
※プロフィール… 
①得意とするテーマや旅のエリア　 ②主な著作・受賞 　③趣味　　④その他 
 
＜あ＞ 
間貞麿（あいださだまろ）＞＞＞交通ジャーナリスト 
tel 090-8748-8785 
勤務先251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢15-10-301 あいだ企画 
tel 0466-26-4461　 fax0466-26-4461 
E-Mail/sadamaro@poem.ocn.ne.jp 
▼ プロフィール 

『るるぶ』（JTBパブリッシング）などの交通ガイドページを担当。赤字ローカル線などの

原稿を雑誌・ムックほかに執筆。 
 
青木和雄（あおきかずお）＞＞＞フリーアナウンサー 
 
赤澤信次郎（あかざわしんじろう）＞＞＞旅行ジャーナリスト  
〒243-0431 神奈川県海老名市上今泉2-10-7-106 
tel 046-234-2627　　fax 046-234-2627 
E-Mail/akazawa@hb.tp1.jp 
携帯　080-2016-0318 
▼ プロフィール 
元東京新聞編集委員。東京中日スポーツに旅の記事、東京新聞サンデー版に連載コ 
ラムを執筆。ほかに、インタビュー記事も。 
 
芦原伸（あしはらしん）＞＞＞紀行作家・ジャーナリスト 
事業所　〒107-0052 東京都港区赤坂6-18-11-406 （株）天夢人（temjin） 
tel 03-6413-8755　fax 03-6413-8756 
E-Mail/ashihara@temjin-g.com 
天夢人ホームページ 
日本旅行作家協会ホームページ 
▼ プロフィール 
得意分野は歴史、民俗、鉄道、アウトドア。主な著書に『どんこうにっぽん縦断』（枻出版

社）、『ぶらり鉄道、街道散歩』（ベスト新書）、『シルクロード鉄道見聞録』（講談

社）、『鉄道シルクロード紀行』（朝日新聞出版）など。趣味は、ローカル線乗り歩き、釣

りと温泉、西部劇鑑賞とカントリーミュージック、地酒と郷土料理ほか。2011年は「ラフ

カディオ・ハーン」を追って出雲、熊本、アメリカの取材を重ねました。 
 
阿部花山（あべかざん）［明（あきら）］ ＞＞＞会社員 
 
有田静人（ありたしずと）＞＞＞新聞記者 
 
安齋二三夫（あんさいふみお）＞＞＞旅行作家 
〒272-0021 千葉県市川市八幡1-23-6  

mailto:akazawa@hb.tp1.jp
http://www.temjin-g.com/
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mailto:sadamaro@poem.ocn.ne.jp


tel 047-334-2080 fax 047-334-2080 
E-Mail/f_ansai@ka2.so-net.ne.jp 
携帯電話090-1709-1973 
薮不知ホームページ 
藪不知のブログ 
 
＜い＞ 
飯出敏夫（いいでとしお）＞＞＞温泉紀行ライター 
〒191-0032 東京都日野市三沢5-33-2 
tel 042-592-8695  
〒113-0033 東京都文京区本郷1-1-1 
聖母美術院ビル3階　温友社tel 03-3814-0411　fax 03-5842-2355 
E-Mail/onyusha@orion.ocn.ne.jp 
携帯電話 090-2249-0678 
携帯Mail/iiyu-gumi2002@docomo.ne.jp 
温泉達人・飯出敏夫のブログ 
ホームページ/温泉達人飯出敏夫のいい湯・いい旅・秘湯旅 
▼ プロフィール 
①日本全国の温泉紀行、登山ガイド  
②「一度は泊まってみたい秘湯の宿70」「名湯・秘湯の山旅」「日帰りハイキング＋立ち

寄り温泉　関東周辺」、「日帰りで楽しむ 温泉ハイク 関東」（共著）、アサヒDVDブック

「秘湯ロマン」（3巻）、DVD-BOX「美しい日本の秘湯」（3巻組、監修）ほか 
③趣味と実益を兼ねた温泉めぐりと登山。最近は登山・ハイキングコースに温泉を加えた紀

行ガイドに力を入れており、テレビや雑誌等でコメンテーターやレポーターの仕事も数多く

こなしている。 
  
池内嘉正（いけうちよしまさ）＞＞＞旅行写真作家 
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31-1020  
tel 06-6772-2067 fax 06-6772-2067 
E-Mail/tetujin60@hotmail.com 
ホームページ/地球の島めぐり　旅の鉄人　鉄人60　池内嘉正 
▼ プロフィール 
2002年より地球の島めぐり70島を2009年12月に夫婦で踏破。北極点から南極点までの「地

球の島めぐり70島」を出版 
 
石井宏子（いしいひろこ）＞＞＞温泉ビューティ研究家 
 
板倉あつし（いたくらあつし）＞＞＞プロデューサー・ライター  
自宅＆事務所　〒242-0002神奈川県大和市つきみ野8-14-3-207 
（有）オールウェイズ  
tel 046-274-8678 fax 046-274-8678 
E-Mail/djq_atsushi@yahoo.co.jp 
携帯 090-3131-9531 
携帯Mail/djqatsdjq0919@docomo.ne.jp 

http://www.tetujin60.com/
mailto:f_ansai@ka2.so-net.ne.jp
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mailto:djqatsdjq0919@docomo.ne.jp
http://ameblo.jp/onsen-tatsujin/
http://yabushirazu.blog.so-net.ne.jp/


