番号
(No.)

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

自己紹介
（self promotion)

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

案件ごとにご相談（商
定）

案件ごとにご相談
（商定）

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

全 国 通 訳 案 内 士

1

2

3

大津 弘子

全 美英

深澤 華世子
深泽 华世子

私は、留学で北京に2年、駐在で上海
に1年の滞在経験があり、中華圏の
お客様のおもてなしには自信があり
ます。山梨に移住して2年余りになり
ますが、空気や水が綺麗で、桃、ぶど
うなどの果物やワインが日本一美味
しい山梨がますます好きになっていま
す。自分自身で体験した四季おりおり
の山梨の魅力を、海外のお客様にも
自信を持ってお伝えしたいと思いま
す。

我曾经在北京留学2年，在上海工作1
年，对来自中华圈的游客接待很有自
信。我搬到山梨县来已有2年多，因
为山梨县的空气和水非常干净，而且
水蜜桃、葡萄等水果以及葡萄酒是日
本最美味的，我越来越喜欢这里了。
我会非常自信地给外国游客介绍亲
身体验山梨县的每个季节魅力。

富士の国―山梨県に住んでおり、富
士山周辺の観光名所・歴史文化・自
然・地方特産品・グルメなどに得意で
す。長年日本滞在のネイティブガイド
として、日中両国の文化や習慣など、
特に日本旅行において外国人が興
味を持つ分野の情報や知識に精通し
ており、「思い出に残る楽しい旅」の
お手伝いをさせていただきます。
総合旅行業務取扱管理者資格 あり

现住在富士之乡的山梨县，精通富士
山周边的名胜古迹、历史文化、自然
风景、地方特产以及特色美食。作为
长年居住在日本的当地导游，熟悉中
日两国的文化习惯，特别是了解中国
游客对日本感兴趣的旅游信息，为您
的快乐之旅提供优质的导游服务。
具有综合旅游业务营销管理国家资
格证

富士山とその周辺、また、東京、大
阪、京都、奈良、北海道、白川郷、箱
根等の場所を案内したことがありま
す。これから案内したことがない場所
を、ガイドできるように下見に行った
り、案内できるための準備（下見も含
む）をしたりして、いつでも、どこでも
引き受けられる体制を作っておきま
す。

富士山以及周围，还有东京，大阪，
京都，奈良，北海道，白川乡 ，香根
等地都
导游过。今后，没有导游过的地方，
为今后可导游作准备（包括事先踩
点），无论何时何地都可以接团。

昇仙峡、勝沼地区のワイナ
リー、富士山五合目周辺、河口
湖周辺、身延山久遠寺など
2014年

女性（Woman)

hongzi2011@yahoo.co.jp
升仙峡、胜沼地区的葡萄酒
厂、富士山五合目周边、河口
湖周边、身延山久远寺等

有料施設・拝見料などは
依頼者の負担です。

2016年

女性（Woman)

WeChat ID （微信）:
quan_meiying

関東・関西地方

www.fygia-japan.com

wakomiei@yahoo.co.jp

2010年

女性（Woman)

090-1859 -8647
FGYIA 富士の国やまな
yareba4dan@yahoo.co.j
し通訳案内士会
p

关东（首都圈地区）、
关西（大阪地区）

Depending on case

Depending on case

半天（4小时）：根据人
数、日程等具体情况来
定
全天（8小时）：根据人
数、日程等具体情况来
定
门票、交通费等相关费
用是游客支付

料金について、基本は、
上記のような金額です
が、お客様と相談できる
全国

一万日元

二万日元
有关费用，基本上与上
述金额差不多，可与客
人商量决定。

番号
(No.)

