
神奈川県登録・全国通訳案内士の公開情報（ドイツ語）

氏名 性別 生年 住所 自己ＰＲ 登録年月日 登録言語

ＴＥＬ 0457010965 1980/7/4 ドイツ語

ＦＡＸ  

SANO YASUYUKI 金沢区 e-mail wkpkh629@ybb.ne.jp 　

ＴＥＬ 1981/3/3 ドイツ語

ＦＡＸ  

HAYASHI MIYE 西区 e-mail halloi@shoganai.com 　

ＴＥＬ 1982/4/5 ドイツ語

ＦＡＸ  

SAKAKIBARA AKEMI 保土ケ谷区 e-mail sanurbagus@gmail.com 　

ＴＥＬ 0457732473 1984/2/8 ドイツ語

ＦＡＸ  

NAKATO HIROYUKI 磯子区 e-mail nakato@mqc.biglobe.ne.jp 　

ＴＥＬ 0468513390 1991/1/21 ドイツ語

ＦＡＸ 0468513390  

UEHA SAWAKO e-mail katharina-xavier@kvp.biglobe.ne.jp 　

ＴＥＬ 0466461805 1991/3/12 ドイツ語

ＦＡＸ 0466461805  

KANAMORI MARI e-mail kanamori2326mari@gmail.com 　

ＴＥＬ 2006/1/24 ドイツ語

ＦＡＸ  

SHOBAYASHI MAMIKO e-mail puchiwan221@yahoo.co.jp 　

ＴＥＬ 2007/3/13 ドイツ語

ＦＡＸ  

KIMURA NAOMI 高津区 e-mail naomi703_1021@yahoo.co.jp 　

ＴＥＬ 0449545383 2008/3/6 ドイツ語

ＦＡＸ 0449545383  

NIIMURA ATSUSHI　 麻生区 e-mail atsushi.niimura@jcom.home.ne.jp 　

ＴＥＬ 2010/3/4 ドイツ語

ＦＡＸ  

TERAMOTO TAKESHI 青葉区 e-mail teratake@e04.itscom.net 　

サラリーマン時代にドイツ滞在経験。定年退職後、スケッチ旅行２回リー
ダーや通訳等でドイツ巡り。現在でも、ドイツ語の推理小説を愛読。

公開連絡先

佐野　康之
男性 1937

横浜市

榊原　あけみ
女性 1957

横浜市

林　美媛
女性

横浜市
1970年大阪万博がガイドデビューです。札幌・ミュンヘンオリンピックのホ
ステスもしました。インセンティブ、商談、工場見学、公式訪問などの通訳
などの経験豊富。10年ほどのガイド専業の後起業してガイド業から離れて
おりましたが2006年から春と秋の旅行シーズンに1本ずつ程度ツアーに出
ております。

上羽　佐和子
女性 1943

横須賀市 上智大学独文科卒業後、ルフトハンザフランクフルト、オーストリア大使館
等勤務。現在は、ドイツ語婦人会、及びドイツ語翻訳グループで、活動
中。

中戸　弘之
男性 1931

横浜市 登録はドイツ語ですが、英語も同じように流暢です。2002年ワールド・サッ
カーでは通訳をつとめました。

荘林　麻美子
女性

鎌倉市
2006年春から通訳案内士として活動しています。ガイド業務で嬉しく思うの
は、日本を離れるお客様から「良い旅ができて、日本に来てよかった」「日
本を身近に感じるようになった」という言葉を聞くことができる瞬間です。滞
在中の安全を第一にお客様のそれぞれの興味と向き合って、毎回の仕事
にのぞみたいと思っています。

金森　麻里
女性 1961

藤沢市
上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業後、ソニー海外マーケティング部
勤務。他に翻訳業務にも従事。 
ドイツには幼少期に12年間滞在。日本の文化を楽しく紹介して行きたいと
思います。 