ブログ/ごこち 
▼ プロフィール 
①ラジオ・テレビプロデューサー、旅・飲食・車・バイク・自転車・アウトドア・音楽・環

境ライターとして新聞、雑誌、WEBに連載多数、年間取材は100泊以上。 
②「大人が泊まりたい宿」「A級温泉とB級グルメを探す旅」（特選外車情報エフロード）

「自由世代旅クラブ」（自由世代）「旅日和」（夕刊フジ）などに連載中。 
③キャンピングカーで趣味のカヌー、シーカヤック、折りたたみ自転車、写真の旅も年間

30泊以上。 
④ラジオ・テレビレジャー記者会会員、川と海の環境を守る会会員、米沢市観光大使、日本

ノルディックウォーキング協会公認指導員、戸籍上も名前はひらがなです。 
 
市岡正朗（いちおかまさお）＞＞＞会社役員 
 
市川 礼子（いちかわれ いこ）＞＞＞トラベルライター 
 
伊東浩（いとうひろし）＞＞＞会社員 
 
稲葉修三郎（いなばしゅうざぶろう）＞＞＞会社役員 
 
井上年央（いのうえとしお）＞＞＞フリーライター 
自宅　〒617-0824　京都府長岡京市天神3丁目18─11 
tel 090-3943-5590 
E-Mail/inouet2275miyama@gmail.com 

▼ プロフィール　 
大阪出身の元京都新聞記者。現役時代は主にスポーツ記者をしました。定年後、京都府南丹

市美山町の京都新聞通信部に住み込み、非常勤嘱託記者として6年間、田舎暮らしも体験し

ました。それも2012年に終えて、現在は、旅に目覚めたフリーライターです。 
 
伊原寛子（いはらひろこ）＞＞＞読売新聞記者 
 
井村日登美（いむらひとみ）＞＞＞観光ジャーナリスト 
 
＜う＞ 
上村 和之（うえむらかずゆき）＞＞＞会社員 
 
宇津木理咲（うつぎりさ）＞＞＞会社員 
 
＜え＞ 
◆永六輔（えいろくすけ） 
 
＜お＞ 

http://gocochi.com/
mailto:inouet2275miyama@gmail.com


大川 哲次（おおかわてつじ）＞＞＞弁護士 
 
大倉みゆき（おおくらみゆき）＞＞＞フリーエディター・ライター 
 
大塚勝久（おおつかしょうきゅう）＞＞＞写真家 
〒903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-14-1ライオンズM首里第2-702 
tel 098-885-3508 fax 098-886-8358 
E-Mail/shokyu-otsuka@kind.ocn.ne.jp 
〒903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-14-1 
ライオンズM首里第2-702 大塚勝久写真事務所 
tel 098-885-3508 fax 098-886-8358 
ホームページ/大塚勝久“沖縄を撮る/ 
http://shokyu-otsuka.com 

▼ プロフィール　 
①公益社団法人 日本写真家協会会員、日本旅行写真家協会、八重山諸島を中心に沖縄50島
の自然・風俗・祭祀・旅をテーマに写真集・フォトエッセー・写真展等で発表している。 
②写真集「南の風」（琉球新報社）、写真集「八重山の風と光」（東方出版）、写真集「う

つぐみの心 竹富島」（葦書房）など沖縄関係著書22冊。個展 日本国内42回、アメリカ7
回。沖縄県観光功労表彰（県知事・2006年）美ら島沖縄大使  
携帯電話:090-3328-0285 
携帯Mail/shokyu-otsuka-@ezweb.ne.jp 
 
大野尚子（おおのなおこ）＞＞＞旅行ジャーナリスト・編集者 
〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江7-2-31-606  
tel 06-6452-5591 fax 06-6452-5591 
E-Mail/miuraono@cerezo-court.com 
ホームページ／元ＮＨＫアナウンサーと旅行ジャーナリスト夫婦が綴るアジアの旅と食＆す

ぐ役立つ話し方 
携帯電話090-2384-4093 
▼ プロフィール 
①毎月アジア各国を取材し、新聞や雑誌に連載。ＮＨＫ「関西ラジオワイド」レギュラー、

アジア旅情報を担当。元「月刊アジア倶楽部」編集長。（社）日本ベトナム経済交流セン

ター顧問。②「ベトナム家庭料理入門」（農文協）、「薬食のすすめ」（ＰＨＰ）ほか。

③30年間「食」を取材。朝日カルチャーセンター＜食探訪の会＞講師。④ソウル観光広報

名誉記者、堺市インバウンド振興研究会委員ほか。 
 
大山利雄（おおやまとしお）＞＞＞無職 
 
小澤俊雄（おざわとしお）＞＞＞大学観光学講師 
〒120-0005 東京都足立区綾瀬4-24-4-103  
tel 03-3629-5422 fax 03-3629-5422 
携帯電話090-8431-3914 
携帯Mail/t-ozawa0112@ezweb.ne.jp 

http://shokyu-otsuka.com/
mailto:shokyu-otsuka@kind.ocn.ne.jp
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http://www.cerezo-court.com/~miuraono/
mailto:miuraono@cerezo-court.com