4

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

黒木 史
Humi Kuroki

自己紹介
（self promotion)

2015 年から富士山の麓で暮らしてい
ます。これまで大型リゾートホテルに
て中国からのお客様、それ以外の外
国のお客様のご希望や天候に合わ
せて観光プランを立てたり、おすすめ
の食事処をご紹介したりしてきまし
た。十年来旅行業に携わってきまし
た。富士山周辺の観光地情報はもち
ろん、写真を撮ることが好きで、写真
撮影の絶景スポットもご案内可能で
す。また、2016 年夏に富士登山もし
ました。
2008 年から 2014 年まで北京の現地
会社で働いた経験があり、また中国
全土旅行したこともあり、中国現地情
報及びにも精通しています。

从 2015 年开始住在富士山北麓。到
现在在大型度假酒店我给中国顾客
以及其他外国顾客提供过旅游计划，
也介绍过当地美食。这十年来我一直
从事旅游行业。
我自己很喜欢拍照片，所以也可以介
绍摄影地点。我2016年还爬过富士
山。
从2008年到2014年在北京的当地公
司工作过，也去过中国全国各地。我
通晓中国国内情况和汉语。

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

女性（Woman)

81-80-8350-2323
zubanshi@gmail.com

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

10000yen

20000yen

富士山とその周辺（河口湖、山
中湖等）
2019年

富士山以及富士山北麓周边
（河口湖，山中湖等）

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

入場料、食事代、交通
費は自費です。
门票，餐费，交通费是
自费。

番号
(No.)

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

自己紹介
（self promotion)

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

地 域 通 訳 案 内 士

1

2

3

夏 宝华
BAOHUA XIA

金紅梅

姜 龍哲
キョウ リュウテツ

自然豊かな山梨県は、山、水、日照、
空気、果物、ワイン、ジュエリーなど
数々の日本一を持っています。山梨
に２０年以上暮らしている私は、心を
こめて山梨の魅力を世界中の皆様に
正しく、詳しく、深く案内したいと思い
ます。また、観光案内のみならず、私
は１７年間ジュエリー関係ビジネスの
経験から、国際貿易関連の通訳や山
梨ジュエリー業界の案内もご対応致
します。

自然丰饶的山梨县，拥有许多名山名
水、日照长、空气清新、美味的水果、
香醇的葡萄酒、称誉世界的珠宝等
等，占据多项日本第一。我在山梨生
活了二十多年，愿竭诚把山梨的无穷
魅力准确、详细、深入地介绍给世界
的朋友们。另外，不只局限于观光导
游，我还有着17年以上的珠宝生意的
经验，在国际贸易和珠宝行业等方面
也可提供各项服务。

性格は人と接するのが好きなので、
旅行業界に入るようになりました。山
梨県に来た一人一人のお客様に明る
く、誠心誠意でおもてなしをします。食
べ物が大好きな私が山梨県の季節
によって違う食べ物を詳しく紹介しま
す。自然がいっぱいで美しい山梨県
の富士周辺、勝沼ぶどう郷、石和温
泉郷などについてもお伝えします。

因本人性格是喜欢与人接触，所以进
了旅行这个行业。我将会对来到山梨
县的每一位顾客以明朗，诚心诚意，
宾至如归的精神接待。属于吃货的我
也会将山梨县的每个季节最好吃的
食品介绍给大家。山梨县的自然是最
为吸引旅客眼球的看点，我将会把自
己所了解的山梨县的美丽的富士山
周围，胜沼葡萄乡，石和温泉乡介绍
给大家。

富士の国山梨県へようこそ！
県内有名なナチュラルリゾート地で勤
務しておりまして、長年、自然と芸術
をコラボしたイベント等を担当してきま
した。
自然豊かな山梨の魅力をしっかり伝
え、一生の思い出になる旅を一所懸
命ご案内させていただきます！
通訳ガイド以外にも、パンフレット、
ホームページ等の翻訳依頼も承って
おります。

欢迎光临，富士之国山梨！
本人在县内有名的自然度假村工作，
一直负责大自然跟艺术相结合的文
艺活动。
给您传达山梨县丰富大自然的魅力，
为您提供永生难忘的旅行而在所不
辞。
除了观光导游以外，还承接宣传册，
网站等翻译业务。

2016年

男性（Man）

Wechat ID :
xbh55jp

山梨県の観光名所（富士山と
その周辺、昇仙峡等）の通訳
案内、ビジネス通訳（ジュエ
リー関連）
ご依頼内容により
ご相談

ybhk8155@yahoo.co.jp

山梨县的旅游胜地(富士山及
其周边景点，升仙峡等)的翻译
导游，商务翻译及咨询(珠宝关
联)

