
氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

野中 知世 国際 HOTEL THE MITSUI KYOTO
 ホテルでコンシェルジュとして勤務しております。京都へは国内だけでなく、海外からたくさんの方がお越しにな
られます。休みの日にはカメラを持って、寺社のイベントや季節のお花を見に出掛けています。本やインターネット
では分からない「自分の目で見て体験した」京都の魅力をお客様へお伝えしていきます。

齊藤 秀 OYA HOTEL 京蔵 京都二条
 二条にあるゲストハウス「京蔵」でフロントを担当しています。最近は表具と香道に興味があります。休みの日
は妻と市内の名所を訪れたり、一人でも特別公開などを見に行ったりしています。英語も勉強中です。

仲西 亮太 THE HOTEL KIYOMIZU 御所西
 大学時代に京都で歴史学を専攻していた事や、趣味での寺社仏閣巡りなどで、京都の歴史に関する知識
には自信があります。コンシェルジュとして、お客様がお持ちの京都情報にプラスアルファで楽しく興味を抱いてい
ただけるような知識や耳寄りなエピソード等をおもしろく、わかりやすくお伝えできればと思っています。

井出 暁 国際 アーバンホテル京都二条プレミアム

 はるばる京都へ来てくださったお客様に、もっとおもしろ楽しく京都をご案内したい！そんな思いのもと、京の
町を自分の足で周り、目で見て感じ、京都に関する講座やガイドツアーに片っ端から参加しました。京都検定1
級を取得してからは、ホテルのフロントマンですが、団体ツアーで観光案内することもあります。京都観光おもてな
しコンシェルジュとして、お越しになられる皆様に少しでも京都の魅力をお伝えできればと思っております。

森田 あゆみ アルモントホテル京都
 京都にお越し頂いたお客様に、少しでも楽しくお過ごし頂き、良い思い出を作って頂けるよう、また京都に来
てみたいと思って頂けるよう努めてまいります。宜しくお願い致します。

宮本 久美子 魚岩旅館
 世界遺産 西本願寺を正面に京の風情ある町並みの中にあります。JR京都駅にも近く観光に適した立地で
す。京都の良さを伝え楽しんで帰ってもらえるように旅の思い出を彩るお手伝いが出来たら幸いです。

錦織 洋介 国際 株式会社KYOTO EAT＆STAY

 京都は国際観光都市でありながら、地区や町内などの文化・行事・ならわしがしっかりと残っている「大きな
村」のような街です。京都に降り立った瞬間、ふと懐かしい気持ちになるのは、そのような空気感を心の拠りどこ
ろとして感じられるからではないでしょうか。京都にお見えになる方が、故郷に帰るように何度も訪れていただける
よう、魅力を発信してまいります。

青木 菜穂 国際 株式会社レアル ー

岩田 和子 株式会社桜花爛漫
 ⾧年の海外生活から京都に戻り、町の美しさ、芸術品の素晴らしさに再び感動しています。この新鮮な気持
ちを、世界中から訪れる観光客の皆様にお伝えしていきたいです。

牧野 幸恵 祇園 畑中

 京都に来られるお客様と接して、お客様の役に立つよう、楽しんでいただくためのアドバイスができるようになり
たいと思います。その為には、歴史や寺社、催し、文化など、様々な分野について勉強しなければと思います。
又、海外の方とも直接コミュニケーションがとれるよう、語学力を身につけたいです。
仕事で、ランチなどおいしいお店を尋ねられることもありますし、私自身もいろんなお店に行ってみたいので、話題
のお店や京都らしい風情のお店、甘味処へ行き、楽しみながら学びたいです。

荒岩 幸司 京都新阪急ホテル
 世界でもトップクラスの観光都市である「京都」。京都には国内外より一年を通してたくさんのお客様が入洛
されます。お越しになられた皆様に「また京都に来たい」と思っていただけるよう、これまでのホテル業務の経験を
生かし、そして私が生まれ育った「京都」の魅力を発信していきたいと思います。

小田 紀久雄 京都東急ホテル
 ホテルは世界文化遺産西本願寺、茶道にゆかりのある史跡左女牛井之跡（さめがいのあと）近くにありま
す。研修会で学んだことを生かして、自分自身も旅人の心を忘れることなく、ホテルを訪れるお客様に春夏秋
冬様々な京都の表情を伝えられるように日々おもてなしをしていきたいです。

山本 晋平 国際 京都トラベル＆デザインオフィス
 一棟貸しのリノベーション京町家にぜひ遊びに来てください。
 ・路地奥の京町家～大徳寺北側清寂の家 ・吹き抜けの京町家～京都西院料理好きの家
 グループ、カップル、ワーケーション、おひとり様、京都への来客などに！

蒲田 理恵 京都悠洛ホテルMgallery

 三重県伊勢で生まれ、京都の空気感が好きで京都に住み始め10年以上になります。2019年4月に開業
いたしました三条大橋のすぐ近くにある「京都悠洛ホテルMギャラリー」にて宿泊予約業務を担当しています。季
節ごとの京都の見どころや穴場をお客様にお伝えし、たくさんの素敵な思い出を京都でつくっていただきたいと思
います。ご予約のお電話だけでなく、観光のご相談も是非お気軽にお問合せくださいませ。

上杉 里延子 国際 国立京都国際会館
 人と自然の織りなす都の文化が今も息づくまち、京都。受け継がれた京都の美意識を「自然美」「季節美」
「伝統美」という3つの観点で伝えること、「美のおもてなし」が私のモットーです。伝統的なことだけでなく、新しい
スポットなどもご紹介できるよう、京都の最新情報にもアンテナを張っていますので、お気軽にお尋ねください。

古川 律子 宗教法人玉藏院

 ご参拝のお客様に『一期一会』のおもてなしの接客を常日頃から心掛けております。仕事上、お客様のご要
望に応じられるよう寺社仏閣、歴史などの知識は必要です。こうした接客を通してお客様に京都の文化、良さ
を知っていただけたら嬉しいなと思っております。『一期一会』・・・一生に一度の出会いに誠意を尽くす。お客様
の心が豊かになっていただけること。それが自身の仕事になくてはならないおもてなしの接客であると、これからも
肝に銘じて精進していきたいと思っております。

松室 加奈子 国際 ホテル近鉄京都駅  京都を訪れる方々が良い時間をお過ごしいただけるよう少しでもお役に立てればと思っています。

 宿泊施設

○京都観光おもてなしコンシェルジュ・京都国際観光おもてなしコンシェルジュ 被任命者一覧
 （業種別、任命順）



小玉 恭子 国際 ホテルグランバッハ京都

 コンシェルジュになりたくホテル業界に入り、夢を叶えました。コンシェルジュ職は自身にとって正に天職であり、
歴史が今も息づく“京都で”コンシェルジュが出来ることを心から幸せに感じております。英国の多文化の中で仕
事をしておりましたので、様々な国からのお客様のリクエストを瞬時に理解し対応することが可能です。今後とも
『自身の足で歩き、目で確かめた』情報をお客様にお伝えできるよう精進を重ねて参ります。

山田 裕美 ホテル日航プリンセス京都

 ホテル日航プリンセス京都のコンシェルジュとしてお客様が京都の滞在をお楽しみいただけるよう日々努めてお
ります。お客様からのリクエストは多岐にわたりますが、京都には歴史的なものから新しいものまで様々な魅力が
あり、皆様それぞれの楽しみ方をされています。「京都観光おもてなしコンシェルジュ」として、さらに研鑽を積み、
京都の素晴らしさをお伝えできるよう、心からの笑顔で接してまいります。

大塚 文平 ホテル日航プリンセス京都 ー

角野 知恵里 国際 ホテルモントレ京都

 京都観光は、見て歩いて、食べて買って体験して…と、楽しいことが盛りだくさんです。また、訪れる場所には
必ずそれぞれの感動があるものと思います。おもてなしコンシェルジュの一人として、京都の新しいこと、古いこと、
何でも聞いて下さいと言えるように日々努め、お客様には、京都でたくさん感動して、より良い旅の思い出を
作っていただけるように、心からお迎えしていきたいと思います。

小出 登美 ホテルモントレ京都
 お客様との何気ない会話からニーズを読み取り、ご旅行がより楽しい思い出になるようお手伝いをさせていた
だければ幸せです。どうぞよろしくお願いいたします。

大町 啓介 ホテルモントレ京都
 京都は歴史文化都市として様々な魅力があり、「京都観光おもてなしコンシェルジュ」の一員として、京都に
お越し頂いたお客様に少しでも喜んで頂きますよう精進して参ります。

南 知明 瞑想の場 ホテル秀峰閣
 限られた京都在住のお時間を有意義にお過ごし頂ける様に、上手な京都の巡り方。知られざる素敵なス
ポットのご提案など、お客様にまた京都に来たいと思って頂けるサービスをご提供したいと思っております。

寺田 俊一 リーガロイヤルホテル京都  少しでもお役に立てるよう頑張ります。

中濱 早和子 臨済宗妙心寺派 花園会館 ー

加藤 寛美 国際
株式会社ロイヤルホテル
リーガロイヤルホテル京都

 こんにちは。皆様はじめまして。リーガロイヤルホテル京都の加藤と申します。コンシェルジュデスクにてお客様に
観光全般のご案内など、京都をより楽しんでいただくためのお手伝いをしております。日本だけでなく海外からの
お客様へは英語、中国語および韓国語でもご対応させていただいております。普段、街なかを歩いているときに
も地図を片手に迷っておられる旅行者の方を見かけたときには積極的にお声掛けするようにしています。今回、
国際おもてなしコンシェルジュに任命をいただいたことをきっかけに、生まれ育った大好きな京都が、日本だけでな
く世界中の皆様にとって、身近で、何度も来たくなる「心のふるさと」になるよう尽力したいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

竹原 祐介
株式会社本能寺文化会館
ホテル本能寺

 春・秋の修学旅行シーズンには、市役所前に建つ旅館で連日訪れる生徒様をお迎えしています。1人でも多
くの方に「また家族・友人と京都に旅行したい」「京都の大学で学びたい」「いつか京都で暮らしたい」と感じてい
ただけるよう、接客を通じて京都の魅力を丁寧に伝えていきたいと思います。「京都観光おもてなしコンシェルジュ
です」と胸を張って言えるよう、自らがもっと京都のことを知り、その知識や体験したことをお客様に伝えるスキル
を磨いてまいります。

柴田 麻美
株式会社本能寺文化会館
ホテル本能寺

 京都検定で勉強したことをお客様のご案内に生かしていけるよう、これからも引き続き精進していきたいと思い
ます。また趣味の寺社巡りやスイーツ巡りもお客様のお役に立てれば嬉しいです。

上野 優 国際
京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社
京都タワーホテル

 この度栄えある京都観光おもてなしコンシェルジュに任命いただきたいへん光栄に思っております。これまでに
培った経験や、京都検定で学んだことを生かし、お客様により一層素晴らしい京都の思い出をお持ち帰りいた
だくべく、これからも精進して参ります。

細木 道夫 石⾧ 松菊園

 私の勤務先に来ていただいたお客様に少しでも京都の魅力を発信し、国際観光都市京都として質の高い
「おもてなし」の対応により、京都にこれからも何度も足を運んでいただける様な「京都観光おもてなしコンシェル
ジュ」を目指していきたい。京都検定1級の資格は取得しましたが、京都の文化・観光は大変奥深いものが有
り、更に自己研鑽を積んで、京都のアピールに努めたい。

