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第 1 見直しの基本方針 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの終息が近づいています。2022 年 6 月にも予想される

訪日外国人の入国管理の規制緩和に向けて、True Japan Tour 株式会社においては、提供プログラムの

新規見直しを行いました。 

その考え方は、以下の 3点です。 

 

1 様々なウイルス対策をより強化し、衛生的な施設による体験を実施し、体験講師、通訳案内士に対す

る衛生管理の徹底を図ります。 

 

2 アドベンチャーツーリズムや SDGs という新しいトレンドを踏まえ、オーバーツーリズムを避けて、

最大 8人による小グループで、新しい魅力あるツアーを開拓します。 

 

3 富裕層対応として、お客様の要望に基づく、既存ツアーのアレンジ、上級のガイド派遣を行います。 

 上記の諸変化を踏まえ、当社のプログラムを以下のように策定します。 

 

 

第 2 プログラムの料金の基本的な考え方 

1 新規プログラムについては、随時、ホームページにより、販売します 

今後、ツアーは、消費税別の料金で表示します。 

   

2 ガイド・ツアーは、次のように実施します。 

① ツアー時間について 

・午前のツアーは、原則、3時間 30分～4時間とし、8時から 9時頃にスタートし、12時 30分頃までに

終了します。 

・午後のツアー、原則、3時間 30分～4時間とし、13時 30分頃にスタートします。 

・築地ウオークは、2時間 30分。京都花街ナイトツアーは、2時間 15分 

・郊外型は、1日ツアーが基本です。 

 

② 東京都内のツアーの集合場所 

・ウオーキングツアーは、東京駅とします。例外的に、築地駅、日暮里駅発等も用意します。 

・ホームページ等で動画を掲載するなど、集合地点の明確化を図ります。 

 

③ 京都のツアーの集合場所 

・ウオーキングツアーは、原則京都駅とします。例外的に、四条河原町等も用意します。 

・ホームページ等で動画を掲載するなど、集合地点の明確化を図ります。 

 

④ 指定された集合場所ではなく、ホテル等にお迎えを要望される方は、3000 円の料金が追加になりま

す。 
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3 これまでの当社のツアーは、基本料金(グループ毎の料金)と人数割料金の組み合わせが基本でした。

新規ツアーは、原則、最小催行を 2名とし、お客様 1人あたり料金を別途設定します。 

・最小催行人数は、2名ですが、大人の参加者の人数とします。 

 なお、子どもの定義は 12歳未満を言います。 

 

4 割引制度 

① 同一人が複数の日本文化を体験する場合は、割引制度を設けます。 

割引した金額は、その都度、記載します。 

② 同一人が、同一日に、午前と午後の複数のガイドツアーを体験する場合は、割引制度を設けます。 

金額は、午後又はナイトのツアーについて、2,000円を割引きします。 

③ 団体割引制度を新たに導入します。団体料金は、別途お知らせします。 

④ 子ども割引  

  料金の 70%を目途に設定します。個別のホームページにて、掲載します。 

大人 1名、子ども 1名の場合はお子様の料金は大人分の料金を徴収いたします。 

大人 2 名、子ども 1 名のように最少催行人数を超えた子どもに関しては、子ども割引を適用いたしま

す。 

 

5 オーダーメイド・ツアー 

特定の顧客に対して、特別のプログラムをアレンジして実施します。また、英語以外の言語でも対応で

きますが、事前にご相談ください。いずれの場合も、追加料金が発生する可能性があります。 

 

6 実施時期 

 本年度 7月を目途に、ホームページを改訂し、既存プログラムについても、新規料金に移行します。 
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第 3 体験プログラムの概要  

