエディングプラザ福岡 アドバンス認定

九州 福島　愛子 （株）近畿日本ツーリスト九州 九州メイトセンター

九州 福嶋　淳子 株式会社JTB 推進チーム（福岡駐在）

九州 古川　千尋 西鉄旅行株式会社 天神支店

九州 古巣　奈緒子 株式会社JTB 長崎夢彩都ゆめタウン店

九州 古谷　知晶 株式会社JTB 木の葉モール橋本店

九州 権藤　太陽 ㈱アークスリーインターナショナル アークフライトル

九州 後藤　富美 （株）日本旅行 福岡海外旅行センター アドバンス認定

九州 濱　希世子 株式会社JTB 山口ゆめタウン店 アドバンス認定

九州 濱邉　千加 株式会社JTB 熊本光の森ゆめタウン店 アドバンス認定

九州 濱﨑　梨加 株式会社JTB トラベルゲート天神地下街

九州 花田　稔 株式会社JTB 博多駅地下街店

九州 原　久美子 株式会社JTB イオン大野城店

九州 原　慶彦 トラベルウエスト 本社

九州 原　夕加里 （株）西鉄旅行 提携販売　エージェントセンター

九州 原口　彩 株式会社JTB 九州支店 アドバンス認定

九州 長谷川　健 株式会社リッツインターナショナル 本社

九州 橋本　恵 株式会社JTB 小倉店 プレミアム・スペシャリスト

九州 畠中　竜作 株式会社JTB パークプレイス大分

九州 日高　早紀子 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 福岡営業所

九州 東　素子 株式会社JTB 熊本店

九州 樋口　栄子 株式会社JTB 佐賀ゆめタウン店

九州 泥谷　英美 株式会社JTB 海外手配

九州 平川　巌 (株) アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所 アドバンス認定

九州 平松　恵 株式会社JTB 宗像ゆめタウン店

九州 本田　奏代佳 株式会社トラベルウエスト 福岡本社

九州 堀田　沙耶花 株式会社エス・ティー・ワールド 福岡天神店

九州 兵動　友香 株式会社JTB ロイヤル旅サロンホテルオークラ福岡店 アドバンス認定

九州 伊吹　豪一 プレイガイドツアー 福岡支店

九州 市川　和果菜 株式会社エイチ・アイ・エス 福岡本店

九州 一村　智保 株式会社JTB

九州 市村　優美 (株) エイチ・アイ・エス 店頭販売

九州 伊香賀　亘 クオニイ

九州 今川　さやか (株) エイチ・アイ・エス 福岡パルコ営業所

九州 今石　杏樹 株式会社JTB イオンタウン姶良店

九州 今泉　隆久 東武トップツアーズ株式会社 福岡支店

九州 今村　萌 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 福岡営業所 アドバンス認定

九州 井上　季美 株式会社JTB 福岡支店

九州 犬塚　弘二 株式会社JTB グローバルマーチャンダイジング&サポート

九州 入江　栄三郎 （株）タビックスジャパン 福岡支店

九州 入江　満 （株）西日本旅行

九州 石井　浩美 IACEトラベル 福岡支店

九州 石川　重一 (株) アサヒトラベルインターナショナル 福岡営業所

九州 石元　宏子 西鉄旅行 企画販売部　企画

九州 伊藤　麻美 (株) エス・ティー・ワールド 福岡天神店

九州 岩切　崇志 株式会社エイチ・アイ・エス 九州予約センター

九州 岩本　真由美 ㈱ワールドブライダル 福岡店

九州 岩崎　亜里沙 株式会社エス･ティー･ワールド 店頭販売/企画

九州 岩下　純子 株式会社JTB 販売促進チーム

九州 門田　弘 (株) エス・ティー・ワールド 福岡天神店

九州 亀井　駿 株式会社アドツーリスト