  
＜か＞ 
柏田悟（かしわださとる）＞＞＞紀行ライター 
自宅　〒510-8015 三重県四日市市松原町23番1号 
▼ プロフィール 
総合旅行業務取扱管理者①旅を街道や地理、歴史、経済などと特に関連づけてとらえていき

ます。②「日帰り関西ウォーキング」（共著）、「路線バスで旅に出る！」（共著）。

③JR駅名暗記、航空マイレージ。④『街道かわら版』に「旅紀行」を発表。 
 
片岡 一郎（かたおかいちろう）＞＞＞フォトジャーナリスト 
E-Mail/zw6i-ktok@asahi-net.or.jp 
  
亀井千歩子（かめいちほこ）＞＞＞会社代表・著述業 
 
河合恭平（かわいきょうへい）＞＞＞ 
 
河相正名（かわいまさな）＞＞＞写真家 
 
川名好裕（かわなよしひろ）＞＞＞大学教員 
 
川目竜央（かわめたつお）＞＞＞写真家・紀行作家 
 
＜き＞ 
菊地由紀（きくちゆき）＞＞＞フリーエディター&ライター 
 
北川雅夫（きたがわまさお）＞＞＞会社員・写真家 
 
木村静子（きむらしずこ） 
 
木村麻紀（きむらまき）＞＞＞フードライター 
 
＜く＞ 
久保修（くぼしゅう）＞＞＞切り絵画家 
 
熊代利昭（くましろとしあき）＞＞＞NPO法人キラリ会理事長 
自宅＆事業所　〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部6-20-6  
tel 082-814-2466 fax 082-814-0318 
携帯090-6419-0099 
E-Mail/rurubuin1942@shore.ocn.ne.jp 
ホームページ／笑顔いっぱい・ＮＰＯ法人キラリ会 

http://npokirarikai.web.fc2.com/
mailto:zw6i-ktok@asahi-net.or.jp
mailto:rurubuin1942@shore.ocn.ne.jp


① NPO法人を通してるるぶ熟＜温泉講演会＞の開催。日本の温泉を中心とした旅のアドバ

イス特に日本秘湯に多くある掛流し温泉。③写真、陶芸、書道 
 
＜こ＞ 
小林しのぶ（こばやししのぶ）＞＞＞エディター・ライター・フードア

ナリスト 
連絡先〒162-0065　東京都新宿区住吉町15-9-001 
サグレス 
tel 03-5362-5664　　fax 03-5362-5665 
携帯電話090-5316-9071 
E-Mail/juliadreamjulia@yahoo.co.jp 
ブログ／旅の鑑定団 
ブログ／旅の鑑定団・小林しのぶ 
ブログ／一個人「Ｂ級！珍メニュー！日本全国郷土の美味探遊記」 
▼ プロフィール 
「食」にまつわる風俗・民俗、日本旅館を中心に取材活動を続ける。駅弁の食べ歩きは20
年以上に及び、食べた駅弁の数が5000を超えることから“駅弁の女王”と呼ばれる。 新聞、

雑誌、ウエブ等に連載多数。プロデュースした駅弁は「1000号はっこう弁当」「東京もち

べん」（東京駅）ほか。著書に『どんぶりこ』（交通新聞社）、『五つ星の駅弁』（東京書

籍）、『超いまうまい帖』（ぶんぶん書房）、『ニッポン駅弁大全』（文藝春秋）などがあ

る。NEXCO東日本で展開している「どら弁当」の監修者でもある。 
 
★近藤裕（こんどうゆたか）＞＞＞税理士 
〒185-0021　東京都国分寺市南町3-21-1ブロードアベニュー国分寺306 
tel 042-321-1260 fax 042-321-6399 
 
＜さ＞ 
西郷新一（さいごうしんいち）＞＞＞元新聞記者 
〒520-0802　滋賀県大津市馬場3-7-15　 
E-Mail/saigo315@mx.scn.tv 
▼ プロフィール 
毎日新聞で記者。定年後は毎日文化センター社長を経て、現在は団体役員。昭和51年に先

輩と執筆した企画「宗教を現代に問う」で、第24回菊池寛賞を受賞。カメラ片手の、国内

外の路地裏歩きが趣味。 
 
榊原久雄（さかきばらひさお）＞＞＞建築設計・不動産業 
〒239-0833 神奈川県横須賀市ハイランド4-28-19  
tel 046-848-5388 
〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1367-1-A 
榊原事務所 
tel 046-889-4170 fax 046-889-4180 
携帯電話090-1268-6899 
E-Mail/sakakibara.hisao@gray.plala.ar.jp 
 

http://www.writers7.com/
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桜庭康夫（さくらばやすお）＞＞＞会社員 
〒343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根1-4-22-602 
携帯電話090-3045-8127 
  