 ≪日本文化体験≫  

番号  体験プログラム名 プログラム料金 
（1人あたり/税別） 

頁 

1 外国語による寿司づくり体験 14,000円 6 

2 築地市場と寿司づくり体験 20,000円 7 

3 精進料理体験 15,000円  8 

4 和菓子づくりと日本茶 3種飲み比べ体験 14,000円 9 

5 日本酒 7種飲み比べと厳選 7つの料理体験 13,000円 10 

6 日本酒 5種飲み比べと厳選 5つ料理体験  9,800 円 11 
7 日本酒 3種飲み比べ  3,900 円 12 
8 日本茶 7種飲み比べ体験 10,800円 13 
9 日本茶 5種飲み比べ体験  7,800 円 14 

10 日本茶 3種飲み比べ体験  3,900 円 15 
11 茶道をとおして、禅の心を学ぶ  8,000 円 16 

12 7 つの折り方を学べる、風呂敷体験  8,800 円 17 

13 日本の伝統文化 折り紙体験  8,800 円 18 

14 着物体験 15,800円 19 

15 浴衣体験  8,800 円 20 

16 琴演奏  8,800 円 21 

17 三味線演奏  8,800 円 22 

18 書道体験  8,800 円 23 

19 生け花 12,800円 24 

20 相撲朝稽古 18,000円 25 
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≪ガイド付きツア―≫ 

番号  ツア―名 料金 
（1人あたり/税別） 

頁 

1 Breakfast in Tsukiji Tour 築地食べ歩きで朝食を  9,800 円 26 

2 Lunch in Tsukiji Tour 築地食べ歩きでランチを  9,800 円 27 

3 皇居東御苑と日本橋ウオーク 12,800円 28 

4 ～伝統と現代が共存する街～ 
皇居、明治神宮、青山ウオーク 

14,800円 29 

5 ～伝統的な暮らしと美の探訪～ 
谷根千エリアウオーク 

12,800円 30 

6 新宿デイツアー 
 エネルギーあふれる街を安全に見学 

12,800円 31 

7 上野公園と東京国立博物館 12,800円 32 
8 箱根 金時山・仙石原トレッキングツアー 30,000円 33 
9 箱根 美術館と石畳旧街道トレッキング 35,000円 34 

10 箱根 
日本美術と歴史に満ちた富士山ビューの旅  

36,000円 35 

11 富士五合目・河口湖周遊ツアー 39,000円 36 

12 日本画と仏像と庭園のウオーキングツアー（京都）  
本願寺、三十三間堂、智積院 

12,800円 37 

13 京都東山 清水寺から祇園までを歩く 15,800円 38 

14 祇園・宮川町花街ツアー（ナイト）  9,800 円 39 

15 東寺・伏見稲荷・東福寺ツアー 17,800円 40 

16 嵐山ツアー 16,800円 41 

17 二条城・金閣寺・龍安寺 17,800円 42 
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 第 4 文化体験 

 
PROGRAM 
NAME 

外国語による寿司づくり体験 

SUMMARY  インストラクターによる英語の指導の
もとで、お客様が自分で寿司を作る料理教
室です。寿司づくりは、本来、熟練の技が
ないと難しいのですが、簡単な器具を使
い、初めての方でも、きれいな形の寿司を
作ることができます。 
  

HIGHLIGHTS  芝公園のキッチン会場で、以下の 3種類の寿司をつくり、自分たちで食べます。 
1 握り寿司(握って形を作ったすし飯の上
にマグロ、海老、白身魚などの具材を載せた 
もの) 
2 細巻き寿司(キュウリやマグロなどの具
材を細く切り、すし飯で包み、さらに海苔で
巻いたもの) 
3 軍艦寿司(握って固めたすし飯の上に、
いくら、タラコ、ネギトロなどの具材を載せて、海苔でまいたもの) 
 初心者も使いやすい寿司づくり道具の 2 種類のキットは、お土産として、贈呈し
ます。 
この体験は、小グループごとに、1 名以上のインストラクターが指導するので、

衛生面においても安心です。 
INCLUSIONS ・寿司づくりについての英語での説明  

・寿司キット（お土産で持ち帰ることが可能です。） 
・寿司ネタを含む食材  

PROGRAM FEE ・14,000 円（1人あたり/税別） 
・最低催行人数は 2 名 

オプション  本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
日本酒 5種 9,800 円→5,000 円  日本酒 3 種 3,900 円→3,000円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円  日本茶 3 種 3,900 円→3,000円 
ただし、日本酒のおつまみは、一部削減して提供します。 

