
                                     

私たちは、海外からいらしたお客様をご案内するための国
家資格を得た通訳案内士です。 
石川県を中心に、この北陸に息づく伝統文化をあますところ
なくご紹介いたします。地元ガイドならではのきめ細やかな
旅のお供をぜひご利用ください。 石川県通訳案内士協会 

National Licensed Interpreter-guide Net Kanazawa (LINK) 

業務内容 
 同行ガイド 
 通訳 
 翻訳 
 各種外国語講師 
 イベント補助 標準ガイド料金  

１日（8 時間まで）    \25,000 ～  
半日（4 時間まで）    \15,000 ～  
超過料金（1 時間毎： 

１時間当たり料金の 20%増 
＊料金はお客様の人数によって変わり 

ます。 
＊業務中に発生する入場料・交通費・ 

食事代等の経費は全てお客様のご

負担になります。 
その他の料金はお問い合わせください。  中国語ガイド紹介(2) タイ語ガイド紹介(1) 

スペイン語ガイド紹介(1) 

対応言語 
中国語・タイ語・伊語・西語・仏語・韓国語・英語 

お問合せは直接通訳案内士へまたは kanazawa_guidelink@hotmail.co.jp まで 

英語ガイド紹介(22) 

ガイド紹介が掲載されていない言語については 

kanazawa_guidelink@hotmail.co.jp 

までお問合せ下さい 

韓国語ガイド紹介(1) 

金沢城 

白米千枚田

長町武家屋敷跡

水引 

mailto:kanazawa_guidelink@hotmail.co.jp
mailto:kanazawa_guidelink@hotmail.co.jp


               
 

 

対応エリア  
氏名 大星陽子 （オオボシ ヨウコ） 

メッセージ 

タイ語教室やタイ国事情紹介等も

承ります。 

タイ文部省タイ語検定（ポーホック）

合格 

 

連絡先 kyomogenkida405@yahoo.co.jp 

 
 

対応エリア   
氏名 長嶋 清恵 （ナガシマ キヨエ） 大家 健治 （オオイエ ケンジ） 

メッセージ 

英語と中国語のガイドです。 

金沢生まれ、金沢在住。 

中国大連、台湾台北に留学、 

東京、上海での勤務経験を通し、故

郷愛に目覚めガイドになりました。 

民間会社で35年間貿易業務に従

事。観光案内とビジネス交流はお

まかせください。  

 

連絡先 nagashimakiyoe3@gmail.com 
k-oie@nifty.com  
090-3294-6085  

対応エリア 

  

対応エリア 

 

氏名 寺尾 和子 （テラオ カズコ）  氏名 魯 炅國（ノウ キョング） 

メッセージ 

中学校・高校の教員経験を生かし

て、分かりやすい説明と相手に合わ

せたきめ細やかな対応を心がけて

います。  

英語とスペイン語でのガイドを行っ

ています。 

 

メッセージ 

韓国人観光客の皆さん！来日を

心から歓迎します。石川県滞在

20年の韓国人ガイドです。見地で

得た知識と経験を母国の方に現

地の良さを伝えてまだ来たくなる

ガイドを行いたいと思います。 

連絡先 
t-kazuko@live.jp 

090-6814-1451 
 

連絡先 
no168311@yahoo.co.jp 

090-2120-8810 

中国語 
タイ語 
スペイン語 韓国語 

石川県 
富山県 
福井県 
岐阜県 
他   

対応エリア 
金沢市内 
白川郷 
福井県 対応エリア 

金沢 
能登、加賀 
富山、岐阜 
福井 

金沢 

加賀温泉郷 

能登半島 

五箇山 

白川郷 

高山 

 

中部地方 

ほか 

全国各地 
 

 



 
対応 

エリア 

    

氏名 浅野 牧子 （アサノ マキコ） 角田 泰裕 （カクダ ヤスヒロ） 川端 智子 （カワバタ トモコ） 木谷 雅浩 （キダニ マサヒロ） 

メッセージ 

お客様のご興味や体調、当日の
天気に合わせたフレキシブルなコ
ース設定に、ご好評をいただいて
おります。東京出身の主婦目線だ
からこそ見えてくる金沢の面白さ
を、お客様と共に楽しんでおりま
す。 

地元石川県出身です。東京で 10

年間過ごして、2016 年に再び故

郷へ戻ってきました。こちらには、

他の場所にはない魅力がたくさん

あります。様々な角度からその魅

力をお伝えできればと思います。 

 