佐藤晃子（さとうあきこ）＞＞＞編集＆ライター 
〒981-0133 宮城県宮城郡利府町青葉台1-20-3  
and Ｒ 
携帯電話090-4044-0904　 
E-Mail/from.akkin@gmail.com 
ブログ/うんがつく　あっ菌家の日常 
▼ プロフィール 
①北東北の青森・岩手・秋田のグリーン・ツーリズムの体験型の旅を執筆。 
②くらしの情報誌（宮城）に掲載。 
③料理  
④漁・農体験の旅は、その地域の方々のあたたかさにふれられてそれはそれは、あたたかい

旅です。はまっています。 
 
＜し＞ 
柴田秀一郎 （しばたしゅういちろう）＞＞＞写真家 
電話番号070-5578-8525 
講談社「バスマガジン」連載中、「日本カメラ」にて連載（2006年） 
リトルモアから、「バス停留所」2010年出版 
公益社団法人 「日本写真協会（PSJ）」会員 
酒田市土門拳文化賞 奨励賞を受賞（2005年） 
http://syashinkas.com/ 
 
  
芝田真督（しばたまこと）＞＞＞大学教員・ライター 
ブログ／ＭＳＨＩＢＡＴＡの徒然に 
ホームページ 
◆下田尚史（しもだひさし）＞＞＞写真家 
◆庄子利男（しょうじとしお）＞＞＞旅行ジャーナリスト 
◆正伝盛豪（しょうでんせいごう）＞＞＞エディター 
◆庄村敦子（しょうむらあつこ）＞＞＞フリーライター 
＜す＞ 
◆杉崎（中嶋）みどり（すぎさきみどり）＞＞＞講師・執筆業 
◆杉紀彦（すぎのりひこ）＞＞＞放送作家、作詞家 
◆鈴木章子（すずきあきこ）＞＞＞フリーライター 
＜せ＞ 
◆関口洋（せきぐちひろし）＞＞＞アートディレクター 
＜た＞ 
★高野弘（たかのひろし）＞＞＞水中・水辺のフォト・ジャーナリスト 

http://akkin-rikkin.blog.so-net.ne.jp/
http://syashinkas.com/
http://msibata.org/
mailto:from.akkin@gmail.com
http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/


連絡先 〒561-0862 大阪府豊中市西泉丘2-744-1 B-211 
（有）アクアイメージ 
tel 06-7657-0878 fax 06-7657-0878 
E-Mail/info@ aquaimage.co.jp 
水中・水辺のフォト・ジャーナリスト高野弘のホームページ 
ブログ／高野弘ニュース＆スケジュール 
アクアイメージホームページ 
 
高橋隆（たかはしたかし）＞＞＞音楽プロデューサー 
携帯電話 090-4924-4433 
 
瀧川泰生（たきがわやすお） 
 
立木寛彦（たつきひろひこ）＞＞＞写真家 
〒164-0013 東京都中野区弥生町5-2-17 
（有）オフィス カン 
tel.03-6382-8856 fax.03-6382-8857　 
携帯電話090-3526-6625 
E-Mail/h_tatsuki_kan@ybb.ne.jp 
▼ プロフィール 
①大学卒業後、㈱双葉社入社、週刊誌編集部を経て、写真部に在籍。その後フリーになり、

週刊文春、週刊プレイボーイなど週刊誌をはじめ月刊誌などに掲載。 
②「宮本武蔵」｢写真帖百鬼園｣「中国三国志巡りの本」「中国シルクロード」「芭蕉の風

景」「忠敬と伊能図」｢鉄道　シルクロード紀行｣などを出版。写真展など多数。 
④東京ビジュアルアーツ、ＫＯＤＡＫフォトスクール、中野区文化フォーラム写真教室、

（財）休暇村写真教室などの講師を歴任。 
  
  
田中哲夫（たなかてつお）＞＞＞団体職員 
〒183-0041 東京都府中市北山町3-3-18  
tel 042-574-8601 fax 042-574-8601 
携帯Mail/chibetan@ezweb.ne.jp 
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-6-12 
（社）日本移動教室協会 
tel 03-3233-1212 fax 03-3233-1213 
E-Mail/tanaka@etsovl.net 
▼ プロフィール 
①児童、生徒の遠足・社会科見学・修学旅行の誘致から企画、実施まで。海外では豪州の環

境教育のレインジャー  
②教育情報誌「日本教育ジャーナル」年間52本の全製作。  
③華道・晴耕雨遊・犬の散歩  
④地理・漁業・宇宙・体育会・環境事業・後援会・犬猫といつのまにやら多くのグループや

会員となっています。何となく幹事になってしまうものが多く困っています。 
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檀上俊雄（だんじょうとしお）＞＞＞山・自然・旅／青山舎代表 
〒520-0528 滋賀県大津市和邇高城319-3  
携帯電話090-1145-3293 
E-Mail/bluemountainlodge1981@nike.eonet.ne.jp 
ブログ／ブルーマウンテンロッジから 
▼ プロフィール 
①日本列島のすばらしい自然の魅力と恵みを具体的に紹介してゆきたいと思います。山、い