STARTING 
TIME 

①11:15~ 
②16:00～ 

DURATION 2 時間 
（終了①13：15/②18：00） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

築地市場と寿司づくり体験 

SUMMARY  築地では、魚介類、和牛、鶏肉、加工製品な
ど多様な食がそろうマーケットを、国家資格を
有したガイドがご案内します。 
 ガイド終了後、引き続き、芝公園のキッチン
会場に移動して、寿司づくりを体験します。 

HIGHLIGHTS  築地本願寺にて集合して本ツア―と体験は始まります。 
 外国語の話せる料理インストラクターの指
導のもと、以下の 3 種類の寿司をつくり、自
分たちで食べます。小グループごとに、1名以
上のインストラクターが指導するので、衛生
面においても安心です。 
初心者でも上手に作れる寿司キットの利用

をお勧めしますが、同時に、キットを使わない
巻きすや、手握りの方法も指導します。 
1 握り寿司(すし飯の上にマグロ、海老などの具材を載せたもの) 
2 軍艦寿司(すし飯の上に、タラコ、ネギトロなどの具材を載せ、海苔でまいたも
の) 
3 細巻き寿司(キュウリなどの具材をすし飯で包み、さらに海苔で巻いたもの) 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士によ
る英語でのガイド 
・寿司づくりについての英語での説明  
・寿司キット（お土産で持ち帰ることが可能で
す。） 
・寿司ネタを含む食材 
・築地から弊社施設までの交通費   

PROGRAM FEE ・20,000 円（1人あたり/税別） 
・最低催行人数は 2 名 

オプション  この寿司づくり体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
日本酒 5種 9,800 円→5,000 円  日本酒 3 種 3,900 円→3,000円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円  日本茶 3 種 3,900 円→3,000円 
ただし、日本酒のおつまみは、一部削減して提供します。 

STARTING 
TIME 

10:00～ DURATION 3 時間 15分 
（終了 13：15） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

精進料理体験 

SUMMARY 精進料理は、野菜や豆、穀物などを工夫し
て作る料理なので、健康推進の食としても注
目されています。本プログラムでは、英語の
話せるインストラクターの指導の下、お客様
が作り、自分たちで食べます。 
 
 

HIGHLIGHTS 芝公園のキッチン会場において、精進料理づくりを体験します。禅宗などの僧侶
が、700 年もかけて作り上げてきた菜食料理が「精進料理」です。この体験は、小
グループごとに、1 名以上のインストラクターが指導するので、衛生面においても
安心です。このプログラムでは、精進料理を実際に作りながら、精進の心を学びま
す。 
メニュー例 
・ ごま豆腐  
・ 小松菜海苔和え 
・ 精進照り焼き  
・ 野菜の天ぷら 
・ 雑穀ごはん 
・ お吸い物  
・ 豆腐白玉など 
 

INCLUSIONS ・英語での精進料理の調理レッスン 
・食材の材料費 
 

PROGRAM FEE ・15,000 円（1人あたり/税別） 
・最低催行人数は 2 名 

オプション  本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
 日本茶 5 種 7,800円→5,000 円  日本茶 3種 3,900 円→3,000 円 

STARTING 
TIME 

①10:00～ 
②15:00～ 

DURATION TIME 2 時間 30分 
（終了①12：30/②17：30） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

和菓子づくりと日本茶 3種飲み比べ体験 

SUMMARY  和菓子は、洋菓子に比べて、とても低カロ
リーです。また、動物性の脂肪やたんぱくを
使わないので、ベジタリアンにも喜ばれま
す。 
 この和菓子を自ら作り、食べる体験です。 
小グループごとに、1 名以上のインストラク
ターが指導するので、衛生面においても安
心です。 
 