080-4790-0823
Jinhm@ezweb.ne.jp

富士山周辺、武田神社、昇仙
峡、勝沼ぶどう郷、石和温泉郷

ご依頼内容によりご相
談

通訳案内士の交通費・
食事代・宿泊費❓有料
施設❓拝観料等は、お
客様のご負担となりま
す。
翻译导游的交通费，餐
饮费，住宿费，收费场
所，参观费等均由客人
负担。

有料施設と交通費用は
お客様が負担
2016年

女性（Woman)

５０００円〜

１００００円〜
旅客负担收费设施和交
通费用

2016年

男性（Man）

山梨県内全域
Depending on case

yilejima@gmail.com
山梨县全区域

Depending on case

番号
(No.)

4

5

6

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

黄 美花
Meihua Huang

坂本 友子
Tomoko Sakamoto

谢 宜恩

自己紹介
（self promotion)

私は7年前来日し、ずっと山梨県に住
んでいます。山梨県は、日本の象徴
である富士山や2000m以上の山々に
囲まれています。山梨県は、自然豊
かな地域であり、美味しい水や果物
も有名です。山梨県の魅力をお伝え
し、楽しい思い出になるよう、お手伝
いします。

山梨に住んで13年、今も日々新たな
魅力を発見しています。山梨は自然
が豊かで四季それぞれの美しさがあ
ります。温泉や果物狩り、ワイナリー
巡り、歴史散歩などお客様のお好み
に合った楽しみがきっと みつかりま
す。一年を通して楽しめる山梨へぜ
ひ遊びに来てください。心を込めてお
もてなし致します。小さなお子様づれ
のファミリー歓迎です。

富士山で新鮮な空気を吸ってみたい
ですか？甲州葡萄で造られたワイン
を飲みたいですか？戦国時代の英雄
武田信玄公祭りを体験してみません
か？ご希望があれば、喜んで山梨県
の観光名所をご案内致します。
高校時代、ガールスカウトに参加し、
大学の時、登山部に所属しましたの
で、自然も遊ぶ事も大好きです。自分
の体力に自信がありますので、全力
ガイト致します。富士の国山梨にすで
に10年住んでいます。富士山も山梨
の美しい自然も大好きですので、山
梨の魅力を紹介致します。

7年前来日本后我一直住在山梨县。
山梨县被日本的象征富士山和
2000m以上的山脉围绕。山梨县是自
然丰富的地方，而且山梨县的水和水
果也很有名。我会介绍山梨县的魅
力，一起创造美好的回忆。

从东京搬到山梨来已经住了13年了。
但现在天天还会发现山梨的好地方
和魅力。山梨自然丰富四季有各各的
美丽。同时有很多旅游的乐趣、例如
泡温泉、採摘水果、巡游酒厂、探访
歷史古蹟等。客户一定会找到自己喜
欢的。
山梨一年四季都可以享受旅游乐趣、
欢迎您到山梨旅游!!
我会让您觉得宾至如归。我也非常乐
意招待有小孩的家庭!

想呼吸一下富士山的新鲜空气吗?想
嚐嚐看甲州葡萄酿造的葡萄酒吗?想
体验一下战国英雄武田信玄的勇猛
气概吗?如果您想，我很乐意為您服
务，带您到山梨各地游山玩水、吃美
食。
高中参加童军团、大学参加登山队，
热爱自然，很爱玩。对自己的体力有
信心，可以帮您背行李。住在富士山
脚下10年了，喜欢富士山、喜欢山梨
的大自然，有热诚為您介绍山梨魅
力。

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

主に甲府市、富士山とその周
辺。
その他、通訳、翻訳業務
2016年

女性（Woman)

81-90-9670-2220
2014gi019@yamanashiken.ac.jp

甲府市，富士山以及其周围为
主。
其它，陪同翻译，文件翻译等。

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

交通費・有料施設・拝観
料等は依頼者の負担で
ご依頼内容によりご相 ご依頼内容によりご相 す
談
談
交通费，景点入场费，
参拜费等由客户自理。

甲府市及び周辺
2016年

女性（Woman)

t.sakamoto.yk@gmail.co
m

商量后再决定。

商量后再决定。

女性（Woman)

welcomeyamanashi@gm
ail.com

山梨全域
山梨縣境內

有料施設、交通費、食
事代等は依頼者の負担
です
门票、交通费、吃饭等
费用由客户负担

甲府市以及周边地区

2016年

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

有料施設、食事等は依
頼者の負担です。
7,000yen
内容によりご相談

15,000yen
内容によりご相談

入场门票、吃饭等由客
人负担。

番号
(No.)