望月 佐多子 友月交風株式会社(旅館東籬)
 千本今出川・北野天満宮の近くで、京町家を修繕して旅館を経営しております。中国語が得意です。建物
や室礼、茶道や生け花を通じて、日本全国・世界各国の観光客の皆様に、京都らしさを感じ楽しんでいただけ
るよう、日々努めてまいります。



氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

矢野 寛 国際 Hiroshi Taxi

 2006年から京都で観光タクシー運転手として働き始めて以来、無事故で修学旅行生や一般日本人観光
のお客様のお供を楽しくさせて頂いています。2016年に【全国通訳案内士(英語)】資格を取得後は海外から
の方々の観光案内や伝統工芸品の作業工程などの通訳案内、空港や港などへの送迎などの多種多様なご
要望にお応えし京都の魅力、そして日本の魅力を発信しています。日本中、そして世界中のお客様に「楽しく、
興味深く」をモットーに引き続き頑張りたいと思っています。

奥田 雅夫 miyabi jumbo taxi
 ジャンボタクシーにて 京都及び近畿一円の観光案内をしています。「心に残る旅行を！」「新しい発見・感
動を！」寺社仏閣・訪問先へは同行案内を基本としています。介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）を
取得していますので車椅子の方もご安心してご利用頂けます。

⾧岡 信男 NAGAOKA TAXI
 観光ガイドタクシーをさせていただいております。京都にお越しの際は、お気軽にお声掛けください。お待ちして
おります。

中西 明 国際 NAKANISHI TAXI
 京都検定1級の知識と英語通訳案内士の資格を駆使して海外からのお客様に京都の魅力や日本的事
象を余すところなくお伝えしています。

谷内 浩次 TF TAXI
 個人タクシーを営んでいます。これまでの会社勤務での経験を生かして、皆様に色々と教えていただきなが
ら、個人が個人だから出来るおもてなしを出来るように頑張っていきたいと思います。宜しくお願いいたします。

安田 岳央 YASUDA TAXI
 京都で観光の仕事に携わることになり、京都の歴史はとても奥が深く、日々勉強と発見の毎日です。今回
の研修を通して、お客様の立場に寄り添い、最高の思い出を作ってもらい、また京都に来たいと思ってもらえる
ような案内を心がけてまいりたいと思います。

内海 淳一 アオイ自動車株式会社
 松ヶ崎橋、鯖街道沿いに私たちアオイ自動車はあります。京の町と共に50余年、タクシー業務を通じて地元
の皆様とも信頼関係を築いてきました。観光客の皆様とも、地域の物語を共感したい。「This is KYOTO！」こ
れが私たちの願いです。

永楽 秀人 アルファトラベル株式会社
 添乗員として修学旅行の京都案内をしていた経験を活かし、数年間はハイヤー乗務で京都を中心に案内。
今は京都の魅力を伝えるため情報発信やプランニングをしています。添乗員兼ガイドとしても案内していますの
で、ぜひ一緒に京都を楽しみましょう。

本城 靖士 えびす屋 東山店
 京都観光名所へのアクセス、スイーツのお店、お客様個々に合わせた寺社仏閣の案内。生まれも育ちも京
都、京都観光に携わり20年以上の知識と経験を観光にこられた皆様のサポートをさせて頂きます。

髙木 歩思道 えびす屋 東山店
 京都に来て下さる全てのお客様に対し、感謝の気持ちを常に持ち、目配り、気配り、心配りの行き届いた真
心のこもったおもてなしを実行して参ります。お客様に「接しやすい」「親しみがわく」と思って頂けるよう、史上最
高の笑顔で京都の町に立ち続けます。

池口 誠一 エムケイ株式会社
 ＭＩＣＥ関連の相談など受ける事が多いので良いアドバイスが出来ると思います。魅力ある京都を世界中
の人々に案内したいです。

藤崎 直彦 エムケイ株式会社

 学生時代に修学旅行で訪れた京都の街に魅了され、早21年が経ちました。以前は京都と言えば「お寺と
神社」がメインでしたが、インターネットの普及や外国人観光客の増加などから、新たに様々な要素が絡み合
い、京都の街の魅力がさらに増してきています。「かわらない京都・かわりつつある京都」を感じながら、関東出身
の感覚と京都で培った感覚とをおりまぜつつ、京都でのハートフルなおもてなしに尽力したいと思っております。

松本 庄治 エムケイ株式会社宇治城陽営業所
 1200年を超える悠久の古都・京都、癒しを求めて起こしになるお客様をおもてなしの心と笑顔でお手伝いさ
せて頂きたいと思います。京都の春夏秋冬を是非ご満喫くださいませ！

根耒 利典 エムケイ株式会社上賀茂営業所 ー

植田 義行 エムケイ株式会社上賀茂営業所
 京都観光にこられた方に記憶にのこるような楽しさと満足を体験していただけるように、せいいっぱい努力をい
たします。

飯島 雅彦 エムケイ株式会社上賀茂営業所

 私はＭＫの観光ドライバーです。年に半分以上は観光にいそしんでいます。観光以外の流し営業をしている
時でも、観光客の方がお乗りになられた時は、京都の良さを少しでも知ってもらおうとよく話しをさせて頂いてま
す。当然そのまま貸し切り観光になることがたびたびあります。別にそれを狙っているわけではありません。私のお
もてなしの基本は和顔愛語です。観光は和顔愛語と一期一会の心に尽きると思います。今後もその二つの精
神で観光に尽力していきたいと思います。

山下 奉文 エムケイ株式会社上賀茂営業所 ー

今井 宏 エムケイ株式会社上賀茂営業所  韓国語を生かした観光をもっと行っていきたい。

春日 純 エムケイ株式会社上賀茂営業所
 私はタクシー運転手として働いており、お客様には車内で気分良く過ごしていただけるようにいつも心がけてお
ります。観光で来られた方にはより京都を好きになっていただき、また来たいと思われるためのお手伝いができれ
ば、と考えております。そのためにも研修会で教わったことをしっかりと仕事で生かしたいと思います。

土居 宏章
エムケイ株式会社
上賀茂営業所ハイヤー課

 元々京都出身ではない私ですが、縁あって現在の会社で働きはじめました。改めて京都の素晴らしさに気付
き、お客様に京都での思い出を作って頂く手助けの様な仕事に就いています。これからも、幅広い知識や情報
を取り入れ、コンシェルジュの名前に負けないよう自分自身を磨いていきたいと思います。

 交通・タクシー事業者



関留 康史
エムケイ株式会社
国道十条営業所ハイヤー課

 私は、数年前まで、京都の事を何も知りませんでした。
 今の仕事ＭＫジャンボタクシーに出会ってから、京都検定2級を合格するまでになりました。まだまだ知らない
事、発見する事が尽きません。発展途上中な私ですが、京都に訪れた方々が「京都に来て良かった！」「また
京都に！！」と思って頂けるような、お手伝いが出来ればと考えております。

清水 伸人 エムケイ株式会社西五条営業所
 若い頃に海外を旅行した時に感じた、又、してもらった感動や感激を、今どんな形にせよ、京都に来られる方
にお返ししたいという思いでいます。

吉田 皓一朗 エムケイ株式会社ハイヤー課

 京都は⾧い歴史を持ち、いつまでも変わらない姿、文化、伝統が沢山あります。一方、時代に合わせてどん
どん新しいモノ、サービスも日々生まれています。京都の楽しみ方は数知れず。そんな大好きな京都を、京都観
光おもてなしコンシェルジュとして「観光とは？」「おもてなしとは？」について日々追求し、アップデートしながらお
伝えしていきたいと思います。

池田 康宏 エムケイ株式会社伏見営業所
 ある職人が１つの動作を習得するのに十年かかると言いました。それを極めるのは一生かかっても無理だと言
います。千年の都・京都に一流の職人たちが数多くいらっしゃいます。そんなまちで私も精一杯できることをやって
いこうと思います。

小野 泰司 エムケイ株式会社伏見営業所
 まず笑顔であいさつする。電話のお客様にはお名前で対応する。京都を訪れたお客様は京都全体のお客様
ということを忘れずに、また京都へ来たいと思っていただけるように自分自身の知識をより深めて、おもてなしをし
たいと思います。

荻野 陽介 エムケイ株式会社八幡営業所 ー

村上 毅 エムケイ株式会社八幡営業所
 京都へお越しの方に京都の魅力を存分に味わって頂き何度でも京都へお越し頂ける様努めたいと思いま
す。

中谷 稔 エムケイ株式会社山科営業所

 おもてなしの形には色々あると思います。「独自のスタイルで！」なんてとうてい無理ですが、お客様お一人お
一人が京都のファンになって頂ける、リピーターになって頂ける。そんな観光案内ができる様に、これからも努力し
ていきたいと思います。また、「コンシェルジュ」の名に恥じない様に新たな工夫も考えていけたら、とも思っておりま
す。

竹田 雅治 エムケイ株式会社山科営業所

 京都を訪れるお客様に「見る」はもちろん、五感をフルに使って頂いて、京都を「感じて」頂けるようなおもてな
しを目指してまいります。自らの感性にとらわれず、ご年配の方、若い方、男性の方、女性の方、外国の方な
ど、様々な感性に柔軟に対応できるように、これからも自らのアンテナを広く張り、知識だけでなくお客様に感動
して頂けるよう、日々勉強の気持ちを忘れずにやっていきたいと思っております。「リピーター」といわれるお客様が
増えるように頑張ります。

右近 英貴
エムケイ株式会社
山科営業所ハイヤー課

 子どもの頃から日本史、神社仏閣に興味が有り、将来は観光ガイドをしたいと思っておりました。そして現
在、この素晴らしい観光都市・京都にお越しくださるお客様の観光案内の仕事を微力ながら行っております。
「京都に来て良かった」「また、京都を訪れたい」と心から思って頂けるような観光案内を日々、目指し努力して
いる次第です。

加島 直親 エムケイ株式会社八幡営業所  自分の経歴に心を持ち、又勉強し入洛されたお客様に満足して頂ける様頑張ってまいります。

田中 敏治 エムケイ株式会社八幡営業所 ー

遊津 嘉秀真 エムケイ株式会社八幡営業所
 私は普段、観光や送迎の仕事をしております。海外からのお客様は、目に見えて増えておりますが、日本全
国から起こしになる国内のリピーターのお客様にも、初めての景色、新発見、感動を見つけていただけるよう、まだ
まだ未熟ではありますが、お手伝いさせていただきます！

松尾 俊哉 エムケイ株式会社八幡営業所  高齢者、障害をお持ちの方が「安心して観光できる手助けをしたい。」と思っております。

鈴木 清博 エムケイ株式会社洛西営業所  和顔悦色施

小山 優子 エムケイ観光バス株式会社
 エムケイ観光バス(株)は、昨年20周年を迎えました。京都の街は国際文化観光都市として、日本中、世界
中からお客様を迎え、その中でお客様をご案内させて頂いている事に誇りを感じています。これからも親切・丁寧
な接客で素敵な想い出づくりのお手伝いをさせていただきます。

濱咲 盛人 エムケイ株式会社

 仕事柄お客様を神社仏閣に御案内させて頂く機会は多いですが、お客様個々の京都に求めておられる
「光」を「観て」頂く事が「観光」であり「おもてなし」と考えております。それが「伝統工芸見学」であったり「酒蔵め
ぐり」であったりと様々なニーズにお応え出来るコンシェルジュとして、今まで以上にスキルアップしてゆきたいです。
伏見から宇治にかけては地元ですので、京都南部の活性化が図れる様に併せて努力してゆきます。よろしくお
願い申し上げます。