HIGHLIGHTS 芝公園のキッチン会場において、以下の和
菓子づくりを体験します。 
特に、自分のアイデアや色彩感覚を活かし
た創作和菓子は、大人にも子供にも大変人
気です。 
〇上生菓子 
・季節の練り切りの和菓子 1点 
・創作練り切りの和菓子 1 点 
〇 鯛焼きづくり 
・中身の異なるたい焼き 2 点 
〇日本茶 3 種飲み比べ体験 

INCLUSIONS ・和菓子調理時の、英語での調理レッスン。 
・食材の材料費 
・帰国後も楽しめる 3 種類のお茶のお土産
パック 
 （お土産は、ドリップ式なので、急須を
使わずに、1パックで何杯も飲めます。） 

PROGRAM FEE ・14,000 円（1人あたり/税別） 
・最低催行人数は 2 名 

オプション  本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
 追加の日本茶 2種 2,000円  追加の日本茶 4種 4,000 円 
 追加の体験についても、お茶のお土産パックを贈呈します。 

STARTING 
TIME 

随時 要予約 DURATION TIME 2 時間 
 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

日本酒 7種飲み比べと厳選 7つの料理体験 

SUMMARY   発泡酒から、生酒、純米酒など、日本酒の
7 つの銘柄を順次、飲み比べます。それぞれの
お酒にあった料理を厳選し、楽しんでいただ
きます。 
 7地域、7 種の日本酒、7 つの料理を楽しむ
トリプル・セブンの企画です。 

HIGHLIGHTS  国際利き酒師と日本酒学講師の資格を所有する、日本酒を知り尽くした日本酒の専
門家、土屋雄三氏が、全国各地の酒蔵を訪問し、珠玉の日本酒を厳選しました。7
つの地域から選んだ 7種の日本酒が楽
しめます。 
また、料理研究家の菊地くに子氏が、
これらの日本酒のうまさを引き出す
料理を 7皿ご用意します。料理は、ク
リームチーズと日本独自の素材を組
み合わせるなど、和と洋の調和から、
日本酒の新しい可能性を引き出しま
す。 
 

INCLUSIONS ・日本酒や料理について英語での説明 
・7種の日本酒（各 60ml～75ml）の例 
① スパークリング  
② 大吟醸  
③ 本醸造酒  
④ 純米酒 
⑤ にごり酒 
⑥ 特別純米酒 
⑦ 貴醸酒 
・日本酒にあわせた料理 7 皿 
 

PROGRAM FEE ・13,000 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

 ①11：30 
 ②17：30 

DURATION 1 時間 15分 
（終了①12：45/②18：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

日本酒 5種飲み比べと厳選 5つの料理体験 

SUMMARY   発泡酒から、生酒、純米酒など、日本酒の 5 つ
の銘柄を順次、飲み比べます。 
 それぞれのお酒にあった料理を厳選し、楽しんで
いただきます。 
 5 地域、5 種の日本酒、5 つの料理を楽しむトリ
プル・ファイブの企画です。 

HIGHLIGHTS  国際利き酒師と日本酒学講師の資格を所有する、日本酒を知り尽くした日本酒の
専門家、土屋雄三氏が、全国各地の酒蔵を訪問し、珠玉の日本酒を厳選しました。
5 つの地域から選んだ 5種の日本酒が楽しめます。 
また、料理研究家の菊地くに子氏

が、これらの日本酒のうまさを引き出
す料理を 5 皿ご用意します。料理は、
クリームチーズと日本独自の素材を
組み合わせるなど、和と洋の調和か
ら、日本酒の新しい可能性を引き出し
ます。 

 
INCLUSIONS ・日本酒や料理について英語での説明 

・5種の日本酒（各 60ml～75ml） 
① スパークリング  
② 大吟醸  
③ 本醸造酒  
④ にごり酒 
⑤ 特別純米酒 
・日本酒にあわせた料理 5 皿  