7

8

9

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

朱里 正雄
Masao Shuri

竹井 陽子

根岸 深雪
Negishi Miyuki

自己紹介
（self promotion)

私は、富士山の麓に住んで３０年に
なります。山梨県には海はありません
が、日本の象徴である富士山を始
め、南アルプスなど2,000〜3,000m級
の山々に囲まれた、自然豊かな地域
であります。四季を通じて、富士五湖
から見る富士山や、四季折々の花々
や果物、美味しい水、温泉など、観
て、食べて、遊んで、寛いで頂けると
ころが沢山あります。
富士山と地域の魅力をお伝えし、楽し
い思い出となるよう、お手伝いさせて
頂きます。

我住在富士山麓已有30年。山梨县没
有海，但它有日本的象徵富士山，被
南阿尔卑斯等2,000〜3,000m级的山
脉围绕，是自然丰富的地方。一年四
季，从富士五湖观赏的富士山，四季
不同的花果，丰盛的矿泉水，温泉等
等，观，吃，游，舒，都能体验到。
我会介绍富士山和当地的魅力，一起
创作美好的旅游回忆。

私は広東語、中国語を話せる通訳ガ
イドです。
富士山世界遺産センターと西湖いや
しの里根場を案内いたします。
センター内には３６０と胎内ピジョンが
あります。
実際の富士山の１/１０００の大きさで
作られたオブジェです。
ぐるっと見て回ると富士山の地形を確
認でき、富士山の多様性を感じること
ができます。
西湖いやしの里根場は、日本のふる
里の原点を感じていただける場所で
郷土料理も味わえます。
心ゆくまで富士山と地域の魅力をお
伝えします。

我能说广东话普通话的翻译导游。
我欲介绍富士山世界遗产中心和西
湖温柔乡根场。
富士山世界遗产中心是将富士山缩
小成千分之一的模型。
客人可体验登上山顶欣赏到四季360
度的富士山。中心还有许多设施贡参
观。
西湖温柔乡根场是日本人怀念故乡
的原点，大水桥边，冠雪富士山，红
枫叶，银杏黄金叶，水车，茅草屋群，
如仙境般如诗画。
拍照及体验昭和时代生活。并享用乡
下料理。
我将待客如宾，将富士山及区域的魅
力介绍给你跟你乘兴而来尽兴而归。

世界遺産の富士山はもちろん、日本
一の果物、水晶、ワインや温泉、グル
メ、史跡などの豊富な観光資源をご
案内させて頂きます。私の大好きな
日本、山梨の伝統文化、身近な生活
習慣などの素晴らしさをお伝えしてい
きたいと思います。

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

主に富士五湖とその周辺。
その他、通訳、翻訳業務。
旅程管理主任者、国内旅行業
務取扱管理者の資格あり。

2016年

2016年

男性（Man）

女性（Woman)

81-90-4206-8665
wagamamashuri@gmail.c
om

富士五湖以及其周围為主。
其它，陪同翻译、文件翻译等
业务。
持有旅程管理主任者、国内旅
行业务管理者的资格。

交通費・有料施設・拝観
料等は依頼者の負担で
す。
ご依頼内容により
ご相談

ご依頼内容によりご相談

交通费・景点入场费・参
拜费等，由客户自理。

有料施設、拝観料等は
依頼者の負担です。

山梨全域

yoko.takei322@gmail.co
m

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

7,000yen

15,000yen

山梨縣

门票、参观费用，由客
人负担

有料施設、拝観料等は
依頼者の負担になりま
す。観光コースの内容に
よって、料金が変わる場
合があります。
不仅向大家介绍世界遗产的富士山、
而且会详解日本之最的山梨县水果,
水晶,葡萄酒以及温泉,美食,古迹丰富
的观光资源。我会把我很喜欢的日
本,山梨的传统文化,生活习惯等传递
给大家。

2016年

女性（Woman)

８１-８０３２４５６１１８
微信号：genanshenxue
kamomesyoukai@yahoo.co.jp

http://www.yamanashikankou.jp/smp/index.ht
ml

山梨県全域
山梨县内

７,０００円

１５,０００円
饮食、公共设施、参拜
等费用由旅客自己负
担。
根据引导地点、套餐方
式不同费用会有变动、
请提前咨询。

番号
(No.)