畑 謙治 エムケイ株式会社

 京都で観光ドライバーをさせていただいております。お客様のご要望やお好みに応じて「とっておきの京都」をご
紹介いたします。旅の楽しさは「何処へ行くか」がもちろん大切な要素ですが、「誰と行くか」がもっと大切。もしご
一緒させていただきましたら「普通の京の旅」が「最高の京の旅」になります様ベストを尽くします！お客様に喜ん
でいただくことが、私にとって最高の幸せ。お会いできる日を楽しみにしております。

塚本 彦成 エムケイ株式会社

 「また、近々京都に来たいなあ。」そう言ってもらえるような観光案内を目指しています。
 より分かりやすく、丁寧な御案内が出来るように、テレビや雑誌、インターネットからの情報をチェックしたり、同
僚とのリアルタイムな情報交換を常に行っています。また、知識量を増やし、教養を高めるための勉強をし、京
都検定の１級も取得しました。タクシードライバーとして各地からのお客様の心に寄り添い、「おもてなしコンシェ
ルジュ」にふさわしい御案内が出来るように日々精進したいと思っております。



清野 透 エムケイ株式会社
 京都は日本の宝です。街全体がテーマパークです。楽しさをモットーに京都の街をご案内させていただきたいと
思います。楽しさはお客様ご自身で見つけていただくもので、私が押しつけるものではありません。お客様が楽しさ
を発見されるお手伝いができたらと思います。

野田 光春 エムケイ株式会社
 入洛される方々の期待に幅広く対応ができるように、努力して、コンシェルジュとしての役割を果たしていきた
いと思います。

日笠 文夫 エムケイ株式会社

 ２０年間、観光のご案内をさせて頂いて来ましたが、観光の知識などは当然の事ながら、常に心掛けて来
ましたのは、お客様に、寄り添ったご案内という事です。お客様の目線で、お客様のお求めになる、京都をご案
内させて頂く。そして、お客様が、京都に来て良かったと、そしてまた来たいと、喜んで帰って頂くことを、励みに、
終生現役のつもりで頑張りたいと思っています。

宮地 章 エムケイ株式会社

 今まで数多くのお客様をご案内してきましたが、今回の研修に参加し改めて自分がやってきた事を見なおすこ
とができました。お客様が何を望んでいらっしゃるのか、お客様の好みは何なのか、常にお客様の立場にたち、お
もてなしの心で接客にあたりたいと思います。笑顔の接客を心がけ、国内外のお客様に、再び、三たび、京都を
訪れていただけるよう努力していきます。

⿁木 圭太 エムケイ株式会社  寺社仏閣を中心に幅広い観光のお供をタクシーを使って仕事としております。

上田 真人 エムケイ株式会社
 タクシー業務を仕事にしております。観光案内でお客様と京都奈良を巡る事が多々あります。
 寺院・神社等の案内だけでなく文化、芸能面等でもエキスパートを目指したく思います。季節ごとのおもてな
しもおまかせください。

明石 康裕 エムケイ株式会社
 京都の歴史、社寺の歴史や見所を御案内させて頂きながら、初めて京都にお越し頂くお客様から何度もお
越し頂いているお客様まで様々な御要望にお答えして、お客様と共に京都の魅力に触れ新たな発見をし、また
感動を共有する素晴らしい時間を過ごして頂く事が私のおもてなしです。

杉田 繁広 エムケイ株式会社
 京都に来られる皆様のお役に立つ様に、時にはコンパスに、時にはガイドブックに、時にはドライバーにと、必要
に応じて変化して、普段使いの京都をお見せしたいと思います。

山本 良雄 エムケイ株式会社

 京の都で生まれ育って半世紀余がたちました。京の都1200年の歴史、文化そして京料理全てが雅な、すて
きな町京都を多くの方々にご紹介出来ればと思っております。世界文化遺産登録寺院、神社、有名観光地
だけではなく、ここ京都で生まれ育ったならではの場所、生活風習なども多くの方々に知っていただけたらと思い
ます。そして私事にはなりますが、最高の癒し系の笑顔で来て良かったなと思っていただけるおもてなしをお届け
出来ると思っておりますので、ぜひ京都にお越し下さいませ。

元村 認 エムケイ株式会社

 ハイヤードライバーの職業の利を生かし、日々変化していく様々な京都の情報を皆様にご提供するとともに、
ご要望を心で汲み取るホスピタリティとそれを具現化する為の経験に裏打ちされた確かな知識を磨き、京都を
訪れる方々のニーズにお答えしていきたいと思います。「おもてなし」とは？「京の真髄」とは？魅惑の京都へ誘い
ます。

田中 悟 国際 エムケイ株式会社
 京都で約23年営業車に乗務しており京都のあらゆることを知り尽くしたいと思っております。主に国内外の
観光で入洛されるお客様をお供することが多い業務ですので常におもてなしの心を持って接客させていただいて
おります。お客様のどんなご要望にも応えられるよう常より情報収集には積極的に取り組んでおります。

山下 悠介 エムケイ株式会社
 古都京都の歴史、文化などに携われる事に誇りを感じています。京都の見所、ポイント、おすすめ等、入洛
者の方に親切、丁寧、おもてなしの心でお伝えできれば幸いです。京都にきて良かった。また京都に・・・と思って
頂けるサービスとご案内をモットーに頑張っています。

柴田 大輔 国際 エムケイ株式会社

 京都には一千年の王朝文化に培われた美意識が息づいています。私自身、様々な分野で誇り高く働く
方々、又その仕事に魅了されてきました。私は「走るコンシェルジュ」として国内外からお越しのお客様のneeds、
wants、そしてhopesを汲み取り、京都の素晴らしいヒト、モノとの出会いをお手伝いしたいと思います。そして、
それが京都とお客様との生涯のご縁となれば、それほど嬉しいことはありません。

谷野 陽 エムケイ株式会社

 私はタクシー乗務にて京都へ旅行に来られたお客様のお供をさせていただいております。研修に参加させてい
ただきいろいろ勉強させていただきました。それぞれのお客様が持っていらっしゃる京都のイメージを大切にし、帰ら
れる時にはやはり京都はすばらしかったと思っていただけるサポートをしていきたいと思います。常に相手の気持ち
になって業務に取り組んでまいります。

荒井 真太朗 エムケイ株式会社
 京都に魅せられてハイヤードライバーとして働いております。⾧い歴史の中、培われたたくさんのものが現在に残
り切磋琢磨されて築きあげられた京都は大きなパワースポットであると思います。ぜひ来て感じて頂いて、その手
伝いをできたらと思います。

西村 健 エムケイ株式会社
 観光ドライバーとして業務しております。京都の歴史・文化・人・物とのすばらしい出会いをお手伝いして、ひと
つでも多くのお気に入りを発見していただき、何度も訪問したいと思っていただける京都にするために努力してい
きたいと思います。

木下 正泰 エムケイ株式会社  京都を使った人々の思いを建物お庭からご紹介しております。非常に奥が深く今後とも勉強の毎日です。

船井 明生 エムケイ株式会社  ドライバーではありませんが、お客様には心からのおもてなしが出来るよう日々精進させて頂きます。

岩田 祥典 エムケイ株式会社
 私は観光タクシーのドライバーとして主に観光名所を中心に京都の建物や文化について案内しております。初
めてお越しのお客様にもわかりやすく、京都での雰囲気やひとときの時間を楽しんでいただけますよう努めていき
たく思います。

田中 祥一 エムケイ株式会社  世界中からお越しになられるお客様に日本の良さ、おもてなしの心をお伝えできればと考えています。



吉田 雅喜 エムケイ株式会社
 世界でも指折りの観光地となった京都！そこでコンシェルジュとして精一杯のおもてなしを行い、真の京都を
楽しんで頂く為に、微力ながら努力したいと思います。お茶・森・海・竹・様々な魅力を持つ京都。四季折々、
様々な表情を見せる京都を発信して行きます。

野崎 幸広 エムケイ株式会社  1つでも多く京都での思い出を持って帰っていただく様観光に力を入れてまいります。

山﨑 淳子 エムケイ株式会社
 一期一会を大切にし、京都にお越しになるお客様が笑顔で心あたたまる思い出を作って頂けるようお手伝い
が出来ればと思っております。

貴島 亮太 エムケイ株式会社 ー

池原 正澄 エムケイ株式会社 ー

岩田 直樹 エムケイ株式会社
 1000年を超える歴史や日本文化を今に伝える京都の街でお客様をご案内させて頂いている事に誇りを感じ
ています。常にお客様に寄り添ったご案内をして、何度でも来たくなるようなおもてなしを目指しております。

内田 哲也 国際 エムケイ株式会社
 小生をご任命頂き、身が引き締まる思いが致します。任重道遠ではありますが、精進してゆく所存でありま
す。

河原 秀行 エムケイ株式会社
 私は、MKタクシーにて丸20年、ドライバー兼ガイドをしてきました。京都へは、国内外の方が様々な目的、用
途で来られます。接客の第一線で対応してきた経験を今後、京都へ来られる方への案内に生かしていきたいと
思います。

北野 巧 エムケイ株式会社 ー

小林 薫 エムケイ株式会社
 京都が大好きから観光コンシェルジュに応募いたしました。京都へ来られた方がどんな情報、魅力あるものを
求めていらっしゃるかをできるだけたくさん理解し、効率的に発信し、満足していただけるよう、努力していきたい
思います。よろしくお願いいたします。

砂連尾 修一 エムケイ株式会社  おもてなしコンシェルジュの名に恥じない様、全身全霊でご案内します。

日野上 雅章 エムケイ株式会社 ー

山本 克尚 エムケイ株式会社
 歴史が好きで京都に引越して20年余りが過ぎました。有名無名問わず沢山の歴史的現場が京都の街に
は溢れ、いろんな時代にタイムスリップできます。そんな京都の魅力を発信するお手伝いができたらと思います。

吉岡 浩之 エムケイ株式会社 ー

渡邉 裕之 エムケイ株式会社
 MKジャンボタクシーのドライバーです。観光地のガイドもさることながら、食べるのが好きなので、「京都ならで
は」または「京都なのに」みたいなお店もご案内出来ると思います。

小西 洋一 エムケイ株式会社上賀茂営業所 ー

日髙 順子
おもてなしタクシー
(個人タクシー)

 京都の歴史や神社仏閣の説明も、今は調べたら何でもでてくる情報社会です。お客様にはガイドブックに
載っていない様なより深い京都をお伝えし、おもしろがっていただけるような私なりのおもてなしの心でこれからも
多くの方をお迎えしていきます。当方女性ですので一人旅の女性に安心していただいてますし「京都の美味しい
ものを食べたい」という女性グループにも喜んでいただいています。パンもチョコレートも穴場もお任せ下さい。

前田 彰之 株式会社エコロ21 ー

師玉 末次 株式会社キャビック
 タクシードライバーとして日常、観光やお土産品・お食事といくつかの場所を自分の足と目で確認してから、御
案内させていただいており、天候・所要時間等を即、組立てられる事を得意と致しております。より詳しい知識
も兼ねて接遇を大切にして気持ちよく過して下さる事をめざしております。

宮崎 しのぶ 株式会社京都クローバー会

 京都クローバー会で個人タクシーのドライバーと共に観光タクシー事業をしています。私はドライバーではありませ
ん。お客様とドライバーを繋ぐ仕事をしています。お客様と直接お会いすることは殆どありませんが、不思議と一
度ご利用頂いたお客様のお名前・その時の行先・エピソードを覚えていますので、次回ご利用の際更に親しみを
持ち対応させて頂けていると自負しています。[憧れの京都]に一度だけではなく何度も来て頂けます様お客様の
ご要望にお応えすべく文化・歴史の知識を増やし又、ドライバーの接客マナー・知識の向上に力を注ぎたいと思
います。「観光タクシーで廻る京都」の利便性・時間活用の有効性をもっと多くの方に知って頂けます様これから
も一層ドライバーと共に邁進していく所存です。