PROGRAM FEE ・9,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
ただし、寿司等の料理体験と連続して体験する場合は、5,000 円で実施します。こ
の場合、日本酒にあわせた料理の提供は、いたしません。 

STARTING 
TIME 

 ①11時 30分 
 ②17 時 30分 

DURATION 50分 
（終了①12：20/②18：20） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

日本酒 3種飲み比べ 

SUMMARY  日本酒の代表的な 3 つの銘柄を飲み比べ
ます。 
 クリスタルグラスで飲むので、香りや色、
味がより良くわかります。 
 
 
 

HIGHLIGHTS  国際利き酒師と日本酒学講師の資格を所有する、日本酒を知り尽くした日本酒の
専門家、土屋雄三氏が、全国各地の酒蔵を訪問し、珠玉の 3種類の日本酒を厳選し
ました。 
 国際経験豊かな通訳ガイドが、日本酒について説明します。特に、ワインとの比
較を念頭に、水の大切さ、玄米からの精米方法などについても、解説します。吟醸
酒と純米酒等の製法の違い、どのような料理がマッチするかをお話しします。 
 

INCLUSIONS ・日本酒や料理について英語での説明 
・3種の日本酒（各 60ml～75ml） 
① スパークリング  
② 大吟醸  
③ 特別純米酒 
・日本酒にあわせたおつまみ 
 

PROGRAM FEE ・3,900円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
ただし、料理体験と連続して体験する場合
は、3,000 円で実施します。この場合、日
本酒にあわせたおつまみは、提供いたしま
せん。 
 

STARTING 
TIME 

随時 要予約 DURATION 30分 

実施日 月・火・水・木・金・土 
  



13 
 

PROGRAM 
NAME 

日本茶 7種飲み比べ体験 

SUMMARY 7 種類の日本茶を楽しみながら、その奥
深い世界を学びましょう。 

7 種のお茶には、それぞれに合った菓子
などの 7つのフードを提供します。 
 
 
 

HIGHLIGHTS 日本人でも知らなかったお茶の奥深い知識と、深みのある味わいが得られます。 
・世界緑茶コンテストで金賞を受賞し
た日本茶インストラクターである米
原奈都子氏がアレンジした 7種の日本
茶と 7 種の菓子を楽しみます。 
・煎茶、玉露、ほうじ茶、深入り茶な
どを、ウーロン茶等との比較で飲み比
べます。 
・それぞれの茶葉にあった入れ方や、
お菓子や料理にあったお茶をご紹介します。 
・最高峰である玉露をじっくりと味わうことのできるプレミアムな体験です 
 

PROGRAM FEE ・10,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

INCLUSIONS ・日本茶のガイドによる英語での説明  
・日本茶飲み比べに不可欠な茶葉とお菓子 
・帰国後も楽しめる 7種類のお茶のお土産パック
をプレゼント 
 （ドリップ式なので、急須を使わずに、1 パッ
クで何杯も飲めます。） 
 

STARTING TIME 随時 DURATION 1 時間 15分 
実施日 月・火・水・木・金・土 

 
  



14 
 

PROGRAM 
NAME 

日本茶 5種飲み比べ体験 

SUMMARY 5 種類の日本茶を楽しみながら、その奥
深い世界を学びましょう。 

5 種のお茶には、それぞれに合った菓子
などの 5つのフードを提供します。 

HIGHLIGHTS 日本人でも知らなかったお茶の奥深い知識と、深みのある味わいが得られます。 
・世界緑茶コンテストで金賞を受賞した日
本茶インストラクターである米原奈都子
氏がアレンジし 5種の日本茶と 5種の菓子
を楽しみます。 
・煎茶、玉露、ほうじ茶、深入り茶などを、
ウーロン茶等との比較で飲み比べます。 
・5 種のお茶には、それぞれに合った菓子
などの 5つのフードを提供します。 
・それぞれの茶葉にあった入れ方や、お菓子や料理にあったお茶をご紹介しま
す。 
・最高峰である玉露をじっくりと味わうことのできるプレミアムな体験です。 