新村　篤士
男性 1937

川崎市
現役時代　ドイツならびにドイツ語圏スイスにあわせて12年間勤務。ドイツ
語検定一級ならびにフランス語検定二級を所持。2008年より通訳案内士
(ドイツ語）の登録済であるが、ガイドの経験はない。現在健康上の問題は
ないとはいえ、高年齢を考えると、お役にたてる場面は　今後も限られる
かもしれない。

木村　奈緒美 川崎市 通訳案内士としての仕事は、ホテルなど主に富裕層の個人のお客様の案
内を中心としております。大学での専門は歴史。ドイツの大学語学資格
PNdS所持。

寺本　威
男性

横浜市
平成10年 （財）ドイツ語文学振興会ドイツ語検定1級
平成18年 江戸文化歴史検定協会検定3級
平成22年 国交省・観光庁国家資格 通訳案内士（ドイツ語）
平成27年 ドイツ航空宇宙センター（DLR）東京事務所 顧問
ガイド料金、勤務可能地域と期間:応談
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神奈川県登録・全国通訳案内士の公開情報（ドイツ語）

氏名 性別 生年 住所 自己ＰＲ 登録年月日 登録言語公開連絡先

ＴＥＬ 2012/6/27 ドイツ語

ＦＡＸ 2011/3/17 英語

IMAI TOMOKA 麻生区 e-mail tomotaya@yahoo.co.jp

ＴＥＬ 2006/2/21 ドイツ語

ＦＡＸ  

OTSUKA HIROAKI 戸塚区 e-mail hiroyumi-ht@cf.em-net.ne.jp 　

ＴＥＬ 2016/1/6 ドイツ語

ＦＡＸ 0463601182  

YAMAMURA YUMIKO e-mail yuzumaki0330@gmail.com 　

ＴＥＬ 2016/3/7 ドイツ語

ＦＡＸ 2017/7/6 英語

HAMASAKI MAYUMI 多摩区 e-mail hamasakimayumi@hotmail.com 　

ＴＥＬ 0458415797 2018/12/18 ドイツ語

ＦＡＸ 0458415797 2018/11/8 英語

HARI HIROSHI 港南区 e-mail hhari3@ybb.ne.jp

ＴＥＬ 2020/2/18 ドイツ語

ＦＡＸ  

KURASHIMA YUKI e-mail eurythmieyuki@gmail.com 　

ＴＥＬ 08031214793 2021/3/2 ドイツ語

ＦＡＸ 2017/2/10 英語

YAMANA SHINICHIRO 多摩区 e-mail yamashin1950@gmail.com

山名　紳一郎
男性 1950

川崎市
英語、ドイツ語の通訳案内士、及び旅行業務取扱管理者、旅程管理主任
者を保有しています。主に関東(東京、横浜、鎌倉、箱根)、関西(京都、奈
良)が主体です。製造会社で海外事業、駐在を経験し、観光・歴史の他、
技術、エネルギー、環境など幅広い話題も豊富です。訪日客の良い想い
出創りをお手伝いしたいと思います。

今井　智佳
女性

川崎市
語学資格として、英検1級、独検1級を取得しております。

山村　ゆみ子
女性 1956

大磯町 東京外国語大学ドイツ語学科卒。テレビ雑誌取材のアテンド、通訳経験多
数。視察、観光通訳ができます。得意分野は音楽美術文化関係（技術系
は苦手）です。

大塚　啓揚
男性 1961

横浜市 歴史博物館でドイツ語のボランティアガイドをしています。また東京そして
鎌倉でボランティアの観光ガイドをしています。

播　博
男性 1942

横浜市
英検1級合格　UNIVERSITY OF　WASHINGTON知財LLMコース終了

濱﨑　真由美
女性 1976

川崎市
外国人グループアテンド経験あり　旅程管理主任者取得済

倉島　由紀
女性 1958

鎌倉市
学生時代に7年間ドイツ滞在。登録以前にもドイツ人講師のダンスワーク
ショップ通訳経験多数。芸術、文化、歴史に興味のある個人或は少人数
のグループの方に、ご希望を伺いつつじっくりご案内するのが得意です。
鎌倉在住だからこそ気づく楽しみを含め、日本文化の良さをお伝えしたい
と思います。
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