石川 恵子 株式会社日興トラベル

 昨今、多くの外国の方が京都に来られることを目の当りにして、どこに、皆様は興味を魅かれて来京されるの
かと考える時、⾧年暮らしてきた自分自身には気付かなかった寺社仏閣の隠れた歴史、風物に宿る先人の智
慧がたくさんあることを知りました。自分の好奇心を満足させるだけでなく、少し掘り下げて、この地を訪れる皆
様に少し説明をさせて頂くことによって、より京都の歴史・文化を知り、さらに魅力を感じて頂けるのではないかと
思っております。

笠原 博 国際 ギオン自動車株式会社  京都の魅力を世界の人たちに伝えたい！！

江口 雅人 京都 eco トリップ

 レンタサイクル店のスタッフとして、京都観光にいらっしゃる方へのお手伝いをさせて頂いております。大切な友
人が訪ねてきてくれる時と同様の、丁寧で心のこもったおもてなしで、全てのお客様をお迎えしたいと思います。
目標は、お客様にとって、「京都に詳しい、京都の知り合い」になることです。自転車の走行や駐輪のルール・マ
ナーも適切にお伝えし、安全かつ快適に自転車観光をたのしんで頂ける様努めて参ります。

浅井 浩靖
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 京都・嵐山人力車“えびす屋總本店”創業以来のメンバー。平成23年12月21日、京都市⾧より「おもてな
し実践者」の表彰を受けました。外国語や手話の勉強をし、より多くの方々に観光都市『京都』の魅力をお伝
え出来るよう、日々精進しております。視覚障害者、身体障害者等にも楽しんでいただけるユニバーサルツーリ
ズムを実践中。“心温まるおもてなし”をお約束いたします。



金谷 明真
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 京都検定2級保持。仏教や神道などについても勉強中です。海外の方にもっと日本を知って頂けるよう、努
めて参ります。

勝西 勇仁
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 私は、京都にこられたお客様に対し、仕事中はもちろんのこと、休みの日も、自分の持っている知識を活用
し、少しでも京都にこられたお客様に対し、京都での経験がよりよいものになるように、尽力することをコンシェル
ジュとして誓います。

吉田 雄樹
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 自分の生まれた土地・京都の歴史・文化等を日本・世界中の方々により深く知ってもらうために、おもてなし
をして勉強していきます。

工藤 司
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 京都には季節・時間・天候によってより楽しめる所、神秘的な光景に出会える所がたくさんあります。そんな
奥深い京都の魅力を、そしておもてなしの心を国内外のお客様に発信してまいります。京都観光文化検定1級
保持

石川 義範
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 カメラの操作方法を（写真撮影）を教えたり、勉強中の語学を活用して訪日のお客様へのおもてなしを率
先してやっていきたい。

中山 大督
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 勤務地が嵐山ですので、嵐山や嵯峨野でしか感じられない歴史を伝え、京都とともに改めて日本を感じても
らえればと思います。四季を通じ自然の移り変わりを感じているものとして、なかなか自然にふれる事の無い現
代人に自然のすばらしさを伝えられればと思います。

植田 一陽
京都・嵐山人力車
えびす屋總本店

 私自身、得意分野というものは正直ありませんが、一生おもてなし業に従事させて頂きたいという思いのも
と、お客様だけでなく地域の皆さま、そして従業員の皆さまに対しましても心からの笑顔、そして心からのあいさつ
を心がけ、業務、接客させて頂いております。お客様につきましては、昨今、訪日のお客様が増えておりますゆ
え、その方々の国の文化・感覚を日頃から学び、取り入れ、その皆さまにとっても自身のおもてなし、そして笑顔
に“いやし”を感じて頂けるよう精進してまいりたいと思います。

村山 真直 京都アサヒタクシー株式会社
 自称茶人兼人類学者兼ゲーマー。老若男女に京都を楽しんでいただけるよう日々勉強しています。文化財
科学専攻。前職は美術商。世界遺産検定、美術検定、秘書検定を保持。1988年東京生。2011年京都
移住。

金井 豊
京都個人タクシー協同組合
金井タクシー

 京都の文化、歴史、今後の観光サポート心がけたいと思います。京都に来られて充実、又の折、ぜひ来たい
という気持ちをお持ち頂く様、おもてなし観光心掛けできる事と思います。1200年の歴史の礎、令和の元号に
変わり今の京都の良さを御案内致します。御年齢も問わず、オールマイティ楽しんで頂ける様日々勉強、経験
からおもてなし観光出来ます。

石橋 真司 京都市嵐山観光駐車場  京都に来られたお客様に少しでも良い思い出が残せる様、笑顔で全力で対応していきたいと思います。

白石 充 京都相互タクシー

 羽柴秀吉が鷹狩りの途中、ある寺でお茶を所望すると、小姓が大きな碗にぬるめのお茶を一杯に入れて出
した。もう一服を頼むと、やや小さめの碗に少し熱めのお茶が出された。試しに三杯目を頼むと、小さな碗に熱
いお茶が出された。相手の様子を見てお茶を替えて出すという心配りに感心した秀吉は、この小姓を連れ帰り
家来にした。それが後の石田三成と言われます。さあ、私はお客様にどんなお茶をお出ししようかと考えておりま
す。

池田 美穂里 嵯峨野観光鉄道

 これからコンシェルジュの一員として気持ちを新たにし、そしてよりやさしくお客様にお声がけをさせていただき、お
客様に安心感・ご満足感をお持ちかえりいただけるようつとめてまいります。わたくしは嵯峨野、嵐山付近のご案
内が主となりますが、京都全般での観光知識、特に社寺に関するお問い合わせへの速やかなご案内を活用
し、お客様の貴重なお時間をより有意義にしていただけるようつとめてまいります。微力ながら、お客様お一人様
でも多く喜んでいただき、この素晴らしい京都に何度でもお越しいただけるようお手伝いをさせていただきたいと思
います。

小早川 育子 嵯峨野観光鉄道

 子供のころから利用していた旧山陰本線が生まれ変わり「嵯峨野観光鉄道線」となり早や25年、その節目
の年に『おもてなしコンシェルジュ』となれる事は何かしら意味深いものを感じます。
 嵯峨嵐山の玄関口から保津川渓谷、そして亀岡市へと・・・。それぞれの魅力を地元密着で気軽なお散歩
やサイクリングのご案内が出来れば良いなぁと思っています。

牧野 一誠 三㐂観光タクシー
 私はタクシードライバーです。得意分野はおいしい食事の出来る穴場のお店を知っています。自分自身が寺
や神社が大好きでよくお参りに行きます。そこの方にいろんなお話を伺い、勉強させて頂いております。その知識
を活かせる様にしていきます。一期一会の精神で取り組んで参ります。

平川 俊行
しゅんぎょうtaxi
（個人タクシー）

 昨今の観光客の方は、断然外国人の訪客が多く4～5年前ほど同行ガイドする機会が減りました。私自身
も外国人向けに語学を身に着けたいと思いますが、日本人の若い方にも日本史に基づき、分かりやすくご案内
を楽しく、又京都へ行きたいと思って頂けるおもてなしを心掛けたいと思ってます。

高柳 剛 高柳タクシー
 京都にお越しいただいた皆様に「来て良かった」「また来たい」と感動していただけるよう「おこしやす」と「おもて
なし」の心でお迎えいたします。

濵野 宏史
中堂寺タクシー
（個人タクシー）

 個人タクシーの運転手として毎日仕事をしています。特に春秋の観光シーズンはほぼ毎日貸切観光タクシー
として仕事をしています。清水寺・金閣・銀閣寺等をよく案内しますが、このごろは非公開文化財特別公開が
観光の幅を広げられて案内しやすくなりました。これからも特別公開には期待しています。又、京都の場合、神
社仏閣以外にも伝統工芸品を売る店や食事和食（懐石料理）・和菓子など京都独特の店が沢山有り質
の高い名店は京都観光として十分案内出来ます。これからも京の案内人として仕事をしてゆきたいと思いま
す。



鶴城 大助
鶴城タクシー
（個人タクシー）

 京都の文化、歴史など楽しくわかりやすくお伝えし、感動して頂ける様な観光案内が出来るドライバーを目
指して日々、精進する次第です。京都に来られるお客様へのおもてなしの心を大切に持ち続けたいと思います。

道場 章雄 帝産京都自動車株式会社
 京都の寺社を案内するのが好きです。少しですが英語も話せますので、外国人観光客さんにも喜んでいただ
いています。観光するのがとても楽しいし、京都生まれですが本当に京都が好きなんです。アイ プラウド キョ
ウト です。

吉田 哲也
成駒観光タクシー
（個人タクシー）

 神社検定・パンシェルジュ検定・チョコレート検定認定ドライバーです。「京都観光おもてなしコンシェルジュ」を
通じて、京都観光や経済振興の一介になれるように頑張ります。

広瀬 隆男 はこぶねTAXI

 せっかくの京都観光の限られた時間を最大限効率よく周り、地元民ならではのリアルな情報を交えながら、
楽しく有意義な思い出作りのお手伝いをいたします！【資格】・実用英語技能検定２級・訪問介護員２級
養成研修課程修了・サービス接遇検定２級・京都・観光文化検定２級【車内設備】・アルコール消毒液・複
合型光触媒コーティング済・Wi-Fiフリー

加納 隆 比叡山観光タクシー株式会社

 他府県からそして諸外国からの訪問客が表玄関の京都駅で初めて出会うのが我々タクシーの乗務員なら
ば、我々は京都の第一印象と成り得る大切な役目を担っているものと考えます。タクシー乗務員にとっての「お
もてなしの心」とは、お客様が不慣れな土地で不安感を抱かれないように気遣う事でしょう。それは、身だしなみ
や言葉遣いは勿論のこと、予め目的地までにかかる凡その時間や料金をお伝えすること等々、数え切れないほ
どあります。

福井 勝 比叡山観光タクシー株式会社

 私はタクシーによる京都観光のコース策定や時間配分のお手伝いをしております。京都に関する情報誌は書
店にあふれ、パソコンやスマホから詳しい京都情報がすぐに手に入ります。しかし、京都に来られる観光客の皆
様の京都に期待するものを広めるものが当方です。私は80歳を超えていますが、自身もかつては観光タクシーの
乗務員としてお客様を引率した経験があります。そのキャリアを生かし個々のお客様の期待や求めに応じたオリ
ジナリティのある手作りの観光コースを案内すべく頑張っております。

平田 邦博 都タクシー株式会社乙訓営業所

 日夜タクシードライバーとして京都の人々をはじめ、国内観光客や外国人観光客の人々に接し仕事をしてお
ります。京都という世界に冠たる観光地において仕事ができる事に誇りを持ち、いかにより良き「おもてなし」がで
きるかを考えつつ、又お客一人一人に見合った接遇を行っています。京都という名所・旧跡が多い地であっても
“おもてなし”の窮極の良し悪しは“人”(おもてなしの心をもって)であることを肝に銘じて奮闘したいと思います。な
お、英語であれば観光案内できることを付け加えておきます。