10

11

12

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

長山 竹君
Kemi Nagayama

吉田 恵貞

為岡 幸恵
Tameoka yukie

自己紹介
（self promotion)

私は、山梨県で20年間暮らしていま
す。山梨県にとても詳しいです。ガイ
ドブックにはない名所の全てをご案内
できます。旅行の案内ではなく、山梨
県の文化、歴史、地理、美食、風土人
情なども紹介できます。山梨県には
日本一の四つを持っています（富士
山、果物、宝石、ミネラルウォー
ター）。機会がありましたらぜひ一緒
に山梨県の魅力を堪能しましょうね。

我在山梨县已经生活了20多年了。对
山梨县可以说了如指掌。可带领大家
游玩旅游指南上都没有的美景胜地。
不但导游,也可以给游客介绍山梨县
的文化,地理,历史,美食,风土人情。山
梨县拥有日本四个第一(世界独一无
二的富士山,美不可言的水果,美不胜
收的宝石,甜润可口的矿泉水)。有机
会的话,一起来欣赏和享受山梨县的
美景和美食吧。

家族連れのアットホームな観光ガイド
が得意です。難しい知識中心のガイ
ドではなく、山梨の風景や日本人の
生活を皆様に楽しく感じいただけるよ
う心掛けています。
来日３０年。日本の大学院を卒業し、
日本で銀行に勤務し、政府の国際協
力での通訳もしていました。
友人のようにオーダーメイドでご案内
いたします。専門地域は、甲府市と周
辺市町村です。しかし、ご要望があれ
ば、事前調査をしできる限り対応して
いきたいと思います。

我擅长带家族旅行。我不特意介绍深
奥的知识，我希望大家能够享受山梨
的风景名胜以及体验日本人的生活，
能够留下一个愉快的旅游经验。
我来日本已经30年了，毕业於日本的
研究所，曾在日本的银行工作，也做
过日本政府所办的国际合作事业的
同步翻译。
我可以像朋友一般的带领你们旅游
甲府市内的景点。如果有其他的要
求，我也会事前做仔细地调查，尽我
所能為大家服务。

母国語は中国語である私は、日本の
富士山麓に23年間暮らしています。
富士山は日本人にとって神聖であ
り、信仰の対象としても心に残ってい
ます。私も美しい富士山が大好きで、
中国語系のお客様にご案内したいで
す。富士山だけではありません、その
周辺の名所、山梨県の特徴なども案
内したいと思っております。
例え：①信仰対象として、富士登山
コース。
②富士山及び周辺の観光経典コース
③果物園の狩りしながら温泉に楽し
めるレンジ―コース
④民宿で富士山麓に日本人の生活
を体験しながら、テント生活したり、
釣りしたりするのんびりコース

登録年
(Year Registered)

2016年

性別
(Gender）

女性（Woman)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

女性（Woman)

keiteishu@gmail.com

2016年

女性（Woman)

８１-９０１２８４７６７２
tmokykegjq@yahoo.co.jp
guojianqun0128@163.co
m

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

有料施設・拝観料等は
依頼者の負担です
12,000

山梨县内的旅游胜地

甲府市とその周辺の市町村。
そのほかは要相談。
2016年

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

山梨県内の観光地

080-5051-6988
nagayama_bh@nifty.com

作为汉语是母语的我，在富士山麓已
居住了23年，深深爱上了富士山。对
于日本人来说富士山非常神圣，是信
仰的对象而寄托于心灵。为此本人想
把富士山的美丽和神秘，以及周边的
精典观光场所更广泛地传递给游客。
以下游览路线可作为参考。
比如：①信仰为对象，攀登神秘的富
士山登山游。
②富士山及周边观光的经典游。
③果园里采摘，泡天然温泉的休闲
游。
④住民宿，体验日本人的家庭生活；
也可野行睡帐篷，钓鱼等的深度游。