PROGRAM FEE ・7,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
ただし、料理体験と連続して体験する場合は、5,000 円です。この場合、お茶の
お土産はありません。 

INCLUSIONS 
 

 

・日本茶のガイドによる英語での説明  
・日本茶飲み比べに必要な茶葉とお菓子 
・帰国後も楽しめる 5種類のお茶のお土産
パックをプレゼント 
 （ドリップ式なので、急須を使わずに、
1 パックで何杯も飲めます。） 
 

STARTING TIME 随時 DURATION 50分 
実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

日本茶 3種飲み比べ体験 

SUMMARY 3 種類の日本茶を楽しみながら、その奥深
い世界を学びましょう。 
 日本人でも知らなかったお茶の奥深い知識
と、深みのある味わいが得られます。 
 

HIGHLIGHTS ・世界緑茶コンテストで金賞を受賞した日本
茶インストラクターである米原奈都子氏がア
レンジした 3種の日本茶と 3種の菓子を楽し
みます。 
・煎茶、玉露、ほうじ茶、深入り茶などを、
ウーロン茶等との比較で飲み比べます。 
・最高峰である玉露をじっくりと味わうこと
のできるプレミアムな体験です。 
 

PROGRAM FEE ・3,900円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
ただし、料理体験と連続して体験する場合は、3,000円です。 

INCLUSIONS ・日本茶のガイドによる英語での説明  
・日本茶飲み比べに必要な茶葉とお菓子 
・帰国後も楽しめる 3種類のお茶のお土産パ
ックをプレゼント 
 （ドリップ式なので、急須を使わずに、1
パックで何杯も飲めます。） 
 
 

STARTING 
TIME 

随時 
要予約 

DURATION 30分 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

茶道をとおして、禅の心を学ぶ 

SUMMARY  禅では、様々な状況の変化にもかかわら
ず、心の安らぎを得るための様々な方法を
学びます。その方法の 1つが茶道です。禅
の精神を理解した講師による茶道体験を
提供します。 

HIGHLIGHTS ・茶席をご用意しております。 
・甘味をお楽しみいただきます。 
・茶道講師の立てたお抹茶を飲みます。 
・禅の精神を表現した掛軸の説明を英語で
うけます。 
・お客様自身がお茶をたてます。 
 

INCLUSIONS ・亭主による茶道パフォーマンス 
・季節を活かした和菓子(生菓子) 
・真心のこもった抹茶 
・自ら茶をたてるパフォーマンス 
・掛軸、茶道具の英語による説明 
 
 

PROGRAM FEE ・8,000円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 

STARTING 
TIME 

①10：30~ 
②13：30～ 
③15：15～ 
上記時間以外も承ります。
随時、要予約 

DURATION 75分 
（①10：30～11：45） 
（②13：30～14：45） 
（③15：15～16：30） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

7 つの折り方を学べる、風呂敷体験 

SUMMARY  風呂敷は四角い形をした布で、軽く持ち歩
きがしやすい他、繰り返し使用できます。 
 サイズは、50cm から 120cmのものまで幅
広く販売されています。デザインや色も豊富
で、素材も絹や綿、レーヨンなど多様です。
小さく折りたためるので、軽くて、お土産に
最適です。 
 しかし、多くの外国人は、その使い方を良く知りません。風呂敷の多様な使い方
を学びます。 

HIGHLIGHTS ・風呂敷は用途に合わせて使い分けら
れます。次の 7 通りの使い方を学びま
す。 
1．風呂敷ハット 
2. 基本包み 
3. シンプルバッグ 
4．持ち手が２つの便利なバック 
5. ペットボトル包み 
6. ティッシュ箱カバー  7. ワイン包み 

INCLUSIONS ・英語での指導 
・お土産用の風呂敷 1枚(50 センチ平方) 
・英語のテキスト 

PROGRAM FEE ・8,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
 
 
 

オプション 
 

本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
 折り紙体験 8,800 円→5,800 円    茶道体験  8,000 円→5,000 円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円  日本茶 3 種 3,900 円→3,000 円 