森口 健吾 森口タクシー（個人タクシー）

 法人タクシーを12年、個人タクシーを開業して10年、合わせて22年タクシー業務を致しております。神社検
定3級、パンシェルジュ検定3級、チョコレート検定エキスパート級を取得しています。得意分野は穴場観光、パ
ワースポットめぐりで、修学旅行や一般観光も致しております。京都は世界から観光に訪れる世界有数の観光
都市です。私も「京都観光おもてなしコンシェルジュ」として活躍できる様に努めてまいります。

森安 俊郎 森安タクシー

 私は昭和45年秋から、京都でタクシー運転手の仕事を始め、翌年から旅行者の方を観光案内するようにな
りました。現在もその仕事を続けていますが、この仕事を続けてきて良かったと誇りにしています。個人タクシーを
開業してから趣味として始めた登山は、平成13年、日本百名山を完登。他には短歌を詠む事も私の趣味の
一つですが、平成12年、短歌集「灯風（とうふう）」を自費出版。これからは「コンシェルジュ」が私の大切な生
きがいになりそうです。

半田 武史 ヤサカ観光バス株式会社  京都のいい所を伝えていきたい。

佐藤 健一 ヤサカ観光バス株式会社
 京都にお越し頂いたお客様に良い思い出を作って、また来てみたいと思って頂ける様おもてなしの心をもって
頑張ります。自分自身もより一層観光の勉強をしていきたいと思います。

渡辺 保久 ヤサカ観光バス株式会社  「安全、快適、信頼」をモットーに日夜努力をしているところであります。

大崎 香織 ヤサカ観光バス株式会社
 私は青森から京都に憧れて観光案内の仕事を選びました。京都地元出身の方には、かないませんが、初心
を忘れず逆にお客様と同じ目線で大好きな京都を思いを込めてご案内ができるよう心がけています。

前田 紗里 ヤサカ観光バス株式会社
 お訪ねいただいたその時の季節を感じることができるような京都観光のアドバイスができればと思っております。
わたしは現在内勤ですが、先輩方、同僚は毎日京都のどこかで観光案内をしています。自己研鑽に勤めるの
はもちろん、最新の情報も聞かせてもらうことができるのも心強いです。

服部 順子 ヤサカ観光バス株式会社
 １年を通して様々な点で魅力溢れる京都を多くのお客様に楽しんでいただけるよう、日々笑顔で接客させて
いただければと思います。

阿辻 康雄 ヤサカ観光バス株式会社
 京都の観光事業に携わって40年 安心・安全をモットーに観光都市京都の思い出づくりのお役に立てるよ
うまだまだ頑張ってまいります。

三上 和枝 ヤサカ観光バス株式会社 －

内海 仁志 ヤサカ観光バス株式会社 －

山田 一成 ヤサカ観光バス株式会社 －

野坂 高弘 ヤサカ観光バス株式会社
 観光バスの会社に勤務して２８年になりますが、観光の現場についてはまだまだ未熟です。今後は少しでも
勉強させていただきたいと思いますので宜しくお願いします。

野村 侑加 ヤサカ観光バス株式会社
 様々な地域からいらっしゃる皆様により楽しくお過ごしいただけるようお手伝いをさせていただきます。京都の魅
力を伝えられるよう努めてまいります。



中務 美奈子 ヤサカ観光バス株式会社
 バスの中でも外でも、京都という街の素敵なところ、面白いところ、不思議なところをお越しくださった方々に
わかりやすくご案内できればと考えています。また、お客様お一人お一人の思い出が素敵なものとなるように励
んでまいります。

松本 祐一 ヤサカ観光バス株式会社
 興味のあるテーマは、明治初期の京都の近代化への歩み・東京奠都による衰退からの復興です。先人達の
知恵を活かしながら、春夏秋冬いつ訪れても素晴らしさをもつ京都にて、おもてなしの心でお迎え致します。

清水 勝年 ヤサカ観光バス株式会社

 私、生まれも育ちも実は滋賀県です。縁があって京都の会社に勤めております。最初は京都の通りや寺社
仏閣の名前と場所を覚えるだけで大変でしたが、⾧く勤め京都の事を知れば知る程、この街が好きになりまし
た。京都は奥が深く、まだまだ勉強中です。コロナ渦でなかなか外出しづらい状況ではありますが、落ち着いたら
勉強の為、街歩きを再開したいと考えておりますので宜しくお願い致します。

高垣 幸雄 彌榮自動車株式会社

 十人十色、様々な方々が、様々な地域から、世界に誇る古都京都に[雅]を求めて入洛されます。その方々
に如何なる「おもてなし」ができるか、又「おもてなし」＝「感動」でもあると思いますので、入洛していただく方々に
如何なる「感動」をしていただけるか？「感動」を与えることができるか？私達お迎えする側の課題であり、務め
であると思っております。

小野澤 正夫 彌榮自動車株式会社
 京都に生まれ育ち、その後約20年故郷を離れて舞い戻った時、改めて人々が惹かれる京都の魅力に気付
いた覚えが有ります。タクシードライバーとして観光案内する中で少しずつその魅力を蓄積しております。

富士原 純一郎 彌榮自動車株式会社  観光ガイド兼ドライバーとして17年のキャリアを生かして国内外のお客様の期待にお応え致します。

井上 廣則 彌榮自動車株式会社西五条営業所
 京都で生まれ、育ちました。京都大好き人間です。駅前のホテルで18年、飲食店で18年、現在ヤサカタク
シーの観光ドライバーとして勤務いたしております。これまでの経験を活かし、一期一会の精神と「まごころ」をもっ
て、皆様をおもてなしし、笑顔と感動を創造できればと願っております。

荒砂 政彦 夢島タクシー(個人タクシー)

 1964年生まれ。＜経歴＞職業は営業職に始まり、バス運転士（特定、路線、高速、貸切バス）、法人
タクシードライバーを経験。個人タクシーで独立開業し、京都の街を駆け巡っています。＜学び＞歴史、史跡、
神社、寺院、建築、庭園、美術、芸術、文化、生活、行事、自然、観光など今まで以上に学び、1200年に
わたり受け継がれたものをおもてなしの心と一緒にお伝えします。＜ご縁＞皆様とご縁が有りますようにと、車両
のナンバー「37-82」を取り付けております。又、皆様が今まで以上に幸せが訪れますようにと願いが込められてい
ます。＜エピソード＞法人タクシーに勤めていた時、認知度も高い「幸せを運ぶタクシー」に乗務させて頂いたこと
があり、ご乗車のお客様も大変喜んでいただいた経験があります。タクシー車内がお客様のモチベーションで最高
潮になり、常にオーラがあるタクシーを運転させていただき幸せを感じました。今後、このタクシーを目標に一歩で
も近づけるよう努力してまいります。

中島 広一 国際 洛陽交運株式会社
 これまで学んできた英語力、京都の知識、プロとしてのサービスを活かして、各地から来られる観光客の皆様
をおもてなししていきます。ご連絡お待ちしております。

内田 良次 京の楽チャリ ー

渡部 駿 京都・嵐山人力車 えびす屋總本店 －

野村 実 高速タクシー株式会社

 京都観光をご検討いただきありがとうございます。京都は古きものと新しいものがり、皆様に充実した時間を
おすごしいただけると思います。「歴史的建造物」「心いやされる庭園」「様々な思いにさせてくれる仏像」「ゆった
りほっこりさせてくれる町並み」等、お楽しみいただく方法は多くあります。京都が初めての方、何回かご入洛され
た方、京都観光に関してのお問い合せは「京都観光おもてなしコンシェルジュ」へお気軽にご連絡ください。お楽
しみいただけるご相談をさせていただきます。

中嶋 朋子 彌榮自動車株式会社  京都を楽しんでいただくため、季節折々の京都をご紹介します。お客様のご要望に合う旅行を提案します。

北野 均 彌榮自動車株式会社
 古いものが好き！！ そして京都の祭り、風俗、習慣に興味があります。京都検定や研修会で学んだ内容を
基に、ひとりでも多くの方に京都に興味を持っていただけるよう、おもてなしの心で接したいと思います。

熊谷 保 彌榮自動車株式会社

●京都ならではの「おもてなし」：限りなく広がる阿吽の呼吸のおもてなしの連携プレーこそが京都のおもてなし
の“真髄”だと実感しています。●得意分野：タクシー、ハイヤー、観光バスの車内など「京都の魅力あるおもて
なし空間」としての可能性を探求しています。●専門分野：京都産業大学日本文化研究所上席特別客員
研究員として、京都の魅力をストーリーではなく、プロットで捉える研究活動。「〈近代京都〉におけるタクシー誕
生」他

中村 善和 彌榮自動車株式会社

 得意分野：神社仏閣、観光地のご案内、歴史や地誌の紹介
 コンシェルジュとして京都に来られる多くの皆さんに、ご自身が抱かれている京都のイメージを予想以上に充実
させてお持ち帰って頂けるような「おもてなし」をしていきたいと思います。とおりいっぺんの京都を堪能していただく
のではなく、隠れた京都、奥の深い京都をご案内し、ご満足いただけるよう頑張ります。

秦 周作 彌榮自動車株式会社
 京都市民、そして観光客や修学旅行生の足として人々の移動を支えるタクシー会社において、ドライバーの
担い手獲得と教育的な立場を担当しています。当社の社是「一期一会」を大切にするドライバーを育成したい
と思っています。

江畑 明宏 彌榮自動車株式会社
 「歴史に新しい文化が融合した都市」である「京都の魅力」を多くの人に発信できるように、精一杯頑張って
まいります。

樹下 純 彌榮自動車株式会社
 時代によって流行はすぐ変わります。それと同じでお客様が京都に求めるものもそれぞれ違います。それが何
かを感じ取り、細やかなおもてなしで楽しい一時を過ごして頂くことが「また京都に来たい」に繋がると考えます。



氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

井上 徹 「徹」

 祇園に店がありますので他府県のお客様も多く色々な質問を受けます。観光地の案内はもちろん、祇園の
事、花街の事を特に面白く伝えたいと、日々学習しております。又「おもてなし」ということで、最も効率よく回れ
たり、迷わないように交通ルートをいくつか添えてあげたりと工夫をしてアドバイスをしています。今年はより花街の
歴史を学び、教科書にない、地元の人も知らない案内を目指そうと思っています。私は語学が苦手なのでどう
しても外国人との接触を避けてしまいがちですが今年は少しでも外国人からの声掛けにも対応をチャレンジした
いと思っています。

堀田 しのぶ Bar あん

 先斗町で小さなBarを営んでいます。京都で生まれ育ち、子供の頃から着物が大好きでした。現在は、ご来
店下さったお客様に京都らしさを感じてもらえますように、毎日着物でおもてなしをさせていただいてます。観光で
来られたお客様に、もっとたくさんの京都の魅力をお伝えしたいと思ったのがきっかけで、京都検定の勉強を始め
ました。心のこもったおもてなしで、京都観光の素敵な思い出づくりのお手伝いをさせていただきます。

野山 直子 株式会社井筒八ッ橋本舗
 京都に来られたお客様に「また来たい」「楽しかった」と最後に思って頂けるよう、今までの販売経験を活かして
微力ではありますがお手伝いできるよう日々努力していきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。

西阪 満子 株式会社井筒八ッ橋本舗  親切な御案内を心掛けて、お客様に楽しく京都旅行をして頂ける様に頑張ります。

中尾 奈巳 株式会社井筒八ッ橋本舗  「京都へ旅行に来てよかった」と思っていただけるよう、ステキな思い出作りに微力ながらお手伝い致します。

松木 綾乃 株式会社京都吉兆 HANA吉兆 ー

小原 さつき 株式会社渡月橋
 大好きな京都。子供の頃から遊び場だった思い出の詰まった嵐山の魅力を伝え、お客様の思い出づくりのお
手伝いをさせていただけたらと思います。