連絡先
(Phone and Email)

24,000
收费的设施•参拜费用•
用餐费用由游客自己负
担。

期間中の飲通費、交通
費有料施設・拝観料など
は依頼者の負担です。

基本料金は7000円。た 基本料金は14000円。
だしご要望・内容により ただしご要望・内容に 旅游时的各种饮食费 、
ご相談。
よりご相談。
交通费、 収费设施、门
甲府市及附近的城镇、 其他地
票等费用由委託人负
区也可商量
担。

微信: guojianqun4834
ＱＱ：463896682

山梨県範囲、特に富士山とそ 内容に応じてご相談
の周辺の景色、体験、等々,
根据具体内容商谈报
山梨县一带的观光，以及富士 酬
山周边的特色景点

有料施設・拝観料等は
内容に応じてご相談
依頼者の負担です
根据具体内容商谈报
各入场门票等所需费用
酬
由委托方承担。

番号
(No.)

13

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

小泉 東
Azuma Koizumi

自己紹介
（self promotion)

山梨県に生まれ育ち、ガイドブックに
掲載のない魅力ある場所や風景、見
どころをご紹介できます。私自身も旅
行が好きで、日本においても常に新
しい発見を楽しんでいますので、皆さ
まの旅行スタイルのご要望にお応え
するほか、良き思い出を残していただ
けるよう工夫を凝らしガイド致します。

我是在山梨县土生土长的。所以、我
可以向你们介绍别人还没有发现的
好玩的地方与美食。我都喜欢旅游，
因此，我相信除了可以满足你们的对
旅游的要求，还乐意给你们提供让你
们留下与你们想像的还更愉快、美好
的回忆的服务。

登録年
(Year Registered)

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

有料施設、拝観料、交
通費、食事代等ガイドに
かかる費用は依頼者の
負担となります。
山梨県全域
2017年

女性（Woman)

koizumiazuma@hotmail.co.jp

山梨县全地区

9000 yen

20000 yen

门票、交通费、伙食费
等等，所有需要导游的
费用由客人来负担。敬
请谅解。
若你成交之后取消，你
需要支付取消费。(50%)

14

15

塚原 紅
Kou Tsukahara

市川 真貴
Maki Ichikawa

私は、蘇州で生まれ育ち，蘇州って中
国で人間天堂と呼ばれている、2007年
結婚のきっかけで山梨へ移住しまし
た。私は幸せ、こんな美しい所に住んで
います。蘇州の美しさは人間が作った
物なら、山梨の美しさは自然の傑作で
す。山梨には日本一番高い山、そして
世界中の人々に知られている富士山が
あります、標高3775メートル（2016年世
界遺産登録され、信仰の対象と芸術の
源泉）他には日本名水百選に選ばれた
7箇所もあり、森林被覆率は78％です。
山梨県は山に囲まれ、盆地であり、こ
の独特地形こそ同じ日に異なる季節な
風景を見られます、東は晴れ、西は
雪。美味し旬の果物が沢山、様々な効
能のある温泉を楽しむことができます。
あなたは都会での多忙な日々に疲れる
と感じた時には山梨に来るのが最も適
切です、大自然の中で心身ともにリフ
レッシュ出来て癒されます。もしご縁が
あって、私はあなたのガイドになれば、
私は山梨の魅力を最善を尽くして伝え
ます。

みなさん、こんにちは！
私は生まれも育ちも山梨県の山梨県
人です。
学生時代に台湾、北京へ留学し、そ
の後2年間上海市松江区という場所
で働いていました。現在は、東京都の
旅行会社に勤務しています。
山梨県の魅力と言えば、富士山、ワ
イン、温泉、水晶、武田信玄等々で
す。
得意な中国語を活かし、山梨県の魅
力をお伝えると共に素敵な思い出作
りのお手伝いを致します。ご不明点は
ご遠慮なくご連絡下さい。お待ちして
おります。

