
様式１

登録年 [Year  of  Registration ] 2008年（通訳案内士　大阪府登録）　2013年(特区通訳案内士　和歌山県登録）

名前（日本語） 佐藤　寛

名前（英語）  [Name] Hiroshi Sato

性別　※○で囲んで下さい  [Gender] 男  Man 女　　Woman

連絡先＜電話＞  [Telephone] +８１－９０－８９８４－９９６６

連絡先＜メールアドレス＞  [E-mail] tap3103@tcct.zaq.ne.jp

上記エリアすべて案内可能です。

can take guests to　all above area

和歌山県全体　大阪府全体、京都、奈良、神戸、伊勢を含む

料金 [Fee]

上記の内容を英語に翻訳して下さい
[Ｎote]

自己ＰＲ（日本語）
100文字以上200文字以内
※案内をするにあたって、ご自身の
長所となる点についてご記入下さ
い。

通訳案内士（国家資格）

特区通訳案内士

上記の内容を英語に翻訳
して下さい
[Details Guide Area]

 Erea coverage includeｓ all Wakayama Prefecture, Osaka
Prefecture, as well as Kyoto, Nara, Kobe, Ise and their vicinity

1) Travel expenses (that of the guide is inclusive) including but not limited to transportation,
lodging, meals, admission fees are for account of the guests. 2) The guests shall be one organized
group with usually 5-6 guests or less with group leader who can decide any important issue as
change of  itinerary or route　in  case of need. 3) The guide is not liable to any accidents
accompanied by the trecking like in Kumano Kodo although he will have some know how to
decrease travel risks acquired from the experiance of trecking the district over 50 times.  The role
of the guide is limited to accompany walking and explanation of what he thinks in need or things
asked by the guests  4) Travel consalting at Shirahama town、even when attendance is not
requested,  on about where to go and informaiton of that place is possible at the above fee  with
fraction prorata.

（通訳案内士情報 ホームページ掲載内容）

大阪府豊中市および和歌山県白浜町在住、長年の商社、外資系企業勤務時代の客案内を通して近
畿地方の地理や歴史に精通しています。最近では和歌山県の地質学講座の受講を通し県内多くの
Geo　Siteも案内できます。和歌山県の魅力は国立公園沿岸の美しい海、山中の美しい川、歴史や信
仰の世界遺産の寺社や熊野古道と思います。これらの場所をお客様の希望により組み合わせ、訪問
して頂き、ご満足頂きたいと思います。

Having residencese in Osaka Prefecture, and in Wakayama Prefecture, while having 40 years
working experience in the trading company and foreign invested firm, I accumulated knowledge in
English on the geography and history of the Kinki district. Lately added Geological knowledge by
attending the course by the Wakayama Prefecture to introduce many Geo sites. The fantastic
features of Wakayama Prefecture will be the beautiful sea coasts, rivers in the mountain area noted
as National Park, and history and faith of the World Heritage of temples, shrines, and the Kumano
Kodo trecking paths. I hope you will be satisfied with visiting these spots or combination according
to your tast.

　　紹介ＨＰ等のリンク  [Web page] http://www.@ref.wakayama.lg.jp/@refg/062500

ガイドエリア

案内可能な地域

高野山　         熊野　  （　滝尻～本宮　　・　 那智勝浦　　　・ 　新宮）
Koyasan         Kumano (  Takijiri ～　Hongu　・　Nachikatsuura ・　Shingu ）

自己PR（英語）
上記の内容を英語に翻訳して下さい
[Self - Promotion]

特区通訳案内士
※○で囲んで下さい

[Ｇuide  Area]

具体的なガイドエリアがあ
る場合は記入して下さい

1) 交通手段、宿泊、食事、入場料等はガイド分も合わせすべて顧客負担の事　２） 顧客の人数は通常5-
6人程度までの単一グループとし、リーダーは必要に応じ旅程やルート変更が決められること。３）　通訳
案内士は熊野古道のトレッキング経験を40回程度以上有するためこれらから得られた危険回避の知見は
あるかも知れないが、トレッキングの安全に関する賠償責任は一切負わない。 通訳案内士の役割はト
レッキングの付き添い歩行、と必要と思われる事柄や質問を受けたことの説明に限られる。４）通訳案内
士は白浜町に於いて、同行しない前提でも、行きたい場所や目的物の説明を上記料金（比例案分時間計
算）にて行えます・

上記の内容を英語に翻訳
して下さい
[Guide  Area ]

料金についての特記事項がある場合
はご記入下さい

 Half day (4hrs)     　　　 12,000yen
 Full day (8hrs)  　　　　　24,000yen

mailto:tap3103@tcct.zaq.ne.jp
http://www.@ref.wakayama.lg.jp/@refg/062500