田中 理里香 株式会社中村藤吉本店
 京都市に生まれ、京都が大好きで京都で働きたい、京都の良さを皆さんに知って欲しいと思い弊社に就職
致しました。京都の神社仏閣、花、着物について興味があり勉強を続けています。京都の良さを沢山の人に
知って頂けるよう務めて参ります。

杉 桂子 株式会社井筒八ッ橋本舗
 コンシェルジュとして京都観光神社仏閣や京菓子、色々な魅力について楽しく感じていただけるように頑張り
ますのでぜひお越しくださいませ。

園生 宏和 ぎをん川柳  割烹料理店ならではの視点で接客や京都の案内ができればと思い参加させていただきました。

西 謙造 くいしんぼ

 京都にお越し頂いた御客様に対して、四季折々の情報を的確に御提供し、限られた時間の中で満足して
帰って頂ける様努めたいと思います。千年の歴史を誇る京都には、寺社仏閣・庭園・仏像のみならず、年中行
事、伝統文化、美術品と魅力的要素が数々有ります。京都検定を通して培った知識と経験が観光される皆
様の御役に立ちます様、温かいおもてなしの心を忘れず、京都観光おもてなしコンシェルジュの大役を全うする
所存です。

坂本 優子 高台寺 土井  お客様のご要望を的確にとらえ、ご希望に沿ったおもてなしができるよう心がけます。

上村 哲也 国際 大當両

 先斗町で京料理のお店を営んでおります。通訳案内士でもあり、京都文化博物館の英語ガイドを務めさせ
ていただいたこともございます。お店には、観光で京都に来られるお客様のご来店も多く、私自身も楽しみなが
ら、ご訪問された寺社仏閣についてお話したり食後の散策の計画のお手伝いをさせていただいたりしております。
お客様に「京都らしい食事」ができたなあと思っていただけるよう、そして、京都観光がお客様の素敵な思い出に
なります、日々勤めてまいります。

池田 靖行 先斗町 はっすんば ー

西脇 えみ やんちゃ村

 2014年に京都一周トレイルコースに伏見・深草ルートが追加され、そのルート上に位置する北堀公園近くで
カフェを営んでいます。最近、ウォーキングやジョギングで立ち寄られる方も増えてこられましたので、私の趣味でも
あるマラソンを生かして、地元の隠れた観光スポットやそれらをつなぐルートなどを紹介することで、新しい観光の
あり方をご提案していきたいと思います。

西脇 哲也 やんちゃ村
 ジョギングで京都の街をめぐるという、新しい形の観光イベントをご提案、開催しています。ジョギングだからこそ
行けるポイントをご案内したり、ジョギングだからこそ見ることができる景色をご提供しています。

小山 美代志 株式会社西利（京つけもの 西利）
 京都に生まれ京都に育ち 京つけもの西利に入社して観光地をはじめ色々な店舗や部署でたくさんの京都
に触れてきました。今まで培った経験を活かしまた、新しいことを吸収してお客様に合ったご提案をしたいと思いま
す。

岡崎 祥子 株式会社西利（京つけもの 西利）
 「旬おいしく、やさしく。」をモットーに京漬物を通してお客様に健康と笑顔をお届けすることを目標に店舗にて
販売の仕事に携わっています。１人１人のお客様に寄り添ったおもてなしを心がけ、精一杯努めます。

宮本 佳世子 株式会社半兵衛麸

 販売の仕事をしていますが、色々なお客様が来られます。そのお客様に対して、自分がよいと思ってする接客
を一方的にするのではなく、１人１人の状況、求められている事、雰囲気等を素早く把握し、それに合わせて
行動する事を心がけています。１人１人のお客様にそれぞれ満足していただけるよう仕事していきたいと思いま
す。

 飲食店



氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

帯谷 更弥佳 国際 あぶにーる
 京都に足を運んでくださる観光客の皆さまが「今度はあの人を連れてきたい！」「次はあそこに行きたい！」と
旅の後も京都に思いを馳せていただけるよう京都の歴史・文化への知識を自分自身が楽しく学び、心をこめて
笑顔でコミュニケーションをとらせていただきたいです。

熊谷 隆治 株式会社熊谷聡商店

 京都に来られるお客様に対して来られて楽しく思い出に残るような時間を過ごすことが出来るお手伝いが出
来る努力を積み重ねてゆきたいと考えています。特に京焼・清水焼に携わってきましたので、京焼・清水焼に関
しての歴史、見所等、よく勉強して喜んでいただければと考えています。又、この仕事に関係することに限り自分
自身の見聞を広め人とのつながりが広まり、少しでも成⾧できればありがたい事と考えています。

色川 浩美 株式会社虎屋
 20年あまり和菓子の販売に従事しており、5年前、京都に転勤してまいりました。まだまだ京都について知ら
ない事が多いのですが、他府県から来たものならではの視点で京都をご案内させていただきます。京都では、和
菓子ひとつをとっても、四季を感じる事ができます。季節ごとの魅力をお伝えできればと思います。

山本 茂博 株式会社美濃吉 ー

金石 真理子 大丸松坂屋百貨店

 生まれも育ちも京都にある寺院で育ちました。そんな縁のある「京都」良さを大人になり改めて実感しておりま
す。私の仕事柄多くのお客様とお話しさせていただく機会があります。日々の接客を通じて京都の魅力をお伝
えできればと思っております。まだまだ勉強不足ではございますがお客様の気持ちに寄り添えるおもてなしをし、
京都のファンを1人でも多く増やせれば良いなと思っております。

谷川 清三 谷川清次郎商店
 家業「きせる専門店」の立場を活かし、京都へお越しの観光客の皆様に、京に生きづく手仕事を、良き伝統
工芸を文化面からご紹介し、おもてなしに繋げて行きたいと思っています。

森田 勝 丸漬
 京都の観光関連施設とは呼べないかもしれませんが、京漬物の製造や販売を通じて、中央市場に来られる
お客様と触れ合い、素晴らしい京都の魅力や情報を発信していきたいです。

中山 公平 美濃吉本店竹茂楼
 京都に生まれ育って70年余、その間、2週間以上、このまちを離れたことはありません。ゆえに、京のすみず
み、ウラ、オモテに精通しているとの自負があります。特に4年間、建築関係の業務に携わっておりましたから、そ
ちらが得意のジャンルになるのでしょうか。愛する京都でおもてなしのお手伝いができるのは無上の喜びです。

髙道 学明 宮井株式会社

 私はふろしきや結納品の販売を生業としております。包む道具は、古より世界各地で使われてきましたが、
包む行為や、結ぶ行為に深い意味を持たせてきたのは、日本独自の文化だと思います。特に贈答の場におい
ては、先様のご心情を思いやり察する心を第一義に互いに良好な、人間関係を築いてきました。この先人が残
した日本の贈答文化の知恵を、内外の観光者のおもてなし文化に活用し観光者の方々との心の交通を第一
義に思い、京都の観光おもてなし文化をより一層、高度なステージへと昇華させていくことが、私の目指すコン
シェルジュとしての意気込みでございます。

渡辺 敦子 和雑貨 あぶにーる

 京都・中京区の型染反禅を家業とする家に生まれ育ち、半世紀以上の月日が流れました。今も昔も私が
暮らす四条大宮の辺りは反禅に関するお仕事の方が多く住む職人の街です。私が育った家も幼き頃は住み
込みの職人さんやお手伝いのお姉さん達と一緒に暮らす大所帯の家族でした。その連綿と続く京都人としての
日頃の暮らしぶりや、毎日の生活に取り入れたい「和」の文化や「茶道」の心を、そして少し懐かしい昭和の時
代のいきいきとした京都の街の様子などを紙芝居をするかの様にお話しさせて頂く機会に恵まれますことを願って
います。

森川 里美 株式会社京都駅観光デパート
 常に笑顔での応対で「おこしやす」「おおきに」のお出迎えの言葉を日々実践し、商品知識と季節に合った商
品をお薦めする事、また、京都観光のお手伝いが出来るよう京都の知識を深め、お客様が京都に来て良かっ
たと言って頂き、一期一会ではなく、またお会い出来るよう日々おもてなしに努めていきたいです。

笹井 亜記 株式会社京都駅観光デパート

 コンシェルジュとは人を陰で支える「縁の下の力持ち」目立たないですが、とても重要な役割だと考えていま
す。私は京都駅にあるお店で和菓子の販売をしています。立地柄観光のお客様、地元のお客様、外国人のお
客様、日本国のみならず様々な所からお越し頂けるというとても恵まれた環境の中、販売業務に携わる事が
出来ています。京都へお越し頂いたお客様が「京都に来て良かった」「楽しい思い出が出来た」「また来よう」と
思って頂ける心からのおもてなしを心掛けて参ります。

小林 繁美 株式会社京都駅観光デパート
 京都に来られたすべてのお客様に対して、おもてなしの心を持ってお迎えしたいと思います。また、もっともっと
京都のことを知ってもらえるように、自分自身も勉強して、京都をアピールできればいいなと思います。

木ノ下 圭子 株式会社七條甘春堂

 店の近くには三十三間堂、博物館、知積院、等々、観光の方が多く訪れる場があります。初めて京都へ来
られた方、久しぶりの方、その多くの方々が接したお店やその店員によって京都での印象を異なって持たれる事
と思います。京都をいい思い出にして頂く為、お客様に接する時は京都を代表しているつもりで、また、海外の
方々には日本を代表するつもりで、いい印象をお持ち頂けるよう努めたいと思います。1人1人の努力で、観光
客が増える事を望んでおります。

 土産物店
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西川 小百合 一般社団法人京都市交通局協力会

 四条駅定期券発売所で、観光客のお客様に便利な乗車券の販売や、観光地へ向かうバスや地下鉄など
のご案内をしております。また、京都駅前や、観光名所付近のバス停で市バスのおもてなしコンシェルジュの活動
もしています。国内外問わず、京都観光にお越しのお客様にスムーズに気持ちよく観光地へ出発していただける
ように、わかりやすいご案内と、お客様にそったおもてなしを心掛けてまいります。

金山 丈子 一般社団法人京都市交通局協力会

 私は三条京阪駅定期券発売所で勤めていますが、最近外国人観光客の方が来られています。今回、研
修を受けさせて頂き、京都の観光客の現状を知りました。ハラール管理者は聞いた事がないことを教えて頂けて
勉強になりました。大変難しい事でしたので知識を増したいと思います。観光客の方がこちらに来られた時はお
客様の意向に添って満足して帰って頂けるような案内をしていきたいと思います。

後藤 栄 一般社団法人京都市交通局協力会

 京都市交通局協力会で市バス・地下鉄乗車券の販売や観光地への案内をさせていただいている私にとっ
て、京都は魅力ある街、大好きな街です。歴史や文化・世界遺産に名所旧跡など、みどころの多い京都の良
さを少しでもお客様にお伝えできれば・・・と、日々仕事に励んでおります。京都にお越しになられたお客様に「来
てよかったなぁ」と思って頂けるように・・・。今回の研修会で受講したことを活かせるよう笑顔を大切に案内してい
きたいと思います。

渡邉 祐子 一般社団法人京都市交通局協力会

 ⾧く観光業に携わって来ましたので、季節の移り変わりの美しさや京都独自のしきたりや行事の素晴らしさを
多くの方に知って頂き、一緒に楽しみながら、新しい事柄も学んで行きたいと思っております。また食に関しても
強い関心を持っておりますので、美味しい物を見たり食べたり、話を聞いたりすることが大好きです。本当に未熟
者ですから、どれだけお客様のお役にたてるか分かりませんが、京都の旅は良かったなぁ！！と感じて頂けるお手
伝いをしていければと思います。宜しくお願いします。