九州 亀山　聡子 株式会社JTB 宮崎支店

九州 上城　留美 （株）ミキ・ツーリスト 福岡営業所

九州 神渡　茉弥 ㈱ワールドブライダル 福岡店

九州 神﨑　優理美 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州）

九州 金谷　晋 （株）西鉄旅行 ウェブ販売センター

九州 金原　さつき (株)筑後旅行センター イオン小郡店 アドバンス認定

九州 菅藤　未来 ㈱日本旅行 福岡大学旅行センター

九州 川端　祥子 株式会社JTB 熊本リレーションセンター

九州 河口　陽 シンガポール航空 九州支店

九州 川崎　敬子 シンガポール航空 九州支店

九州 川嶋　裕子 株式会社JTB 中津ゆめタウン店

九州 城門 亜矢子 シンガポール航空 福岡支店

九州 金　沙蘭 ㈱H.I.S 福岡本店

九州 北島　聖己 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州）

九州 小池　美紗登 (株) 阪急交通社 九州営業本部

九州 小島　有加 ジェットスターグループ 福岡支店

九州 神山　英宏 ㈱H.I.S 福岡本店

九州 小宮　裕子 サザン トラベルネット リミテッド 手配

九州 幸野　裕子 株式会社JTB イオンモール筑紫野店

九州 香田　栄 株式会社JTB 井筒屋旅行センター黒崎店

九州 小柳　まどか 株式会社JTB 店頭販売

九州 クリヤマ　チエコ 株式会社ミキ・ツーリスト FUKUOKA OFFICE

九州 日下部　綾 株式会社JTB 九州販売本部

九州 前田　聡子 株式会社JTB イオンモール八幡東店

九州 久賀　真珠海 東武トップツアーズ株式会社 福岡支店

九州 松原　健勇 エスエスツーリスト(有) 本社 アドバンス認定

九州 松枝　由香利 (株) クオニイジャパン

九州 松川　貴亮 株式会社JTB イオン大野城店

九州 松元　綾花 株式会社トラベルウエスト 本社

九州 松本　裕子 (株)トラベルルック　イオン戸畑店

九州 松尾　ひとみ 株式会社JTB パークプレイス大分店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

九州 松尾　貴久美 株式会社JTB イオンモール香椎浜店

九州 松尾　みどり (株) グローバージャパン 福岡

九州 松尾　亜希子 株式会社JTB イオンモール福岡店

九州 松岡　文武 近畿日本ツーリスト九州（株） 九州海外仕入商品企画センター

九州 松坂　寛則 (株) レジャープラン 本社営業部

九州 三上　裕之 （株）ツアーコラボ 営業

九州 峯　綾子 株式会社JTB 福岡支店

九州 三苫　章子 西鉄旅行㈱ 天神支店

九州 光武　千穂 ワールド航空サービス 九州支店

九州 宮城　奈々未 株式会社JTB 店頭販売

九州 三宅　智恵 西鉄旅行株式会社 商品企画部　ハッピーツアーセンター

九州 宮本　泉季 株式会社JTB 博多大丸トラベルサロン

九州 宮村　直子 株式会社JTB 岩田屋本館店

九州 宮田　翔伍 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 営業

九州 宮崎　成美 (有)ゆとり旅

九州 諸隈　真也 株式会社JTB

九州 向江　里名 西鉄旅行株式会社 天神支店海外カウンター

九州 鍋倉　由美 日本旅行オーエムシートラベル 笹丘店

九州 長井　貴宏 株式会社リッツインターナショナル 本社

九州 長石　祐司 株式会社JTB 営業第３チーム

九州 永岡　宏 (株) ＹＫＧトラベル

九州 長岡　俊和 日本旅行業協会（JATA)