20 年あまり金沢のローカルガイド
として、また外国人の為の日本語
学校で日本文化プログラム責任
者として数多くの国籍、年齢層の
お客様とお付き合いをしてきまし
た。サムライタウン金沢のみでは
なく、世界に開かれた新しい金沢
も紹介いたします。 

総合旅程管理業務主任者、国

内・海外添乗経験豊富です。 

金沢、高山、白川郷、立山黒部

アルペンルートはもちろん、日本

全国ご案内します。 

連絡先 asanomakiko@yahoo.co.jp 
yas_horn@hotmail.co.jp 

070-5636-6111 

t.kawabata@po3.nsknet.or.jp 

090-6815-3677 

masahileaux@gmail.com 

090-8969-5804  
対応 

エリア 

    

氏名 工藤 泉 （クドウ イズミ） 篠田 純子 （シノダ ジュンコ） 白井 雅代 （シライ マサヨ） 土谷 良恵 （ツチヤ ヨシエ） 

メッセージ 

歴史と文化の都市金沢、世界農

業遺産能登半島、温泉と伝統工

芸の加賀の奥深い魅力をご紹介

します。 

白川郷・五箇山、飛騨高山・古川

もご案内いたします。 

金沢生まれ金沢育ちです。海外

のお客様をおもてなしの心を持っ

て大好きな金沢または日本を知

っていただくお手伝いができたらと

思います。 

 

金沢の東茶屋街近くに生まれ育
ち現在も住んでいます。華道小原
流指導免許を持っていて外国か
らのお客様に英語で見せたり指導
することができます。茶道・能もた
しなみ、金沢の歴史や伝統文化
の案内が得意です 

金沢生まれ、金沢育ちです。大手

旅行会社に長年勤務し、海外・国

内旅行の企画や手配業務等を経

験しました。 

 ご遠慮なくご希望をお聞かせくだ

さい。わくわく楽しいツアーをご提

案します。 

連絡先 
izumi777@ae.auone-net.jp 

090-6274-0700 
kzg2017015@kanazawaguide.jp newyorkmasayo327@yahoo.co.jp 

sweettimes@m2.spacelan.ne.jp 

090-7743-6036  
対応 

エリア 

    

氏名 寺尾 和子 （テラオ カズコ） 徳海 世志栄 （トクウミ ヨシエ） 中井 普子 （ナカイ ヒロコ） 中川 不二雄（ナカガワ フジオ） 

メッセージ 

中学校・高校の教員経験を生かし
て、分かりやすい説明と相手に合
わせたきめ細やかな対応を心が
けています。 
 
英語とスペイン語でのガイドを行っ
ています。 

東茶屋街すぐ近くで育ちました。

裏通りのちょっとした秘密やしられ

ていない地元の美しいお寺などバ

ックストリート楽しくご案内します。 

 

石川生まれの石川育ち、生粋の
石川人！地元城下町金沢で 15
年間のボランティアガイドの経験
を経て、通訳案内士として活動
中。お客様のご要望に合わせた
プランで、一期一会を大切に、心
に残る旅のお手伝いをさせていた

だきます。 

武家文化が色濃く継承されてい
る城下町金沢で兼六園を中心に
一緒に散策を楽しみませんか？       
金沢を起点に、自然の魅力が溢
れる能登半島、世界遺産の合掌
つくりで有名な五箇山・白川郷、
古い街並みの残る高山にもご案
内します。 

連絡先 
t-kazuko@live.jp 

090-6814-1451 

y_tokuumi@yahoo.co.jp 

090-9762-0353 

viva-nakai@yacht.ocn.n.ejp 

090-6818-1765 

fynkgw@bf.wakwak.com 

090-7749-7991  
対応 

エリア 

    

氏名 長嶋 清恵 （ナガシマ キヨエ） 長村 文子 （ナガムラ フミコ） 能崎 有紀 （ノザキ ユキ） 萩野 慶子 （ハギノ ケイコ） 

メッセージ 

英語と中国語のガイドです。 
金沢生まれ、金沢在住。 
中国大連、台湾台北に留学、 
東京、上海での勤務経験を通し、
故郷愛に目覚めガイドになりまし
た。 

主人の車椅子を押しながら金沢
城公園などを散歩することがとて
も好きです。アクセシビリティの提
案も含めて、どのような条件のお
客様でもお役に立てるようベストを
尽くします。ぜひ美しい街で素敵
な思い出を作っていってください。 

