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代表取締役社長　 ＜中西　康夫＞
中西　康夫　取締役相談役に就任

代表取締役　 ＜新幸　さとみ＞
新幸　さとみ　取締役派遣事業部長に就任
（株）オデッセイと（株）夢屋が経営統合で合併

代表取締役社長　 ＜安田　恒忠＞

代表取締役社長　 ＜釼菱　英明＞

（順不同・敬称略 ＜　＞内は前任者）

（敬称略　＜　＞は前任者）

（代表取締役社長）
＜馬場　義和＞

（営業統括マネージャー）
＜向原　剛＞

（代表取締役社長）
＜清水　哲朗＞

（代表取締役社長）
＜馬場　義和＞

（営業統括マネージャー）
＜川崎　滋＞

電話：011-330-2474
FAX：011-330-2475

〒760-0017　高松市番町1-1-5
　　　　       ニッセイ高松ビル8階
電話、FAX 変更なし

（取締役営業本部長）
＜遠藤　正治＞

〒160-0022　東京都新宿区新宿1-28-9
　　　　　　電話：03-5367-1758　FAX：03-5367-1759

代表取締役　 新住所：〒451-0045　名古屋市西区名駅2-27-8
　　　  名古屋プライムセトラルタワー8階　
電話・FAX変更なし

新住所：〒531-0072　大阪市北区豊崎3-6-11
　　　  エイトビル7階　　　
新電話：06-6345-8800
新FAX：06-6371-8867

新住所：〒153-8543　東京都目黒区青葉台3-6-28
　　　  住友不動産青葉台タワー7階　　　
新電話：03-6745-8278
新FAX：03-6745-8276

　現在の旅行業界を取り巻く環境は、景気悪化等の影響で消
費低迷による厳しい状況が続き、また、お客様のニーズの多様化
やサプライヤー動向など大きく変化しています。
　これからは今まで以上に「お客様からの視点」「品質」「差異・
強み」の追求が大切になるものと考えています。
　お客様にとって旅行会社の存在価値は人や目的により様々だ
と思いますが、団体旅行企画や企画商品においては、単品素材
の組み合わせでは味わえない提案、旅行会社でなければできな
いような提案、旅行のプロとしての対応や案内等による安心感が
大きいのではないかと思います。

　料理は、料理をサービスする人のお客様へのおもてなしの心や
態度により味が変わると言います。添乗員同行の旅行では、個人
旅行ではできないような旅行行程や内容、添乗員の人的なサー
ビス等が大きな特徴であり、添乗員自体が大きな鍵をにぎっていま
す。旅程管理は重要な役割ですが、旅行中は様 な々局面で臨機
応変な対応が必要となります。基本的な知識の上に、常にお客
様の立場にたってお客様に対して何ができるか、どうしたら喜ん
でいただけるかを考える姿勢をもつことや、節度ある言葉使い、礼
儀正しい態度をとることが添乗員にとって大切ではないでしょうか。
　お客様の気持ちは絶えず変化していますし、様 な々お客様の
要求があることも事実ですが、厳しい局面を乗り越えたり、添乗員
がお客様に真摯に向き合い真剣に対応したことが伝わった時に、
お客様の笑顔やお褒めの言葉となって返ってきます。そのことが
添乗員のやりがいにも繋がっているのではないかと思います。
　添乗員はプロであり、プロだからこそ自らの強みを絶えず磨き続
けていくことで価値を向上させていかなければなりません。添乗
員の強みとは、添乗員自身が持っている様 な々知識・経験・技術、
そしてお客様のことを考えられる力や人としての魅力など、まさに「人」
そのものであると考えます。添乗員の活躍によってその旅行がお
客様から高い評価をいただくことは、派遣先の旅行会社やその
旅行を販売した店舗の良い評価や評判に繋がっていきます。添

乗員の強みを磨くことは、添乗員自身の努力が欠かせませんが、
派遣会社や業界においてその強みを引き出すと同時に、添乗の
質のレベルアップにむけた取組をしっかりやっていくことが大切で
あると思います。

　添乗員はお客様と決められた旅行行程を共にする中で、お客
様の声や反応、実際の行程や手配および現地対応、また最新の
現地事情などから様 な々「気づき」を持ちます。添乗員が実際に
現地においてお客様と同じ目線及びプロとしての目線で見た、最
前線かつ最新の貴重な「気づき」を旅行会社の顧客満足への
取り組み、商品造成や商品価値向上、そしてリスク管理の充実
等に活かしていくことが大変有意義であると思います。お客様に
支持される良い旅行を作り上げるために、旅行会社と添乗員のよ
り一層の連携をしていく工夫が大切ではないかと思っています。
　添乗業務は、旅行自体の品質や旅行会社にとって大きな影響
のある大切な仕事です。一方で、添乗員は派遣という非常に不
安定な立場であることや、その価値に対する処遇等について様々
な課題が現存しています。添乗員自身には自らの価値を高めて
いく努力を続けていただきながら、派遣会社としては、添乗員の
価値向上への取り組みや処
遇改善、諸課題の解決に向け
た取組を進めていかなければ
なりません。しかしながら、これ
らは、派遣会社だけでは解決
ができない問題も多くあり、派
遣先の旅行会社に添乗員の
価値やその厳しい労働実態、
そして人材そのものの大切さ
を十分にご理解いただき、ご
協力を賜りながら進めていき
たいと考えています。

TCSA理事
（株）ジャッツ　代表取締役社長

都築　英信氏

〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-17  朝井ビル４階
社団法人　事務局長就任後丸1年が経過した。この1年間で景気低迷の影響も

あり協会事業の柱である「旅程管理研修」「派遣元責任者講習会」の
受講者が大幅に減少し、昨年度収支決算でマイナス計上となった。平
成22年度は旅程管理の総合研修を3日に短縮し、受講料金も下げるな
どより受講しやすいように改善すると共に、派遣元責任者講習会の正
会員受講料については協会負担を継続することとした。会員各社の受
講者増員に期待するところ大である。（M.B）

OPINION

平成21年度観光人材育成事業を終えて・・・

旅行会社・添乗員・派遣会社一体で価値の向上を 株式会社　ジャルパック　代表取締役社長
大西　誠氏をお訪ねして

会員動向　編集後記
平成21年度運輸局長表彰（観光従事者功労)　5名受賞
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平成22年度旅程管理研修総合コースの
講習日程短縮と受講料金値下げ“決定”
－第一四半期（4月～6月）開催日程―

派遣元責任者講習会スケジュール（4月～9月）
“ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2010”概要決定
2000日添乗員のコツコツ奮闘記 39



2 TCSA News 3TCSA News



2 TCSA News 3TCSA News



4 TCSA News 5TCSA News

株式会社　ジャルパック
代表取締役社長　 氏

　アヴァとアイルの2ブランドを「JALパック」に統合され、懐
かしいブランド名が復活したジャルパックの舵取りをされる大
西誠社長をお台場本社にお訪ねしました。

　

　“新生JALパック”の思いを熱く語られる社長のお話は
興味深く、お約束の1時間があっと言う間に過ぎてしまいま
した。
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