なか、湖、海を川の流域ごとに見すえて、フォトエッセイ&ガイドの手法で生活感を持って

取り組んでいます。特に川の水源の森に注目しているところです。 
③登山と本作り。歩くことから写真撮影、記事作り、地図作り、本作りまで一貫して行うの

を楽しみとしています。 
 
＜つ＞ 
辻真先（つじまさき）＞＞＞ミステリ作家・アニメ脚本家 
〒413-0032 静岡県熱海市梅園町22-50ライフケア来宮A616 
tel 0557-82-6508 fax 0557-82-6508 
E-Mail/MHD03225@nifty.ne.jp 
辻真先のホームページ 
▼ プロフィール 
①宿泊、鉄道、温泉 
②日本推理作家協会賞、アニメグランプリ脚本賞、池内湘三文学奨励賞など 
② のほか、ミステリ・マンガ・アニメ…どれも仕事兼用です 
 
津田令子（つだれいこ）＞＞＞トラベルキャスター・大学非常勤講師 
連絡先　オフィスR-reco 
〒104-0061中央区銀座1-23-4　東海ビル3階 
℡03-5159-5721 
FAX03-5159-5722 
津田令子ホームページ 
▼ プロフィール 
テレビ・ラジオ・雑誌などで活躍中 
社団法人日本観光協会退職後フリーランスに（2007年4月～） 
国や自治体のアドバイザーや、観光大使などを務める 
ＦＭｃｈａｏ！熱海湯河原『津田令子の旅の香り』毎月第三木曜日14:00～15:00出演中 
ＮＨＫ総合テレビ「こんにちはいっと6けん」に19年間出演 
ＮＨＫラジオ第一　土曜あさいちばん「タウン情報～旅ガイド～」に24年間出演 
ＮＨＫ学園講師　講座名「津田令子の旬な旅・味な旅」「津田令子と行くバスツアー」 
ＮＨＫ文化センター講師　講座名「津田令子の旬な旅・味な旅」「津田令子と行くバスツ

アー」 
元ＮＨＫ関東甲信越番組審議員　ＮＰＯ法人ふるさとＩＣｔネット理事　 
ＮＰＯ法人日本で一番美しい村選定委員 
東京成徳大学　東京成徳短期大学　非常勤講師　　「ホスピタリティ論」「観光教育」 
財団法人　厚生年金事業振興団　評議員 
日本旅行作家協会会員　日本旅のペンクラブ会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
飯島町ふるさと大使　　飯島町観光アドバイザー 

http://bluemountainlodge1981.blog.eonet.jp/
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遠州夢咲牛特使　　　　御前崎市観光協会広報ディレクター 
熊野市ふるさと大使　　大町市観光ディレクター　嬬恋村観光アドバイザー 
日の丸自動車スカイバス広報大使　　　etc. 
☆2002年2月　関東甲信越ＮＨＫ地域放送文化賞受賞☆ 
 
 
露木孝志（つゆきたかし）＞＞＞会社員 
 
＜と＞ 
土井正和（どいまさかず）＞＞＞旅のルポライター 
〒232-0071 神奈川県横浜市南区永田北3-36-3 
tel 03-3494-8421 fax 03-3494-8422 
▼ プロフィール 
①日本の近代史に興味をもって仕事をしています。ほかに温泉、各地の地域ガイド、紀行も

のなど、旅全体が守備範囲。 
②最近の仕事は「極上 朝ごはんのおいしい宿」（共著、祥伝社）、「温泉名山1日トレッキ

ング」（交通新聞社、'10年4月刊行）、「日帰りで楽しむ 温泉ハイク 関東」（共著、JTB
パブリッシング、'11年4月刊行）など。 
 
外上敦（とがみあつし）＞＞＞ライター・編集者 
tel 090-8516-5588 fax 045-834-5041 
E-mail/togami@rg7.so-net.ne.jp 
▼ プロフィール 
一般社団法人日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート。ペンネームは「とがみ淳志」。

食、旅、酒、温泉、別荘、人、猫などの分野において、編集、企画、取材、執筆といった仕

事をしています。『おとなのいい旅』『じゃらん』『じゃらん大人のちょっと贅沢な旅』

（リクルート）、『ワイン王国』（ワイン王国）、『POPEYEムック　Oilyboy』（マガジ

ンハウス）、『SKYWARD』（JAL機内誌）といった紙媒体および、飲料メーカー、食品会

社、ホテル、デベロッパーなどのＷＥＢサイトが中心です。 
 
 
＜な＞ 
中尾隆之（なかおたかゆき）＞＞＞旅行作家・コラムニスト 
〒175-0082 東京都板橋区高島平1-53-4  
自宅tel 03-3935-0048  
事務所tel 03-6780-0068　fax03-3935-0048 
携帯電話090-8944-3808 
E-Mail/t-nakao.0427@jcom.home.ne.jp 
▼ プロフィール 
①歴史的町並み（城下町・宿場町・門前町・港町など）200ヶ所をはじめ和菓子、宿、温泉

など全国規模で取材撮影 
②上撰の旅「札幌小樽函館」「全国和菓子風土記」「町並み紀行」など 
④「観光の魅力づくり」「もてなし考」などの講演多数。年の3分の1以上は取材行。北海

道観光の事情通（?）を自認。「全国土産銘菓通TVチャンピオン」。北海道生まれ。 

mailto:togami@rg7.so-net.ne.jp
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中元千恵子（なかもとちえこ）＞＞＞フリーライター 
E-Mail/c.nakamoto@e-pise.com 
▼ プロフィール 
①伝統工芸、町歩き、温泉、インタビューなど。エリアは山陰・山陽、九州、北東北などの