STARTING 
TIME 

①8：30~ 
②10：30～ 
③13：30～ 
上記時間以外も承ります。
随時・要予約 

DURATION 90分 
（①8：30～10：00） 
（②10：30～12：00） 
（③13：30～15：00） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

日本の伝統文化 折り紙体験 

SUMMARY  折り紙（Origmami）は、きれいな色や柄の
描かれた四角い紙を折って、動物や植物、日本
の行事や生活道具など、さまざまな形を作る、
日本の伝統的な遊び・技術です。 
 折り紙は、基本的には道具は何も使わずに、
紙と手だけで折ります。 
 特に和紙を生かした作品には、美しく、芸術
性の高いものもあります。 

HIGHLIGHTS ・本体験では、以下の１から 5 の易しい作品を作って基本を学び、６と７のやや難
しい作品に挑戦しスキルを身につけます。伝統的な技法を踏まえつつ、最新の折り
紙テクニックもご紹介します。 
(指ならしとレクチャー) 
1．カードケース 
2．かぶと  
3. お箸置き、または着物のポチ袋 
4．箱  
5．だまし船 
6．伝統鶴  7．北斎鶴 

INCLUSIONS ・英語による折り紙の指導説明 
・15 センチ角の折り紙 30 枚  
・30 センチ角の特製折り紙 12 枚(浮世絵など
特製デザイン) 
・英語のテキスト  
 

PROGRAM FEE ・8,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション 
 

本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
 風呂敷体験 8,800 円→5,800 円  茶道体験  8,000 円→5,000 円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円  日本茶 3 種 3,900 円→3,000 円 

STARTING 
TIME 

①8：30～ 
②10：30～ 
③13：30～ 
上記時間以外も承ります。
随時・要予約 

DURATION 90分 
（①8：30～10：00） 
（②10：30～12：00） 
（③13：30～15：00） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

着物体験 

SUMMARY 本格的な着物が体験できます。 
会場周辺は、東京タワー、増上寺、芝公園など、江戸以来の伝統があり、緑豊か

な空間が広がっています。結婚式の写真スポットとしても有名です。天気が悪くな
ければ、絶好の記念写真が撮影できます。 

HIGHLIGHTS ・着物の着付け師から、豪華な着物の着方を
学ぶことができます。 
・男性はサムライスタイル、女性は芸者スタ
イルなど、様々な着物スタイルからお選びい
ただけます。 
・男性は、着物に袴を着ます。刀や、木刀を持
ってポーズをとると侍のようです。 
・女性は、しっとりと落ち着いた気品あふれ
る訪問着を着られます。また、お好みにより、あでやかな色彩で華やかな振り袖も
着ることができます。 
・女性は奇麗な扇子を持ってポ－ズをとると、あたかも京都の舞妓さんのようです 
・ガイドがカメラマンとなって、お勧めの観光スポット、撮影スポットの前で写真
撮影を行います。 

INCLUSIONS ・ガイド料 
・着物着付け 
・記念写真 写真データ送付サービス 

PROGRAM FEE 15,800円（1 人あたり/税別） 最少催行人員：1名 
2 名以上のグループでのお客様には、お二人目からの料金は、10,800円で実施しま
す。 

オプション 本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
折り紙体験  8,800 円→5,800 円   
風呂敷体験 8,800円→5,800 円 
茶道体験  8,000円→5,000 円    
日本茶 7種  10,800円→7,000 円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円   
日本茶 3種 3,900 円→3,000 円 

STARTING 
TIME 

随時 DURATION  90分  

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

浴衣体験 

SUMMARY 浴衣は、カジュアルな着物です。 
会場周辺は、東京タワー、増上寺、芝公園など、
江戸以来の伝統があり、緑豊かな空間が広がって
います。結婚式の写真スポットとしても有名で
す。天気が悪くなければ、絶好の記念写真が撮影
できます。 