水上 奈尾子 国際 一般社団法人京都市交通局協力会

 京都駅に到着されたら、市バス・地下鉄総合案内所へお立ち寄りください。路線図を無料配布しています。
これを片手に、行きたいお寺・神社、飲食店・お買物、あなたのお好みばかりをご自身の足で巡ってみて下さい。
効率的なバスや地下鉄でのまわり方、最寄りの駅やバス停をご案内したり、アドバイスなどしています。また、ふら
りと京都にお越しの方にはお宿探しのお手伝いも。便利な市バス地下鉄を乗りこなして、自由に京都を楽しん
でいただければと思っています。

中村 里穂 一般社団法人京都市交通局協力会
 観光案内業務に⾧年携わっております。京都駅は観光される方の玄関でもありますので、お客様のニーズに
あった案内に努めております。最近外国の方が増えておりますので、和をもったおもてなしで案内してまいります。

柿本 京子 一般社団法人京都市交通局協力会

 市バス・地下鉄案内所で主に電話業務に携わっております。京都に観光に来られる前にたくさんのお客様よ
りこちらにお電話いただいております。京都観光には欠かせない市バス・地下鉄の乗り方をスムーズに快適にご利
用していただけるよう、また、乗り物移動中も旅の思い出の1ページとして心に残るよう京都観光おもてなしコン
シェルジュとして勤めていきたいと思います。

安部 千景 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都の駅前で観光案内業務をしております。京都の玄関口ですので、観光されるお客様にとって最高の一
日となるようにサポートしていきたいです。私自身も日々勉強し「京都観光おもてなしコンシェルジュ」として恥じな
いようにがんばります。

西野内 裕美 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都駅前で市バス・地下鉄の案内をしております。今回受けた研修を生かし、京都に来られたお客様がス
ムーズに観光出来る手助けを行っていきます。笑顔で真心込めたおもてなしを心がけて参ります。

中村 知雄 一般社団法人京都市交通局協力会

 普段、京都駅前を中心に地元の方から観光の方まで市バスや交通路線のご案内、ガイドを行っています。
自分自身、英語が話せる訳でもなく、手話ができる訳でもない、では何ができるのか？と考えるとお客様の立
場に立ち、自分ならではの路線の案内を提供する。今後、お客様の立場に立つだけでなく、少しでも提供でき
るものを身につけて頑張ってまいります。

西中 桃世 一般社団法人京都市交通局協力会
 生まれ育った京都に年々魅力を感じるようになりました。まだまだ勉強不足ではありますが、世界各国からお
越しのお客様の気持ちに寄り添えるようなおもてなしを目指したいと思います。

垣内 有希 一般社団法人京都市交通局協力会
 様々な国籍や世代をこえて観光都市京都の魅力をおもてなしの心と笑顔で皆様にお伝えして行きたいと思
います。

齊藤 恵理子 一般社団法人京都市交通局協力会

 私は京都市交通局協力会というところで、定期券の発売や一日乗車券の発売、観光案内の仕事をしてい
ます。接客業が好きで、今の仕事を選んだのですが、英語が得意ではなかったり、至らないところが多くありま
す。でも、よく褒めていただくところが、”声と話し方”です。京都に観光に来られたお客様、地方からお電話でお
問い合わせされるお客様に「京都弁がいいですね」と色々な年齢の方に言っていただきます。自分では意識した
ことはないのですが、ちょっとしたことでお客様に喜んでいただけるというのが”おもてなし”ということなのかなと思い
ます。

池田 祐香 一般社団法人京都市交通局協力会
 烏丸御池で案内業務をしております。お客様に京都を堪能していただけるよう、効率のいい移動をご案内い
たします。

熊本 佐由里 一般社団法人京都市交通局協力会
 少しでも多くの方に”京都に来てよかった”と思える様におもてなしの心を持って御案内していきたいと考えま
す。そしてリピーターになって頂ける様、京都観光業務に寄与してまいります。

武甕 美枝子 一般社団法人京都市交通局協力会  京都観光に来られたお客様に笑顔でおもてなしの心を持ってコンシェルジュ業務を頑張りたいと思います。

岐部 美千子 国際 一般社団法人京都市交通局協力会  “また京都に来たい！”と思っていただけるよう、的確な案内を笑顔で行っていきたいです。

 観光案内所



清水 麻耶 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都へお越しになるお客様はリピーターが多いと思います。でも修学旅行生は「初めて来た」という子達も多
いと思います。未来の京都の大切なお客様です。お会いできた生徒さん達には今回のご案内と、更に、未来に
つながるようなご案内ができればいいな…と思っています。

村上 新一 一般社団法人京都市交通局協力会
 地下鉄の駅で業務をしております。お客様にスムーズかつ快適に目的地に向かっていただけるように、効率の
良いルートのご案内を心掛けております。京都にお越しいただいたお客様にご満足いただけるよう、おもてなしの
心を大切にして日々業務に取り組んでいきたいと考えております。

森井 裕子 一般社団法人京都市交通局協力会
 職務である市バス・地下鉄の案内に⾧年京都に暮らしてきた経験・知識を加え、京都に来るたくさんの方に
おもてなしをしていきたいです。

坂口 香織 国際 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都にはまだまだ知られていない隠れた魅力がたくさんあり、普段の生活の中でも新たな発見をする事も多
いです。そんな京都の魅力を一人でも多くのお客様に知っていただけるように頑張りたいと思います。

中川 由香里 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都に来られるお客様に対して、最高の時間を満喫して頂けるように、仕事で培ってきた知識を生かして笑
顔でおもてなしさせて頂きます。

山田 景子 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都市営地下鉄の委託駅で駅係員をしています。コロナさんのおかげで世の中えらい事になりましたが観光
のお客様が京都に戻ってくださった時には「ちょっとええ案内」が出来たら良いなと思います。

森澤 匠 一般社団法人京都市交通局協力会 ー

汐﨑 信夫 一般社団法人京都市交通局協力会 ー

乾 沙耶香 一般社団法人京都市交通局協力会
 市バス地下鉄案内所で、主に電話の応対を行っております。お客様のお顔が見えない分、常に『笑声』を心
がけて応対しております。今回の研修を活かし、おもてなしの心を持って業務していきたいと思います。

杉本 文人 一般社団法人京都市交通局協力会  京都へお越しの皆様のより良い一日となるようお手伝いします。

平木 孝昌 一般社団法人京都市交通局協力会
 私は、京都で観光客の方も利用する施設で働いています。道案内する機会も多く京都の地理、歴史を深く
知っていれば、お客様に京都を好きになっていただけるようなご案内を出来るのではないか、と思っています。

林 紀支子 一般社団法人京都市交通局協力会

 京都で生まれ祖父母と同居して育ち、京都の日常的な習慣や言葉は自然と身についておりました。遊び場
所や遠足なども神社お寺などが普通でした。環境的に京都の事については恵まれております。今回京都検定
の勉強をしながら、色々思い出し楽しんで学ぶ事ができ更に京都が好きになりました。何か役立てる事があれば
頑張りたいです。

関野 佑紀 一般社団法人京都市交通局協力会
 京都観光に来られる若い方からご年配の方まで笑顔で楽しんでいただけるよう、親身になって観光案内のお
手伝いをしていきたいと思っております。

中尾 謙吾 国際 京都総合観光案内所
 日々、多くの観光客の皆さまを京都観光の窓口となる京都駅でお迎えさせていただいております。皆さまのご
相談をお受けする時間は一瞬ではありますが、私はその一瞬をとても大切に観光案内業務に取り組んでおりま
す。皆さまの京都観光がより良いものとなるように頑張ります。

安部 毅 一般社団法人京都市交通局協力会

 私は、以前アパレル商社に勤める転勤族でした。その生活の中で、せっかくの転勤生活を楽しもうと、寺社
仏閣や城、名勝などを訪れるようになり、色々と知識が増えてくると、ほとんどの歴史が京都に辿り着き、ます
ます京都への興味と関心が強くなりました。そして、縁あって、仕事も住居も京都に移し、観光客の気持ちが分
かる、京都人「京都観光おもてなしコンシェルジュ」を目指し、好きこそ物の上手なれを実践して楽しみたいと思
います。

平井 敬子 一般社団法人京都市交通局協力会

 観光地や目的地への案内や乗車券販売の仕事に携わっており、最近季節に関係なく京都を訪れる方が
多いなと感じます。限られた時間で一人一人の要望に応じた的確な案内や説明が出来るよう、日々、知識を
高めて成⾧していきたいです。また、「京都に来て良かった」「楽しかった」「また来たい」と満足し、喜んで頂ける
“心からのおもてなし”を常に心がけるようにします。



氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

中川 由美子 株式会社ワン・ワールド
 二条城で、接客業に携わり日々学ぶことが沢山あります。心地よい接客をモットーに、一つ一つの出会いを
大切にしていきたいです。微力ではありますが、お客様の素敵な思い出作りのお手伝いができればと思っていま
す。

佐野 進一郎 株式会社ワン・ワールド ー

加藤 弘 株式会社ワン・ワールド
 京都の観光、文化、歴史について幅広い知識の習得に努め、｢おもてなし｣の心を忘れずにコンシェルジュとし
ての自覚を持って活動したいと思っています。

幸 久恵 国際 株式会社ワン・ワールド
 元離宮二条城で案内所や改札業務等に従事しております。お客様と共に旅する添乗員やガイドという以
前の経験も生かし、お客様側の目線を忘れずに一人一人違うお客様の求める接客が出来るよう今後も日々
様々な情報を収集し英語をブラッシュアップし精進して参ります。

古河 由美 株式会社ワン・ワールド
 元離宮二条城に勤めております。二の丸御殿はもちろんのこと美しい庭園と四季折々の花木を愛でながら
のお散歩もお勧めです。

坂田 祥子 株式会社ワン・ワールド
 旅先として京都を選んで下さった観光客の皆様と一緒に感動を分かち合う、そんな日々を送れたらと思って
おります。

神谷 つる代 株式会社ワン・ワールド
 世界でも有数の観光都市・京都。日本国内に留まらず、海外からも絶大な人気を誇る京都。1200年前か
ら都として活躍してきた古き良き京都の魅力と、また新しい今の京都を多くの方に楽しんでいただけるようにご案
内してまいります。

米澤 世津子 株式会社ワン・ワールド
 京都観光にお越しのお客様のお手伝いが出来ることが私の幸せです。これからも『素敵な京都』をたくさんの
お客様に観て頂きたいです。

入江 圭子 株式会社ワン・ワールド  世界遺産 二条城で働いています。

永田 佐紀子 株式会社ワン・ワールド
 京都検定合格のため学んだこと、研修を受講して得た知識を日々の接客業務に生かし、奥深い京都・二
条城の素晴らしさを皆様にお伝えできるよう努めてまいります。京都に来てよかった、何度でも来たいと思ってい
ただけるよう暖かいおもてなしを心掛けます。

北村 みすず 株式会社ワン・ワールド  世界遺産二条城にご来城されたお客様に笑顔で丁寧な対応を心掛けたいと思います。

岸本 美紀 株式会社ワン・ワールド
 四季折々に美しい京都が大好きです。お客様から、京都に、そして二条城に来て良かったと言っていただける
ことが何より嬉しいです。出会いは一期一会、これからも心からの笑顔でお客様をお迎えしたいと思います。