仕事が多い。 
③競馬、織物、染色。 
④絹織物の産地で機織りを見て育ったせいか、伝統工芸に非常に興味があります。各地の伝

統工芸を取材し、日本の“モノ作り”の素晴らしさを少しでも紹介していきたい。運転できな

いこともあり、鉄道と歩きで楽しむ“のんびりした旅”を提案していきたいです。 
  
 
中村典子（なかむらのりこ）＞＞＞ライター/コーディネーター 
〒562-0035　大阪府箕面市船場東2-5-47　COM3号館　箕面FM 
tel 090-2104-7100  
fax 072-723-9830 
E-Mail nakamura@splush.biz 
web http://splush.biz 
▼ プロフィール 
http://splush.biz/norikonakamura/ 
大学卒業後、広告代理店にてコピーライターとして企画・構成・制作担当。30年のコピー

ライター・キャリアの中で、観光情報などの執筆や企画制作も多い。子連れ留学、がん体験

など、波乱の人生も楽しむ楽天的な性格と、機動力を活かした企画・コーディネートに定評

あり。 
 
＜に＞ 
西村剛一（にしむらごういち）＞＞＞ジャーナリスト 
（株）内外メディア通信社 
tel 03-3553-1290 fax 03-3553-1360 
 
＜は＞ 
萩原禮子（はぎわられいこ）＞＞＞旅のライター・イラストレーター 
 
橋本一夫（はしもとかずお）＞＞＞エディター 
 
羽染シゲ子（はぞめしげこ）＞＞＞旅行ライター・編集者 
 
早内高士（はやうちたかし）＞＞＞フリージャーナリスト 
〒616-8242 京都府京都市右京区鳴滝本町69  
tel 075-461-0557 fax 075-461-0557 
携帯電話090-5882-2267 

http://splush.biz/norikonakamura/
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E-Mail/t-hayauchi@tempo.ocn.ne.jp 
▼ プロフィール 
①京都新聞社時代から平安時代や幕末維新の京都を舞台にした歴史ものを執筆。旅の記者と

しても世界、日本各地を取材し、新聞・雑誌などに執筆を続けている。 
②「京の女将さん」、「女の史跡を歩く」、「新撰組見聞録」、「義経伝説をゆく」（いず

れも共著・京都新聞社刊）など。 
④日本ペンクラブ会員、島根県遣島使、近畿益田会会長ほか。 
 
林莊祐（はやししょうすけ）＞＞＞旅記者／メディアジャーナリスト 
tel 03-3480-1995 
E-Mail/px1s-hys@asahi-net.or.jp 
▼ プロフィール 
①全国広く鉄道やバスなどを利用し、足で稼いで取材・撮影、ゆとりの旅を書き続ける。 
②著書『写真入門』、共著『マスコミとコンピュータ』『旅行作家がすすめる ちょっとい

い宿・好きな宿』など。写真集『カストリ時代』『林忠彦写真全集』など企画・編集、週刊

朝日長期連載『旅支度』執筆・撮影・編集などに携わる。 
④朝日新聞科学部記者、「郵政・通信・放送・国土交通」担当記者、郵政省「マルチメディ

ア時代における放送の在り方に関する懇談会」専門委員、ＣＳ放送協議会（現・衛星放送協

会）事務局長、多摩芸術学園写真学科講師など歴任。 
 
原川恭一（はらかわきょういち）＞＞＞立教大学名誉教授 
 
＜ふ＞ 
福島誠一（ふくしませいいち）＞＞＞ライター 
〒193-0941 東京都八王子市狭間町1994-278  
tel 042-666-5389 fax 042-666-5389 
▼ プロフィール 
①早春から夏にかけて、野草や山菜を摘み、食べることに熱中している。苦み、えぐみを備

えた野生の香りと味に魅かれる。国内の旅先と 
しては埼玉の秩父、山梨の韮崎、長野の白馬、それに秋田の田沢湖畔へ。山青く、清流の走

る地が多い。 
②『摘み草入門』（女子栄養大学出 
版部）『食べられる野草と料理法』（ふこく出版）。 
③二本足を使って歩く旅。 
  
福田章（ふくだあきら）＞＞＞文筆業 
 
藤岡比左志（ふじおかひさし）＞＞＞編集者 
 
藤本良一（ふじもとりょういち）＞＞＞旅行作家 
 
舟川修一（ふなかわしゅういち）＞＞＞編集者 
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＜ほ＞ 
穂坂豊（ほさかゆたか）＞＞＞写真家 
 
星野友明(ほしのともあき)＞＞＞会社員 
tel 090-1465-3353  
E-Mail/hoshinot@travelzip.jp 
▼ プロフィール 
リクルートの旅行誌や旅行サイトでの編集や企画などの職種を経験。 
現在は地方自治体の観光サイトの制作や情報発信の仕事をしながら旅行客数アップのお手伝