お客様お一人おひとりのご希望に

そうよう、お話を伺って行先や 

お見せするものを決めています。 

常に、お客様のご期待を何倍に 

もすることを目標としています。 

聞きやすく TPO をわきまえた英語

の言葉遣いと心のこもったおもて

なし。米役員付秘書の経験を生

かしたガイディングは上質な旅を

お求めになるお客様や VIPのお客

様に喜んで頂いております。 

連絡先 nagashimakiyoe3@gmail.com 
fumikos-bird@gmail.com 

090-7740-0392 

harvest.tourguide@gmail.com 

080-5345-2644 
keiko@sakura-trans.co.jp 

090-4328-5525 

英語 
金沢 
白川郷 
高山  

金沢、加賀、

能登、白川

郷、五箇山、

高山、福井 日本全国 金沢 
白川郷 
高山 
ほか 

金沢・ 
能登 

五箇山・ 
白川郷・高山 
富山・福井  

 
金沢市内と 
その近郊 金沢 

白川郷 
高山 など  

金沢、石川

県、五箇山、 
白川郷、飛騨

高山・古川    

金沢を中心に 
石川県内 
五箇山 
白川郷 
高山 

金沢 
加賀 
白川郷    

金沢市、能

登、加賀、白

川郷、高山

市、富山県、

福井県など   
金沢市内 
白川郷 
福井県  

 
金沢市  富山県 

石川県 

福井県 

岐阜県北部 
 

 

金沢 

能登 

高山 

白川郷 

などなど。 
 

 

金沢 

加賀温泉郷 

能登半島 

五箇山 

白川郷 

高山 

 



    
対応 

エリア 

    

氏名 長谷川 庸子 （ハセガワ ヨウコ） 菱田 昭 (ヒシダ アキラ) 堀内 久美子 （ホリウチ クミコ） 水口 幹夫 （ミズグチ ミキオ） 

メッセージ 

歴史と文化の町、金沢の魅力を

たっぷりと楽しんでいただいて、思

い出に残る旅のお手伝いをさせて

いただきたいと思います。 

４００年の侍文化、歴史の城下

町、金沢へようこそ。 

お客様が「今日は楽しかった。」と

言っていただけるガイドを心掛けし

ています。 

お客様のニーズに応じたガイドとフ
レンドリーなスマイルが好評、ファ
ミリー、ＶＩＰ，団体など各種ツアー
の経験が豊富です。 趣味は三
味線と茶道、一期一会の精神で
お客様を心よりおもてなしいたしま
す。 

北陸地方は山と海に囲まれた美
しい自然に恵まれおいしい食べ物
も多い。また歴史に基づく洗練さ
れた文化があり伝統的な工芸品
も多い。この北陸地方の魅力を外
国人観光客に紹介したい。また海
外ビジネスや国際交流の通訳とし
ても活動し、地域の振興発展に
役立ちたい。 

連絡先 
yoko@fatmoon.jp 

090-4682-7280 
akirahishida1@gmail.c 

090-2035-7600 

meow935@ybb.ne.jp 

090‐2034-7805 

mizuguchi.mikio@nifty.com 

080-1409-7370  
対応 

エリア 

 

 

氏名 森井 恭子 （モリイ キョウコ） 山本 由美子 （ヤマモト ユミコ） 

メッセージ 

城、庭、和食、建築、侍文化、お
茶屋文化、伝統工芸や芸能等の
日本文化や 歴史についての各
地域の詳細な情報をご提供しな
がら、 ガイドブックでは得られない
日本の文化、伝統の真髄をガイド
致します。そしてお一人お一人に
合わせたきめ細かな対応をさせ
て頂くように心がけています。 

金沢に生まれ育って半世紀以
上、金沢の事なら何でもお任せく
ださい。美味しいお寿司屋さんに
もご案内いたします。着物でのガ
イドも受け付けております。また茶
道に関心のある方には自宅で簡
単な手ほどきもさせていただきま
す。 