九州 長嶋　愛希 ㈱農協観光　福岡支店 海外手配

九州 永田　実 (株)ツアー旅行社 アドバンス認定

九州 長谷　尚美 ジェットスターグループ 福岡支店

九州 永吉　麻里那 株式会社　アイエシイトラベル 福岡支店

九州 中原　理絵 株式会社エイチ・アイ・エス 九州営業本部ツアー企画

九州 中村　千恵 株式会社JTB オプシアミスミ店

九州 中村　大介 ㈱ワールドブライダル 福岡店

九州 中村　勝豪朗 ㈱アークスリーインターナショナル 福岡支店

九州 中村　正美 株式会社JTB 海外旅行部 アドバンス認定

九州 中村　亮子 株式会社JTB 九州販売本部

九州 中村　知子 株式会社JTB 長崎店

九州 中岡　直美 (株) ウェブトラベル トラベルコンシェルジュ アドバンス認定

九州 中島　梓 (株)筑後旅行センター ゆめタウン大川店

九州 中島　祐紀 株式会社JTB 博多大丸トラベルサロン

九州 二宮　啓子 ㈱ｱﾝｻｰﾝﾌﾞﾙ 本店

九州 西山　綾香 株式会社JTB 九州営業課（ウェディングプラザ福岡本店）

九州 野田　英一 (株) オーバーシーズトラベル 福岡支店

九州 野田　淳 日本旅行サービス株式会社 ゆめシティ新下関営業所

九州 野田　聡子 プレイガイドツアー 福岡支店　手配

九州 野口　喜久子 西日本新聞旅行 天神

九州 野口　理絵 旅行庵 鳥栖旅行センター

九州 野呂　享良 株式会社ミキ・ツーリスト 福岡営業所

九州 野澤　正博 株式会社JTB 海外旅行部

九州 沼田　摩有子 日専連ツアーズ 本社

九州 大日方　陽介 ㈱クロノスツアー・ウエスト 本社

九州 越智　さなえ (株) クオニイジャパン 営業所

九州 小田　美鈴 株式会社JTB 営業第３チーム（地上手配）

九州 緒方　久美 株式会社JTB 熊本リレーションセンター

九州 岡林　功 ミキツーリスト 福岡営業所

九州 岡田　真二 株式会社　クロノスツアー・ウエスト 本社

九州 岡野　洋 (株) エイチ・アイ・エス 企画

九州 岡山　憲幸 (株) 日本旅行 本社

九州 大森　夏奈子 株式会社JTB イオンモール福津店

九州 小本　理恵 ㈱ｱﾝｻｰﾝﾌﾞﾙ 本店

九州 大村　紳一郎 ㈱農協観光 九州統括事業部

九州 大城　萌 ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 福岡営業所

九州 礒崎　愛子 株式会社JTB イオン戸畑店

九州 太田　夏生 (株) エス・ティー・ワールド 福岡天神店

九州 大津　千里 株式会社JTB 九州リテールサポートセンター

九州 大坪　泰子 株式会社エイチ・アイ・エス 九州営業本部

九州 山田　竜馬 東武トップツアーズ株式会社 福岡支店

九州 坂井　志帆 株式会社JTB コールセンター販売部 プレミアム・スペシャリスト

九州 酒井　優菜 株式会社JTB 大分支店

九州 坂本　眞奈美 西日本ユウコー商事(株)　西日本ユウコーツーリスト

九州 坂田　佳子 ニッカ航空サービス㈱　　 企画

九州 佐武　郁子 株式会社JTB 山口店 アドバンス認定

九州 里　明子 (株) エイチ・アイ・エス 長崎営業所 アドバンス認定

九州 佐藤　梓 株式会社JTB トラベルゲート天神 アドバンス認定

九州 佐藤　円 株式会社JTB 井筒屋旅行センター小倉店 アドバンス認定

九州 佐藤　真規 （株）トラベルウエスト 本社

九州 佐藤　雅美 株式会社ウェブトラベル コンシェルジュ アドバンス認定（満点合格）

九州 佐藤　登 コスモ観光㈱ 本社

九州 澤村　洋子 株式会社JTB 大分トキハ会館店 アドバンス認定

九州 澤崎　彩美 株式会社JTB 天神地下街店

九州 柴田　捺美 ㈱ワールドブライダル 福岡店

九州 柴田　諭 農協観光 福岡支店

九州 渋谷　瑞穂 株式会社JTB 博多大丸トラベルサロン

九州 志藤　仁美 （株）フレアインターナショナル＆ツアーズ

九州 執行　華織 （株）トラベルウエスト 本社

九州 下条　雅則 サザン トラベルネット リミテッド 福岡営業所

九州 下川　光 株式会社JTB 博多大丸店

九州 新村　一寿 株式会社JTB 鹿児島支店

九州 塩崎　絵美 (株)旅工房　福岡支店 福岡ビーチ・バリセクション

九州 塩瀬　久美子 株式会社JTB 海外旅行部

九州 田子森　恵 西鉄旅行㈱ 久留米支店

九州 田口　真帆 株式会社JTB 宮崎店



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

九州 田嶋　史 株式会社エイチ・アイ・エス 九州予約センター

九州 高田　輝弥 株式会社JTB 海外旅行部 アドバンス認定

九州 高橋　啓太 西鉄旅行株式会社

九州 高木　香織 株式会社　旅工房 福岡支店

九州 高宮　哲弘 株式会社JTB 九州販売本部　販売促進部　販売促進チーム アドバンス認定

九州 高野　未希 株式会社JTB 販売促進チーム

九州 高瀬　文象 株式会社　旅工房 福岡支店

九州 白野　照夫 コスモス旅行

九州 竹下　遥 シンガポール航空 九州支店

九州 竹下　孝宏 （株）読売旅行 福岡営業所