いをしています。 
食、酒、歴史、物作り、自然。そして、人。 
その土地の唯一無二の魅力を発掘し、そこに光を当てて執筆し情報発信する楽しさに魅了さ

れています。 
 
堀泰典（ほり・やすのり）＞＞＞医師 
〒510-0884三重県四日市市泊町7―6　 
TEL059-347-1000 
▼ プロフィール 
昭和大学医学部客員教授、筋構成医学研究会会長、米国財団SHRF日本代表主任研究員、昭

和大学医学部第一解剖　医学博士、明海大学歯学部口腔生理　歯学博士、昭和大学薬学部毒

物学　薬学博士、勅願院観音寺（浄土宗）　檀家総代、神話の町島根県奥出雲町最高名誉顧

問、温泉学会理事、ドクター3医科学研究所所長。最近の著書／『体内静電気を抜けば病気

は怖くない』（講談社）『最後は「免疫力」があなたを救う』（扶桑社） 
 
本堂亜紀（ほんどうあき）＞＞＞カメラマン・モデル、執筆・講演活動 
■上海観光親善大使・無錫観光イメージ大使 
■熊本県観光アドバイザー 
■映画「ノルウェイの森」ロケ地　兵庫県神河町イメージキャラクター 
▼ プロフィール 
報道カメラマンとして活動。中国国際航空イメージキャラクターを歴任するなど、モデルと

しても活動。講演活動も多く、経営者会、企業、経済団体、女性会、各地文化センターで好

評。ロータリークラブ卓話推薦講師。「女性自立の提言」「輝く女性になるために」「私の

職業への挑戦」「上海の今」「レンズを通して見た財界人の素顔」「本堂亜紀の楽しいデジ

カメ写真塾」など。ニコンＮＰＳ。新聞・雑誌にも多数執筆。女性自立の会《ＦＩＬＬＥ 
フィーユ》主宰。広中事務所所属。 
 
連絡先：広中事務所　 
tel 06-6927-8171 
E-Mail/akihondo@jt7.so-net.ne.jp 
本堂亜紀ブログ　輝く女性になるために/http://akihondo.blog.so-net.ne.jp/ 
 
＜ま＞ 
町田哲（まちだてつ）＞＞＞編集者・ライター 
（株）天夢人 

http://akihondo.blog.so-net.ne.jp/
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tel 03-6413-8755　　fax 03-6413-875 
E-Mail/machida@temjin-g.com 
  
松井敏行（まついとしゆき）＞＞＞プロデューサー、特別編集人 
〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬2-3-3-707  
tel 075-961-3887 fax 075-961-3887 
E-Mail/minasetm@tcn.zaq.ne.jp 

毎日新聞大阪開発（株）・（株）女性と暮らし社 
tel 06－6344－5840 fax06－6344－5841 
E-Mail/matsui-ms@tcn.zaq.ne.jp 
■五感を刺激する、季刊情報誌「女性とくらしマチュア」発行 
女性とくらし「マチュア」ホームページ 
  
松井守（まついまもる）＞＞＞メディアプロデューサー 
〒663-8104 兵庫県西宮市天道町23-15 
tel 090-3865-2421 fax 0798-67-4624 
E-Mail/matsui@media-cj.com 
携帯電話090-3865-2421 

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島1-1-48-1510 
（有）メディアクルーズ ジャパン  
tel 06-6360-7515 fax 050-3156-2155 
E-Mail/matsui@media-cj.com 
メディアクルーズジャパンホームページ 
NPO法人アクト情報交流ホームページ  
▼ プロフィール 
①東海自然歩道全完歩。約200山登頂。離島120島に渡る。世界48ヵ国歴訪。国内外温泉約

1800湯に浸かる。得意分野としてはドライブを含めたアウトドア全般 
②「離島の旅」「京の味の宿」「ザ・ワイン」など共著含め18冊。 
③映画製作、アウトドアクッキング 
④ＴＶ局製作部門40年のキャリアで講演・舞台演出・ＣＭ制作。日本初の屋外動画モニ

ター画面開発を通じて生涯現役を目指す 
  
  
松浦和英（まつうらかずひで）＞＞＞著述業 
 
＜み＞ 
水野弥彦（みずのやひこ）＞＞＞フリー 
 
三宅義隆（みやけよしたか） 
 
三好克之（みよしかつゆき）＞＞＞フリージャーナリスト 
 
＜や＞ 
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矢崎潤子（やざきじゅんこ）＞＞＞ライター 
 
柳澤美樹子（やなぎさわみきこ）＞＞＞「旅・食・人」の著述・編集 
りゅう文章工房 
〒113-0033 東京都文京区本郷5-31-4 
tel 090-1452-6582　 fax 03-6240-0571 
E-Mail/ryusofc@coral.ocn.ne.jp 
▼ プロフィール 
①作り手から捉えた“食”、地域に根ざした酒造り、道や線路など「つながっているもの」　

②『SAKE SALON Japan』、『ようこそ日本酒の國へ～信州の酒蔵宝箱～』、「鉄道廃線

跡を歩く」のシリーズ、「ひとり歩き」の旅行ガイドシリーズ、『達人に学ぶ鉄道資料整理

術』など　 
③犬、ドライブ、料理、歌舞伎　 
④日本が培ってきた文化を、日本人が理解し世界に伝えていくための本を作っていきたいと

思います。 
 
柳林修（やなぎばやしおさむ）＞＞＞読売新聞大阪本社編集局 
薮下祐良（やぶしたゆうりょう）＞＞＞会社員 
山岡祐子（やまおかゆうこ）＞＞＞編集部長 
山本景洋（やまもとけいよう）＞＞＞写真家 
自宅〒572-0003 大阪府寝屋川市成田南町12-19  
tel 072-832-7569　 fax 072-832-7569 