連絡先 
viola7ky@yahoo.co.jp 

080-3046-2483 

yumikoowner@yahoo.co.jp 

090-8093-3193  

金沢 
高山 
白川郷 
五箇山 
能登 

金沢 
能登 
富山 
高岡 
五箇山 

金沢、加賀、 
能登、五箇

山、白川郷、

高山、永平寺

福井県   
石川県 
富山県  
福井県 
岐阜県 
長野県 

 
金沢市内  

金沢 
白川郷 
高山  

英語 

mailto:yoko@fatmoon.jp


 
浅野 牧子 （アサノ マキコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

お客様のご興味や体調、当日の天気に合わせたフレキシブル

なコース設定に、ご好評をいただいております。東京出身の

主婦目線だからこそ見えてくる金沢の面白さを、お客様と共

に楽しんでおります。 

 

２０１６年ツアー日数 80日 

TOEICスコア９５０点 

実用英語検定１級 

旅程管理主任者資格 

 

 

言語 英語 

居住地 金沢市中心部 

メール asanomakiko@yahoo.co.jp 

電話  

対応エリア 金沢、白川郷、高山 

得意分野 庭、武士、芸者、食べ物、裏

通り、人とのふれあい 

 

 

 

 

大家 治 （オオイエケンジ）  

 

民間会社で35年間貿易業務に従事。観光案内とビジネス交流は

おまかせください。  

 

 

言語 中国語 

居住地 石川県白山市 

メール k-oie@nifty.com 

電話 090-3294-6085  

対応エリア 中部地方ほか全国各地  

得意分野 

観光名所、歴史文化、 

自然動植物、商談通訳、 

技術交流 

 

 

 



 

大星 陽子 （オオボシ ヨウコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

楽しい旅となるようにお手伝いさせていただきます。 

タイ語教室やタイ国事情紹介等も承ります。 

タイ文部省タイ語検定（ポーホック）合格 

 

言語 タイ語 

居住地 石川県七尾市 

メール kyomogenkida405@yahoo.co.jp  

電話  

対応エリア 石川県 富山県 福井県 岐阜県 

他 

 

得意分野 司法通訳  

 

 

 

角田 泰裕 （カクダ ヤスヒロ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

地元の石川県出身です。東京で 10年間過ごして、2016

年に再び故郷の町へ戻ってきました。こちらには、他の

場所にはなかなか見つからない魅力がたくさんありま

す。そういう魅力を歴史・自然・文化・食べ物・建築・

風習など様々な角度からお伝えできればと思います。 

金沢、白川郷、高山やその周辺は毎年日本だけでなく海

外からのお客様がひっきりなしに訪れる地方都市・地

域です。けれど、ただ訪れてなんとなく観光スポットを

見るだけではもったいない！目に映る風景の裏には、

そういう景色になったいきさつや背景が隠れていま

す。お客様が持つ「なぜ？」の答えを探すパートナーに

なり、知的な好奇心を満足させるガイドを目指します。 

言語 英語 

居住地 石川県河北郡内灘町 

メール yas_horn@hotmail.co.jp 

電話 070-5636-6111 

対応エリア 金沢、白川郷、高山ほか 

得意分野 歴史、文化、社会  
 

 



川端 智子 （カワバタ トモコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

* これまで 20 年あまり金沢のローカルガイドとして

またスイスに本部を置く外国人の為の日本語学校で日

本文化プログラム責任者として数多くの国籍、年齢層

のお客様とお付き合いをしてきました。伝統のサムラ

イタウンとしての金沢のみではなく、世界に開かれた

新しい金沢も紹介したいと思います。 

* クルーズ船の団体から、政府や大使館、映画界関係者

などの VIP、大学生から小学生グループなど幅広い分

野で日本文化の紹介や体験プログラムの企画実施に関

わっています。 

* 国内はもちろん海外での通訳、アテンド、業務提携、

法廷通訳などの経験があります。 

* 長年関わってきた国際交流の経験から、異なるバッ

クグラウンドや文化を有する方々とはオープンかつフ

レンドリーにお付き合いができると思います。 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール t.kawabata@po3.nsknet.or.jp 

電話 090-6815-3677   

対応エリア 金沢、加賀、能登 

白川郷、五箇山、高山、福井 

 

得意分野 現代の日本情勢と組み合わせた伝

統文化の紹介 

 

 

 

木谷 雅浩 （キダニ マサヒロ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

音楽界で長年に渡ってオーケストラや吹奏楽、マーチン

グバンドの演奏・指導、そしてプロ・オーケストラのマ

ネージメントに携わった後、旅行業界に転身。 国内・海

外添乗経験豊富です。 金沢、高山、白川郷、立山黒部ア

ルペンルートは元より、日本全国ご案内します。 

実用英語検定１級、実用フランス語検定 2級、スペイン

語技能検定 6級、イタリア語検定 5級、総合旅程管理業

務主任者。 

言語 英語 

居住地 金沢市 

メール masahileaux@gmail.com 

電話 090-8969-5804 

対応エリア 日本全国 

得意分野 
音楽、スポーツ 

歴史、伝統文化  
 

 