九州 武富　竜一 （株）西鉄旅行 ウェブ販売センター

九州 田中　正彦 西鉄旅行 海外センター

九州 田中　芽久美 株式会社JTB 北九州支店ウエディングプラザ小倉

九州 田中　菜津実 株式会社JTB 博多大丸トラベルサロン

九州 田中　沙耶 株式会社エイチ・アイ・エス 横浜本店営業

九州 田中　伸介 ハッピネス旅行社 本店

九州 種子　田宗男 キャセイパシフィック航空会社 福岡旅客営業支店

九州 谷　里佐子 株式会社JTB 店頭販売

九州 樽見　志穂 株式会社JTB 久留米ゆめタウン店

九州 寺崎　允佳子 株式会社JTB 久留米店

九州 轟　信介 日本旅行サービス株式会社 イオン若松営業所

九州 戸上　真恵 (株)筑後旅行センター トラベルサロン日田 アドバンス認定

九州 富永　理帆 株式会社JTB 店頭販売

九州 冨永　律雄 株式会社レジャープラン アクロス福岡トラベルインフォメーションセンター

九州 富安　望 名鉄観光サービス（株） 福岡支店

九州 常岡　ひとみ （株）日本旅行 自治労福岡営業所 アドバンス認定

九州 津山　浩子 日旅サービス株式会社 イオンモール福岡営業所

九州 内田　篤 東武トップツアーズ株式会社 海外旅行部

九州 内川　聰子 株式会社JTB 九州提携販売課（ジェイネット九州）

九州 上田　敏明 （株）西鉄旅行 商品企画部

九州 上村　克博 (株)オーバーシーズトラベル 福岡支店

九州 上野　達生 BBDO J West. クリエイティブ・ディレクター

九州 上之園　愛 株式会社JTB 海外旅行部 アドバンス認定

九州 梅野　有紀 日本旅行オーエムシートラベル なかま店

九州 宇野　梨香子 ㈱H.I.S 福岡本店

九州 王　茜 株式会社アイエシイ・トラベル 九州法人営業部

九州 ジーナ・ウィットル (株) Gina & Partners 代表取締役

九州 山口　誉高 ㈱クロノスツアーウエスト 営業

九州 山口　由加利 株式会社JTB 海外旅行部

九州 山本　夏子 （株）西鉄旅行 天神支店　店頭販売

九州 山本　志乃 西日本ユウコーツーリスト

九州 山野　典子 株式会社JTB 大牟田ゆめタウン店

九州 山崎　千智 近畿日本ツーリスト九州（株） 福岡天神支店

九州 山﨑　智 (株) オーバーシーズトラベル 福岡支店

九州 山﨑　由美 農協観光 九州統括事業部 アドバンス認定

九州 山下　香菜 ㈱農協観光　福岡支店 営業

九州 大和　弘尚 アイエシイトラベル 福岡支店

九州 山内　智貴 (株) エイチ・アイ・エス 店頭販売

九州 安河内　暁 株式会社JTB オペレーション

九州 安武　舞 ㈱H.I.S 福岡本店

九州 吉田　香代 ミキ・トラベルサポート 福岡

九州 吉田　智治 （株）西鉄旅行 提携販売　エージェントセンター

九州 吉原　梨央 株式会社JTB 別府ゆめタウン店

九州 吉川　友浩 エスエスツーリスト(有) トラベル中津営業所

九州 向野　淑子 ホットホリデー ケアンズ

九州 吉元　絢子 株式会社JTB イオンモール熊本店

九州 芳野　寿徳 シンガポール航空 九州支店

九州 吉岡　華純 株式会社JTB 小倉店

九州 吉岡　由美 ㈱レジャープラン 企画・営業・販売

九州 吉高　聖司 (株) ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 福岡営業所

九州 湯地　瞳 (株) 阪急交通社 九州営業本部

九州 大西　有里子 ホットホリデー ケアンズ店

海外 バーン　志保 H.I.S. Australia Pty Ltd Brisbane

海外 Hiroko Coates Kintetsu International Express Sydney

海外 ドウル　紗織 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 江原　まさみ Japan Australia Travel Service Sydney Office

海外 江戸　萌穂 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 ファレル　絵里 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 藤野　りよ JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 藤澤　大智 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 皇甫　伊賛 JTBオーストラリア Sydney アドバンス認定

海外 井上　智美 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 石川　ちひろ JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 石倉　加奈子 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 伊東　優 Kintetsu International Express Sydney プレミアム・スペシャリスト