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-21 
山本景洋写真事務所 
tel 06-6353-0001 fax 06-6353-0001 
携帯電話090-3282-5312 
日本写真家協会、日本旅行写真家協会会員。 
 
山本鉱太郎（やまもとこうたろう）＞＞＞旅行作家・劇作家 
〒270-0127 千葉県流山市富士見台2-5-7小田急ハイツ3-102 
tel 04-7153-3958 fax 04-7153-3958 
▼ プロフィール 
①街道、温泉、民芸、郷土料理、松尾芭蕉、小林一茶、近代日本文学 
②JTB紀行文学賞受賞、ふるさとづくり賞受賞、「 奥の細道なぞふしぎ旅」上下、「日本

列島なぞふしぎ旅」全7巻、「日本の温泉」上中下、「新利根川図志」上下、「旧水戸街道

繁盛記」上下、「江戸川図志」「秘湯の旅」など多数。 
④劇作家としてオペラ「智恵子抄」「手賀沼賛歌」「山林鉄道」「名人」など多数執筆上

演。 
  
＜ゆ＞ 
湯川泰嗣（ゆかわやすつぐ）＞＞＞農林水産体験型観光業 
 

mailto:ryusofc@coral.ocn.ne.jp


湯達入郎（ゆったりはいろう） 
本名／人見正宏 
〒236-0037　横浜市金沢区六浦東3-7-13 
E-Mail/fwiw7000@mb.infoweb.ne.jp 
TEL:080-5677-1126　FAX:045-782-3589 
ホームページ：きらめき温泉花旅紀行　http://homepage2.nifty.com/Kirameki/ 
得意とする旅のエリア：トカラ列島・八重山諸島 
得意とするテーマ：旧型客車・沈下橋・教会堂・ボンネットバス・海辺の桜 
趣味：セーリング・立体折紙 
 
＜よ＞ 
横田泰一（よこたたいいち）＞＞＞エッセイスト・旅行作家 
 
吉井正彦（よしいまさひこ）＞＞＞メディア・プロデューサー・コラム

ニスト 
 
吉岡耀子（やしおかようこ）＞＞＞旅と環境ジャーナリスト 
〒192-0914 東京都八王子市片倉町47-25 
tel 070-5573-1448　fax 042-622-4799 
携帯電話070-5573-1448 
E-Mail/yoshi03@r5.dion.ne.jp 
▼ プロフィール 
①旅と環境をテーマに、日本の美しい景観と文化遺産、自然と人間の共生を探る。 
②『日本の世界遺産』『ドライブニッポン・ウェイズ』の企画編集。受賞：奈良県観光協会

特別賞。 
③旅、祭り、園芸、植林活動。 
④非常勤でＪＡＦメイト・ウェイズ特別号編集。大学生として旅と環境の関わりを探求中。 
 
吉田良正（よしだよしまさ）＞＞＞旅行作家・写真家 
〒253-0003 神奈川県茅ヶ崎市鶴が台9-3-504  
tel 0467-52-7329 fax 0467-52-7329  
E-Mail/yoshimasa@major.ocn.ne.jp 
携帯電話090-3131-0465  
▼ プロフィール 
①日刊スポーツ新聞社東京本社写真部、特信部、文化社会部を経て'93年からフリー・ライ

ター。旅関係の書籍、ガイドブック、ケーブルTV旅番組コーディネーターなど。 
②「ちょっといい旅いい温泉」（日本旅行作家協会編）、「漁師料理の宿」（淡交社）、

「アンコールワット・カンボジア」（日本旅行作家協会編）など共著。 
④旅をしながらサービス業のなんたるかを議論しあう勉強会（吉田会）を主宰。 
吉武英行（よしたけひでゆき）＞＞＞ホテルコンサルタント・会社役員 
 
吉野勝美（よしのかつみ）＞＞＞フリーエディター 
〒203-0023 東京都東久留米市南沢1-20-1 

mailto:yoshi03@r5.dion.ne.jp
mailto:fwiw7000@mb.infoweb.ne.jp
http://homepage2.nifty.com/Kirameki/
mailto:yoshimasa@major.ocn.ne.jp


湧水舎（代表） 
tel 042-475-6901 fax 042-475-6901 
携帯電話090-2567-4940 
E-Mail/yu-suinosato.ky@nifty.com 
▼ プロフィール 
①マスコミやテレビが伝えない国際情勢の真相を追及する単行本を編集・プロデュース。歴

史や宗教に関する書も幅広く編集。 
②元・日本文芸社書籍編集部勤務、元・月刊「歴史Ｅｙｅ」編集長。 
③趣味：渓流釣り、能楽鑑賞、クラシック音楽鑑賞。 
  
＜わ＞ 
和田芳典（わだよしのり）＞＞＞クリエイター 
 
渡邉 正（わたなべただし） 

mailto:yu-suinosato.ky@nifty.com