 



工藤 泉 （クドウ イズミ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

 

金沢生まれの金沢育ちです。 

自転車に乗って、金沢のバックストリートでお茶し

たり、美味しいものを食べ歩いたり、素敵なお店を発

見するのが好きです。 

旅好きの視点から、歴史と文化のサムライタウン金

沢、山海の幸と祭りの宝庫能登半島、温泉と伝統工芸

の加賀の奥深い魅力をご紹介します。 

世界遺産白川郷・五箇山、飛騨高山、飛騨古川もご案

内します。 

 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール 
Izumi777@ae.auone-net.jp 

7izumi7@gmail.com 

電話 090-6274-0700 

対応エリア 金沢を中心に石川県、五箇山、白川郷、

飛騨高山・古川 

得意分野 石川の食、酒蔵巡り、金沢人の暮らし

と文化、フジロックフェスティバルの

楽しみ方 

 

   

   

篠田 純子 （シノダ ジュンコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

金沢生まれ金沢育ちです。海外のお客様をおもてな

しの心を持って大好きな金沢または日本を知って

いただくお手伝いができたらと思います。 

これまでのフロリダディズニーワールドでの接客、

香港での役員秘書などを通じて培ったホスピタリ

ティー精神を活かせると思っております。 

日本文化に興味があり、茶道、書道は１０年以上習

っております。またアート、特に現代美術が好きで

美術館や国際芸術祭によく足を運んでいます。ぜひ

皆様をご案内できればと思っております。お会いで

きるのを楽しみにしております。 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール kzg2017015@kanazawaguide.jp 

電話  

対応エリア 金沢市内とその近郊 

得意分野 茶道・書道  
 

 

 



白井 雅代 （シライ マサヨ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

金沢の東茶屋街近くに生まれ育ち、現在もその近くに

住んでいます。華道小原流指導免許を持ち、外国から

のお客様に英語で華道を見せしたり、指導することが

できます。茶道や能もたしなみ、金沢の歴史や伝統文

化の案内が得意です。 

和服が好きで、しばしば和服で金沢を案内していま

す。 
言語 英語 

居住地 金沢市 

メール newyorkmasayo327@yahoo.co.jp 

電話  

対応エリア 金沢・能登・五箇山・白川郷・高山 

富山・福井 

得意分野 歴史・伝統文化 

 

 

 

 

土谷 良恵 （ツチヤ ヨシエ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

金沢生まれ、金沢育ちです。大手旅行会社に長年勤

務し、海外・国内旅行の企画や手配業務等を経験しま

した。 

 ご遠慮なくご希望をお聞かせください。わくわく楽

しいツアーをご提案します。 

 総合旅行業務取扱管理者・旅程管理主任者 

言語 英語 

居住地 金沢市 

メール sweettimes@m2.spacelan.ne.jp 

電話 090-7743-6036 

対応エリア 金沢、白川郷、高山など 

得意分野 食全般、日本酒、伝統文化 

 

 

 

 

 

 



寺尾 和子 （テラオ カズコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

中学校・高校の教員経験を生かして、分かりやすい説明と

相手に合わせたきめ細やかな対応を心がけています。金沢

市内はもちろん、少し足をのばして、S.ジョブズも憧れた

永平寺、東尋坊など思い出に残る旅行となるようご案内い

たします。 

  

英語とスペイン語でのガイドを行っています。 
言語 英語・スペイン語 

居住地 福井市 

メール t-kazuko@live.jp 

電話 090-6814-1451 

対応エリア 金沢市内、白川郷 

福井県内 

 

得意分野 歴史、座禅 

 

 

 

徳海 世志栄 （トクウミ ヨシエ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

人気のスポット東茶屋街のすぐ近くで生まれ育ちま

した。茶屋街の裏通りに隠れているエピソードをお話

ししながらご案内いたします。 

また、30 年以上の書道経験がありますので coffee 

break の時にでもその場でちょっとした体験の時間

を楽しむことができます。 

賑やかな金沢観光と静かな時間を一緒に過ごしまし

ょう。 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール y_tokuumi@yahoo.co.jp 