我生长在苏州，一个被中国人称作人
间天堂的地方，2007年因结婚的机缘
移居到了山梨。我是幸运的，生活在
如此美丽的地方，如果说苏州的美是
人作之美的话，那山梨的美该是天作
之美，山梨有众所周知的名山也是日
本最高山——富士山3775米（2016被
列入世界遗产，信仰和艺术的源
泉），另还有被评为日本名水百选的
有7处，森林覆盖率达78%。山梨是盆
地，望眼四周皆是山，这独特的地形
可以让人领略到东边太阳西边雪，同
一个时间却有不同的季节的风景，品
尝到丰富甜美的水果，享受到疗效各
异的温泉。如果你对都市繁忙生活感
到疲乏的话，那么来山梨是最合适
的，在大自然的怀抱中让身心得到休
息，如果有缘我能成为你的导游，我
会尽力将山梨的魅力展示给你。

大家好！
我是土生土长的山梨县人。
我在大学的时候在台湾和北京留过
学，大学毕业后在上海松江区工作过
两年。
现在在东京的旅游公司工作。
山梨县的魅力是富士山，葡萄酒，温
泉，水晶和武田信玄等等。
以后我想活用中文给客户介绍山梨
县的美丽和帮助创造美好的回忆。
如果有不明白的地方的话，随时给我
联系！！

2017年

2017年

女性（Woman)

女性（Woman)

090-1841-0666
lili2022@gmail.com

Email ：
maki2790@yahoo.co.jp
Wechat：michik777

山梨全域
山梨县全域

案件により相談させて
案件により相談させて 有料施設・拝観料等は
頂きます。
頂きます。
依頼者の負担です。
根据具体内容进行商
根据具体内容进行商 进场费・参观费由委托
谈
谈
者承担。

内容に応じてご相談
山梨県内
山梨县内

内容に応じてご相談

根据具体内容进行商
根据具体内容进行商
谈
谈

飲食費、交通費、有料
施設、拝観料等は依頼
者の負担です。
餐费，交通费，收费的
设施和参拜费等等由客
户自己负担。

番号
(No.)

16

17

写真
(picture）

名前
(Name in Japanese and
Chinese)

自己紹介
（self promotion)

登録年
(Year Registered)

趙 越男
Zhao Yuenan

私は日本に来て１７年になります。そ
のうち、10年余り山梨で暮らしていま
す。山梨は私の第二の故郷です。自
分自身で実感した山梨の魅力を心を
込めて多くのお客様にお伝えし、「一
生の思い出に残る楽しい旅」のお手
伝いをさせて頂きたいと思っていま
す。お客様の年齢層、好みなどに応
じて詳しく、深く案内できるよう関連情
報を調べたり、資料を収集したり、下
見に行ったりしてちゃんと事前準備を
するよう心掛けています。

我来日本17年期间有10年是在山梨
县度过的。可以说山梨县是我的第二
故乡。我会将自己亲身感受到的山梨
县的魅力介绍给大家。而且对于每项
工作，我都会通过收集景点资料，视
察等方式做好充分的事前准备，并根
据客人的年龄及嗜好做详细而深度
的介绍。希望我的介绍能给大家带来
终身难忘的美好回忆。

2017年

三森 望
Nozomi Mitsumori

生まれも育ちも山梨県甲州市です。
ぶどうとワインと温泉と、甲州市は
魅力がいっぱいです！甲州市の人
もあまり知らないディープな観光地
を案内します。

我出生在山梨县甲州市。甲州有葡
萄，葡萄酒，温泉等等很多魅力。
我可以介绍本地人也不知道的美
丽的地方。欢迎光临甲州市！

2018年

性別
(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

女性（Woman)

Zhaoyn1212@yahoo.co.j
p

女性（Woman)

sansenwang@gmail.com

紹介ＨＰ等のリンク
（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

富士山とその周辺、山梨県
富士山周边，山梨县

http://twitter.com/sans
en_koshu

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

ご依頼内容によりご相
ご依頼内容によりご相
談
談
根据具体内容进行商
根据具体内容进行商
谈
谈

有料施設、拝観料など
は依頼者の負担です

山梨県甲州市
7500yen
山梨县甲州市

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

14000yen
入场费，参观费等客人
自负