野崎 晴巳 株式会社ワン・ワールド

 二条城にて国内外から老若男女沢山のお客様をお迎え出来る事が楽しくて仕方ありません。お客様の疑
問、質問、要望に的確に即答出来る事。限りある時間の旅行者にはとても大切な事だと思っていますし、それ
が出来るよう、日々、色々な情報や知識の収得（習得）を心がけております。又、多くの修学旅行生もお迎
えしますが、それに伴い、国宝や重要文化財を守る為に、多くの注意の声掛けをしなくてはなりません。しかし
日々様々な修学旅行生と接しているうちに、ある事に気付きました。注意より二条城に興味を持っていただく
声掛けをすれば、注意をする事よりはるかに効果的で、楽しく見学していただける事を実感いたしました。これか
らも二条城はよかったよ！京都の人は親切だった！と思っていただけるよう、笑顔のスパイスをしっかり入れて、
接客にあたりたいと思います。

田中 万由子 株式会社ワン・ワールド

 二条城でお仕事させて頂いています。それまであまり興味のなかった歴史や京都検定の勉強を始めました。
毎日国内外問わず多くのお客様がいらっしゃいます。これまで勉強してきたことや経験、今回の研修会で学んだ
ことを生かし、穏やかなお声かけと笑顔で皆様をお迎えしたいと思います。出逢ったお客様の“心に残る京都”に
なります様、お手伝いさせて頂きます。

井上 千里 株式会社ワン・ワールド

 観光地でお客様と接する仕事に就いて9年近くになります。2年前に会社からの勧めで京都検定2級を取
り、その頃から京都の歴史や文化などにも興味を持つ様になりました。そして今回「京都おもてなしコンシェル
ジュ」に応募することが出来ました。研修では各分野でご活躍されている先生方から大変ためになるご指導をい
ただきこれからの仕事に役立てて行きたいと思います。

藤井 美香子 株式会社ワン・ワールド

 二条城にお越しになるお客様に、安全で楽しく観光して頂けるよう心掛けてきました。また、どんな時もお客
様に同じ質のサービスを提供出来るよう努めています。今後もその姿勢を崩さずより高いサービスを提供してゆき
たいと思います。京都おもてなしコンシェルジュとして、日々変化する京都の魅力や良さ、お客様の求めている京
都を探求して参ります。

羽柴 尚代 株式会社ワン・ワールド

 京都＆歴史好きで、特に、世界遺産・二条城に詳しいです。二の丸御殿うぐいす張り廊下にちなみ、ウグイ
ス嬢との呼び名も・・・（自称）！国内外、老若男女問わず様々な方々との日々の接客を活かし、今後もさ
まざまな方々とユーモラスに交流していきたいと思います。蒸し暑い日も底冷えの日も四季折々、色々な京都を
エンジョイして頂けるよう励みます。言語能力も高めつつ、京都の魅力を発見＆発信していきます！

日下部 徳子 株式会社ワン・ワールド
 一人一人のお客様と接する時間は短いですが、快適で思い出に残る旅になるようお手伝いできたらなと思
います。笑顔で丁寧なおもてなしができるよう日々精進して参ります。

 観光施設



氏名 区分 勤務先 任命時のコメント

小林 睦代 国際 オフィス ギアコバ
 京都に嫁に来て四半世紀。他所から来たものとして、その土地で育った人では見えない部分やより奥深い
京都の楽しさ、良さを日本語／スペイン語で多くの方々にお伝えしていきます。一人でも多くの京都ファンを増
やすお手伝いができればと思っています。

絹傘 近 国際 株式会社FUERTE ー

平岡 英機 株式会社エコロ21  日本人のみならず、外国人に対しても、日本の文化を理解してもらえる一助になればと受講しました。

日下部 篤子 株式会社おもてなし京都 ー

太田 智絵 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店

 学生時代から治山・治水の歴史に興味があり、琵琶湖疏水について調べることが好きでした。また、地名の
由来を知るのが好きで、京都観光中にふと目にした気になる地名は必ず調べます。コンシェルジュとして、周囲
の人々に京都の魅力を自分の言葉や文字、絵、写真、動画などで発信できるように日々、努力します。

石原 久実 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店
 京都にはあちらこちらに石碑や駒札があり、同じ場所に違う時代や時間がいくつも重なっているのに気がつき
ます。知識や情報を自分のものにし、お伝え出来ればと思っています。

山口 勝広 株式会社ワン・ワールド

 私は、おもてなしを創造する人材派遣会社、㈱ワン・ワールドの代表をしています。現在、元離宮二条城をは
じめ、京都市動物園や京都コンサートホールなどの改札・チケット販売などの業務を10年以上、担当させて頂い
ております。二条城では、ご来城される国内外の方々に、二条城の良さをご提供するために、スタッフのおもてな
し研修・教育と、お客様に喜んで頂くためのアイデアをご提供して参りました。特に、二条城の教育面では、おも
てなし研修・教育に専念し、定期的な研修をはじめ、スキルアップを図るために、京都検定をはじめ、英検資
格、城郭検定などの資格取得のために受講料・教材代の助成金や合格者には手当を支給する制度を創設
しています。この事により、京都検定については、8割が検定者資格者となり、2級以上の資格者は、おもてなし
コンシェルジュの任命者となり、公式サイトにも記載されているように、多くのスタッフを送り出し、今年度も数名
が資格を取得致します。一方、お客様へのおもてなしについては、内堀の鯉のえさ巻き用の販売機を設置し、お
子様たちや海外の方々にも喜んで頂き、東大手門前の看板では、大政奉還150年、明治維新150年、天皇
陛下即位などの看板をご寄付させて頂き、いまでは、記念撮影のスポットとして定着致しました。また、二条城
にふさわしい、着物を製作し、春・秋のイベント時に着用して、海外のお客様にも京都らしさを知って頂く取り組
みもおこなっています。このように観光事業にたずさわる者として、今後も、創意工夫を凝らした取り組みをおこな
い京都の良さを知って頂けるよう取り組みたいと思います。そして、さらに、京都の歴史を勉強し、おもてなしコン
シェルジュの任命を頂いたなら、国際文化観光都市・京都として、質の高いおもてなしで、世界中の方々をお
迎えし、職場を通しておもてなしで観光客をお迎えし、「京都におもてなしコンシェルジュがあってよかった！」と
思って頂けるよう頑張りたいと思います。

新谷 義雄 行政書士しんたに法務事務所

 京都で旅行や観光に関わるインバウンド事業を始める時や、外国人の方達の日常生活上の諸手続きの代
行やサポートをしています。毎年、祇園祭では鉾町で観光客の皆さんに京都の魅力発信や地域のローカルコン
テンツのご案内をさせて頂いております。京都の暮らしと伝統文化を通じて、現代版町衆文化を一緒に作ってい
きましょう。

三瀧 浩之 京都信用金庫

 現在、金融機関に勤務していますが、58年間京都を離れたことなく、京都の地理、風土、環境そして良いと
ころを私の知るところをコンシェルジュとして活かせる活動や他のコンシェルジュの方や研修などを通じて広げたい。
得意分野は歴史で、室町安土桃山、幕末など京都には数多くの史跡があるなかで、より京都を知っていただ
けるのに力を発揮できればと考えます。

山村 一代 京都信用金庫
 おもてなしの最大の魅力は「もてなす人の心」であると考えます。京都の魅力に、より良い印象をもって、喜ん
で頂くか、一期一会を大切に、表裏なしの自分であり続けたいと思っています。

田里 真理子 京都信用金庫 西院支店
 京都信用金庫西院支店で勤務しています。京都検定で学んだことを活かし、ご来店されたお客様と、京都
のお話で盛り上がれるような、温かく親しみのある接客を心掛けます。

河音 亮平 京都信用金庫 常磐支店 ー

山野 美佳 京都信用金庫 西大路支店

 京都で生まれ京都で育ちました。愛する京都の経済、伝統文化の継承に貢献したいという思いから地元金
融機関で日々仕事をしています。外国人観光客の方の来店は増加しています。一期一会の出会い、ご来店
いただいたお客様に期待以上のおもてなしができないかと考えていた時に「京都観光おもてなしコンシェルジュ」を
知りました。今後はコンシェルジュとして京都を訪れて下さった方に京都の魅力を知って頂き、幸せな1日をお過
ごし頂ける様に旅の思い出づくりのお手伝いをいたします。「また京都に来よう」と思っていただけるおもてなしを心
がけます。

吉村 晋弥 京都旅屋
 観光ガイド「京都旅屋」として活動しています。京都検定1級（最高得点合格）の知識と気象予報士のス
キル、何より現地を訪れてきた経験を元に、四季折々の京都の魅力をご紹介します。

浅井 玲子 京都府立陶板名画の庭
 簡単な英会話を交わすことから笑顔が生まれます。全国、世界各国からお越し下さるお客様、お一人お一
人が良い思い出と共に又お越し頂けますよう、細かい気配りでお迎えしたいと思います。地元、北山散策の案
内にとどまらず、京都検定で培った知識を提供できる機会があれば嬉しいです。

太田 貴子 国際 侍ツアーズ 通訳案内士（英語）  お客さんが京都でのひとときを楽しめるよう励みます。

 観光サービス



石黒 一寿 食育キッチン石黒
 京都の家庭料理「おばんざい」の販売や料理教室を営んでいます。食を通じて、京都の文化・伝統・知恵・
技術の伝承を志し、邁進中。人の暮らしが激変していますが、手間暇をかけた料理が末永く愛されますように。

古川 邦子 国際 全国通訳案内士（フリーランス）
 日本に来られた外国のお客様をご案内するガイドの仕事をしています。生まれも育ちも京都で、この歳になっ
てようやく京都の良さがわかってきました。楽しかった。また京都に来たい！と思っていただけるように日々奮とうし
ております。

小西 直美 国際 全国通訳案内士（フリーランス）

 もともとホテルのコンシェルジュとして勤務していましたが、カウンターを越えてご案内したいと考え、時間をかけて
通訳案内士及び京都市ビジターズホストの資格を取得しました。現在はあちこちリクエストにお答えして、ご案内
できることを大変嬉しく思っています。今後もスキルアップを怠らず頑張っていきたいと思っています。宜しくお願い
致します。

鈴木 明子 国際 通訳案内士（イタリア語）

 イタリア語の通訳案内士をしております。こどもの頃には両親に手をひかれて歩いた祖父母宅界隈を、イタリ
アからのお客様をご案内しながら歩くのも、なんだか不思議な気分ですが…・外国の方々の視点を通して、あら
ためて気づくことや、京都の新たな魅力を見い出す楽しさもあります。魅力あふれる京都の思い出を、たくさん持
ち帰っていただけるように！と、いつも心がけております。

小崎 賀津子 国際 通訳案内士(フリーランス)
 風光明媚で日本の伝統文化が凝縮された京都という街での滞在をお客様に楽しんでいただき、観光を通じ
て国際的な相互理解の増進に貢献できればとの思いを持って通訳ガイドに取り組んでおります。

上田 竜之輔
東京海上日動火災保険株式会社
京滋自動車営業部

 全世界から京都へお越しになる方々に、京都の魅力を沢山お届けできるよう、おもてなしの心で頑張ります。

石田 礼子 岡文織物株式会社
 これまでの経験と持っている限りの知識で京都の魅力をたくさんのお客様にお届けし、訪れた方々に京都の
素晴らしさを堪能していただけるよう努めます。

形谷 塁 国際 公益社団法人京都市観光協会 ー

小倉 博 妙心寺前 三河屋
 親切な京都のおじさん、を目指したいです。妙心寺、龍安寺に囲まれて観光される方にお役に立てるローカル
な情報の発信者でありたいと思います。