電話 090-9762-0353 

対応エリア 
金沢 加賀 能登 五箇山 

白川郷 高山 

得意分野 

 

歴史 宗教 書道関連 

 

 

 

 

 



中井 普子 （ナカイ ヒロコ）  

 
<ガイドからのメッセージ> 

石川生まれの石川育ち、生粋の石川人！地元城下町金沢

で 15 年間のボランティアガイドの経験を経て、通訳案

内士として活動中。 

金沢検定中級、書道三段、茶道の経験もあります。 

お客様のご要望に合わせたプランで、一期一会を大切に、

心に残る旅のお手伝いをさせていただきます。 

言語 英語 

居住地 石川県河北郡津幡町 

メール viva-nakai@yacht.ocn.ne.jp 

電話 090-6818-1765 

対応エリア 金沢 加賀 白川郷 

得意分野 庭 書道 茶道 

 

 

中川 不二雄 （ナカガワ フジオ）  

 

金沢に生まれ、金沢（関西と東京に数年）を中心に生

活をしてきました。長年機械メーカーで輸出業務に

従事し、頻繁に海外出張しました。 

退職後、2000年に外国語ボランティアガイド組織

「金沢グッドウィルガイドネットワーク（KGGN）」

に入会し、現在まで在籍しその内６年は代表を務め

ました。 

2003年に「金沢ホームヴィジット友の会（KHVA）」

（HP: kanazawahomevisit.jimdo.com）を立上げ、

累計15,000人の外客を市内の家庭に分散して短時

間受入れて、茶道・華道・書道・着付け・折り紙など

の日本文化の体験をお楽しみいただいています。拙

宅では約2,500人をおもてなししています。 

2012 年に仲間と協力して「石川県通訳案内士協会

（LINK）」を設立し、以来その代表を務めています。 

ガイドとしては、金沢を中心として、白川郷・五箇

山、高山市だけでなく、海山の幸豊かな能登半島、温

泉と九谷焼・漆芸の加賀地方、時には立山・黒部のあ

る富山県や永平寺のある福井県など広範囲にご案内

し、それらの魅力をご堪能いただいています。 

簡単な中・独・仏語に対応可。趣味はゴルフです。 

言語 英語 

居住地 金沢市 

メール fynkgw@bf.wakwak.com 

電話 090-7749-7991 

対応エリア 金沢市、能登、加賀、 

白川郷、高山市、富山県、 

福井県、京都など 

得意分野 日本の歴史、金沢の文化体験（金箔

貼り・茶の湯・和菓子作り・九谷焼

絵付け）、金沢の家庭訪問（右欄参

照）、商談通訳、翻訳 

 

 



長嶋 清恵 （ナガシマ キヨエ）  

 

英語と中国語のガイドです。 

金沢生まれ、郊外の津幡町育ち。現在は金沢に在住。 

実家は 6代続くコメ農家。父は植木屋、母は花屋。 

私自身も庭園や植物が大好きです。 

 

お城に大学があった頃、金沢大学経済学部に入学。 

金沢大学の在学中と卒業後、中国大連と台湾台北に留

学。 

東京や上海での勤務経験を通して、故郷愛に目覚め、 

「そうだ！故郷に帰ろう」と通訳案内士になりました。 

 

趣味は読書、「習っては忘れ、忘れては習い」レベルの

茶道、 

ガイド下見を兼ねたポケモン GO散歩、 

お城と温泉が好きな主人との旅行や食べ歩き。 

金沢で好きな場所は、兼六園、西田家庭園玉泉園、鈴木

大拙館。 

言語 英語、中国語 

居住地 金沢市 

メール ｎagashimakiyoe3@gmail.com 

電話  

対応エリア 金沢、白川郷、高山 など 

北陸と飛騨地方を中心に 

 

得意分野 歴史、文化・工芸体験 

庭園、茶道、サブカルチャー 

 

 

長村 文子 （ナガムラ フミコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

こんにちは。フミコです。私は生まれも育ちも金沢の「お

ばさん」です。せっかく日本へ、しかも歴史深い金沢へい

らっしゃるのだから、観光地をまわるだけにとどまらず、

日本のおもてなしをぜひ経験していただきたいと思って

います。 

私自身も、主人の車椅子を押しながら金沢城公園などを

散歩することがとても好きです。アクセシビリティの提

案も含めて、どのような条件のお客様でもお役に立てる

ようベストを尽くします。ぜひ美しい街で素敵な思い出

を作っていってください。 

 