海外 井植　美咲 Bunnik Travel Adelaide

海外 笠原　昌哉 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 河田　朋彦 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 小平　真里江 Japan Australia Travel Service Sydney Office

海外 栗原　希 Hamilton Island Asia Operations プレミアム・スペシャリスト

海外 栗崎　香織 Hamilton Island Asia Operations プレミアム・スペシャリスト

海外 黒川　吉幸 JTB Australia Pty. Ltd ゴールドコースト支店 プレミアム・スペシャリスト

海外 松本　好代 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 松永　両 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 松谷　正樹 Kintetsu International Express Cairns アドバンス認定（満点合格）

海外 松谷　美和子 ホットホリデー株式会社 ケアンズ アドバンス認定（満点合格）

海外 メリッシュ　由香里 JTBオーストラリア Sydney アドバンス認定（満点合格）

海外 三上　日歌里 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定



北海道 阿部　春菜 株式会社JTB 札幌支店

海外 永田　ひとみ Kintetsu International Express Cairns

海外 永田　璃那 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office プレミアム・スペシャリスト

海外 中根　朋子 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 夏見　わかな JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 根本　雪乃 JTA Oceania Pty Ltd ゴールドコースト支店 アドバンス認定

海外 西尾　昌希子 H.I.S. Australia Pty Ltd Brisbane アドバンス認定

海外 沼山　千尋 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 岡村　佳代 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 オスティン　キャロラインJTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 斉藤　育子 H.I.S. Australia Pty Ltd Sydney アドバンス認定

海外 酒井　凛 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 セルドン　麻実 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 シェン　ベリンダ JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 重本　笑花 Kintetsu International Express Sydney アドバンス認定

海外 清水　景子 H.I.S. Australia Pty Ltd Melbourne アドバンス認定

海外 清水　麻紀 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 曽我部　睦美 H.I.S. Australia Pty Ltd Brisbane

海外 鈴木　洋子 Japan Australia Travel Service Sydney Office アドバンス認定

海外 鈴木　優華 H.I.S AUSTRALIA Pty Ltd メルボルン支店

海外 高氏　恵里香 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 友成　由実 Australian Tours Management Melbourne アドバンス認定

海外 植松　夏希 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office

海外 山田　俊哉 JTB Australia Pty. Ltd Sydney Office アドバンス認定

海外 横山　香 H.I.S. Australia Pty Ltd Sydney

海外 千頭　祐子 H.I.S. Australia Pty Ltd Cairns

ハミルトン島スペシャリストは３段階

プレミアム

セミナー受講後、認定試験を合格しハミルトン島に訪問された方

アドバンス

セミナー受講後、認定試験を合格した方

スペシャリスト

しっかりとセミナーを受講した方