言語 英語 

居住地 金沢市 

メール fumikos.bird@gmail.com 

電話 090-7740-0392 

対応エリア 金沢市 

得意分野 茶道 

 

 

 

 



魯 炅國 （ノウ キョング）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

韓国人観光客の皆さん！ 

来日を心から歓迎します。石川県滞在 20 年の韓国人公認ガ

イドです。見地で得た知識と経験を母国の方に現地の良さを

伝えて、まだ来たくなるガイドを行いたいと思います。 

金沢市内の中心には日本三名園の一つである兼六園、重伝建

のひがし茶屋街、金沢城、21世紀美術館、近江町市場、武家

屋敷など数を数えないほど観光スポットが皆さんを待ってい

ます。 

まだ市内をちょっと離れると、加賀温泉、能登の世界農業遺

産と海、夏には登山と秋には紅葉と冬にはスキーで有名な日

本３名山の白山を楽しむことができます。 

県外では韓国でも人気の観光スポットである世界文化遺産白

川郷、黒部アルペンルート、黒部峡谷、飛騨高山、日本アルフ

スの上高地などが 1 時間から 2 時間距離にに位置して一日

観光圏内にあります。 

短い時間に石川県と周辺地域を韓国人旅行客が必ず行って見

たい所を選んでアドバイスしたいと思います。日本語で困っ

てる韓国人旅行客、特に子供やご両親を伴った旅行客、そし

てビジネスのために訪問する方々に積極すすめます。 

言語 韓国語 

居住地 石川県白山市 

メール no168311@yahoo.co.jp 

電話 090-2120-8810 

対応エリア 金沢、能登、加賀 

富山、岐阜、福井 

得意分野 トラッキング、 

歴史、自然、文化 

 

 

 

能崎 有紀 （ノザキ ユキ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

2009年から通訳案内業務に従事しております。 

観光をメインに、工場などの見学、地元の紹介など、

日本の各地を知っていただくための同行通訳も承って

おります。 

歴史や伝統工芸が得意分野です。北陸周辺の城下町を

ご案内します。 

 

個人のお客様の場合は特に、お一人おひとりのご希望

にそうよう、お話を伺って行先やお見せするものを決

めています。 

お客様の大切なお時間を1分でも無駄にすることがな

いよう留意し、そしてお客様のご期待を何倍にもする

ことを目標としています。 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール harvest.tourguide@gmail.com 

電話 080-5345-2644 

対応エリア 金沢・能登を中心に 

近隣各県承ります！ 

得意分野 歴史・伝統工芸など 

 

 



萩野 慶子 （ハギノ ケイコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

聞きやすく TPOをわきまえた英語の言葉遣いと心のこもっ

たおもてなし。米役員付秘書の経験を生かしたガイディング

は上質な旅をお求めになるお客様や VIP のお客様に喜んで

頂いております。 

交換留学生として 1 年間アメリカに留学。日米合弁企業で

米国人役員付き秘書を務めた後、国内のメーカーで海外販路

開拓に携わりました。2013年にメーカーを退職した翌年に

通訳・翻訳の会社を設立し今日に至っております。得意分野

は機械と製薬。 

ガイディングでは訪問先の歴史・経済・地理・気候などいろ

いろな側面に光を当て、知的好奇心が旺盛なお客様に新たな

ストーリー発見をお楽しみいただけるようご案内いたしま

す。英検 1級 国連英検 A級 TOEIC990点 

言語 英語 

居住地 石川県羽咋市 

メール keiko@sakura-trans.co.jp 

電話 090-4328-5525 

対応エリア 富山・石川・福井・岐阜北部 

得意分野 歴史・産業・米作り 

 

 

 

 

 

長谷川 庸子 （ハセガワ ヨウコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

歴史と文化の町、金沢の魅力をたっぷりと楽しんでいただ

いて、思い出に残る旅のお手伝いをさせていただきたいと

思います。 

言語 英語 

居住地 金沢市 

メール yoko@fatmoon.jp 

電話 090-4682-7280 

対応エリア 金沢市内 

得意分野 観光案内  

 

 

 

 



菱田 昭 (ヒシダ アキラ)  

 

<ガイドからのメッセージ> 

菱田昭の背景 ：製造メーカーの国外事業に 39年従事。そ

の間 NY に 4 年、北アフリカとパリに 4 年駐在体験あり。

その後東アジア・米国へ出張ベースで 100 回以上訪問。ガ

イドになってからこの国外経験が役に立っています。外国の

お客様の興味に沿って日本的事象を説明します。金沢を中心

とした観光地を分かりやすく満足度の高いご案内を致しま

す。 

趣味 ： ゴルフ、映画、音楽、料理 

性格： 人見知りなし 

特記事項： 簡単な仏語会話可。 

言語 英語 

居住地 石川県白山市 

(金沢駅まで JRで 11分) 

メール akirahishida1@gmail.com 

電話 090-2035-7600 

対応エリア 金沢、加賀、能登、五箇山、

白川郷、高山、福井・永平寺 

得意分野 比較文化 

 

 

 

堀内 久美子 （ホリウチ クミコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

これまで大臣、俳優、映画監督、ライター、、、その他数多くの VIPの

お客様を地元金沢を中心に高山、白川郷等の周辺地域をご案内して

きております。お客様の様々なご希望にお応えできるよう、豊富な

ポケットの中身と地元ならではの人的ネットワークを駆使してご案

内させて頂きます。雑学の知識も豊富ですので学びのツアーとして

も楽しめます。得意分野は伝統文化工芸、日本酒など。趣味は小唄と

三味線で日本の文化・伝統芸能もご紹介致します。 言語 英語 

居住地 金沢市 

メール meow935@ybb.ne.jp 

電話 （090）2034-7805 

対応エリア 石川、富山、福井 

岐阜、長野 

得意分野 歴史、日本文化、 

伝統工芸  
 

 

 



 

水口 幹夫 （ミズグチ ミキオ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

北陸地方は山と海に囲まれた美しい自然に恵まれ、それに

よって育まれたおいしい農作物や魚介類の宝庫と言われて

います。加えて永い歴史に基づく洗練された文化が残って

おり、伝統的な工芸品も数多く作られています。私はこの北

陸の魅力を外人観光客に丁寧におもてなしの心を込めて紹

介したいと思います。 

またこの地方に本拠を持つ数多くの企業や団体が、海外と

のビジネスや国際交流を進めており、今後ますます拡大す

ることが予想されます。私は豊富な海外ビジネスの経験を

活かし、各種の商談や会議に通訳としてサポートしたいと

思います。 

そしてこれらの活動を通じて、この地域の振興・発展に少し

でも貢献していきたいと思っています。 

（英語での通訳が基本ですが、必要があれば永年の現地生

活で習得したインドネシア語での対応も可能です。） 

言語 英語 （インドネシア語も可） 

居住地 富山県南砺市 

メール Mizuguchi.mikio@nifty.com 

電話 080-1409-7370 

対応エリア 金沢、能登、富山。高岡 

五箇山など 

 

得意分野 歴史、食べ物 

ビジネス交渉 

 

 

森井 恭子 （モリイ キョウコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

城、庭、和食、建築、侍文化、お茶屋文化、伝統工芸や

芸能等の日本文化や 歴史についての各地域の詳細な情

報をご提供しながら、ガイドブックでは得られない日本

の文化、伝統の真髄をガイド致します。そしてお一人お

一人に合わせたきめ細かな対応をさせて頂くように心

がけています。 

 

英検１級、書道、華道師範免許、調理師免許。茶道を勉

強中。 

2007年に通訳案内士の資格取得後、ガイドの業務を継

続。クルーズ船現地バスツアー、国際学会のエクスカー

ション、視察旅行などの経験あり。 

 

言語 英語 

居住地 富山市 

メール viola7ky@yahoo.co.jp 

電話 080-3046-2483 

対応エリア 金沢、高山、白川郷、五箇山、

能登 

得意分野 城、庭、和食、建築、伝統工芸、

能、茶道、華道、書道 

 

 

 



山本 由美子 （ヤマモト ユミコ）  

 

<ガイドからのメッセージ> 

金沢に生まれ育って半世紀以上、金沢の事なら何でもお

任せください。美味しいお寿司屋さんにもご案内いたし

ます。着物でのガイドも受け付けております。また茶道

に関心のある方には自宅で簡単な手ほどきもさせてい

ただきます。 

 

言語 英語 

居住地 金沢 

メール yumikoowner@yahoo.co.jp 

電話 090-8093-3193 

対応エリア 金沢、白川郷、高山 

得意分野 伝統文化 

  