HIGHLIGHTS ・豊富なデザインのなかから、お好きな浴衣と帯
をお選びいただけます。講師の指導のもと、自分
で着付けられるように学びますが、最後は、講師
が着付けて仕上げます。 
・着付け師免許を持つ講師から、おしゃれな浴衣
の着付けを学ぶことができます。 
・おしゃれな着物の種類と色を選ぶことができま
す。 
・男性は、刀や、木刀を持ってポーズをとり、女
性は扇子を持ち撮影を行います。 
・ガイドがカメラマンとなって、お勧めの観光ス
ポット、撮影スポットの前で写真撮影を行います。 

INCLUSIONS ・英語による説明・指導料 
・浴衣着付け 
・記念写真 写真データ送付サービス 

PROGRAM FEE ・8,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション 本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
新品浴衣・帯セット買い取り 7,000 円から 
折り紙体験  8,800 円→5,800 円  
風呂敷体験 8,800円→5,800 円 
茶道体験  8,000円→5,000 円     
日本茶 7種  10,800円→7,000 円 
日本茶 5種 7,800 円→5,000 円  
日本茶 3種 3,900 円→3,000 円 
 

STARTING 
TIME 

随時 DURATION 90分 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

琴演奏 

SUMMARY 琴は、ハープを横に寝かせたような感じ
で、十三本の弦を、右手の３本の指につけた
義爪で演奏する伝統的な楽器です。 
琴の演奏を学び、簡単な曲が弾けるまで

指導します。 
※四谷会場及び芝公園会場にて実施しま
す。 

 
HIGHLIGHTS ・日本の雅な民族楽器の演奏方法を学ぶ。 

・琴の歴史と現代への影響について知ることができます。 
・簡単な曲を演奏することができます。 
・美しい音色と余韻を変化させる奏法に特
徴があり、その多様な和音から、洋楽的な
現代曲も多く、ジャズとセッションなどに
使われることもあります。この体験では、
簡単な曲が演奏できるよう指導します。 
 
 

INCLUSIONS ・英語による説明・指導 
・琴演奏の英語によるレッスン 

PROGRAM FEE 8,800 円（1人あたり/税別）  
※1時間の料金です。2 時間を希望の場合は 15,800円になります 
・最少催行人員：2 名 
 

オプション ・ 三味線の体験 8,800円→6,800 円   
STARTING 
TIME 

随時 
要予約 

DURATION  60分 

実施日 月・火・水・木・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

三味線演奏 

SUMMARY 日本の伝統音楽である三味線の演奏
を学びます。日本文化の中で最も特徴的
な音の一つである三味線がどのように
作られるかを発見し、ギターと同じよう
に三本の弦を持つ楽器である津軽三味
線の基本的な演奏方法を学びます。 
※四谷会場及び芝公園会場にて実施し
ます。 
 

HIGHLIGHTS 日本の三味線の演奏方法を学ぶ。 
・三味線の歴史と日本音楽への影響を学びます。 
・人気の「津軽三味線」と沖縄古来の「蛇仙」の 2 種類の
三味線を体験します。 
・バンジョーにも例えられる沖縄の三味線（ジャビセン）
も体験していただきます。 
 
 
 

INCLUSIONS ・英語による説明・指導 
・三味線演奏の英語によるレッスン 
 
 
 
 

オプション 琴の体験 8,800 円→6,800 円   
PROGRAM FEE 8,800 円（1人あたり/税別）  

※1時間の料金です。2 時間を希望の場合は 15,800 円になります。 
・最少催行人員：2 名 
 

STARTING 
TIME 

随時 
要予約 

DURATION 60分 

実施日 日・月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

書道体験 

SUMMARY  日本語の仕組みのレッスンと実際に筆をとって、字を書く体験です。 
 練習のあと、色紙に書いて、お持ち帰りいただけます。 

HIGHLIGHTS ・日本の複雑な文字システムについ
て学びます。中国から入ってきた漢字か
ら、どのようにして、「ひらがな」や「カ
タカナ」が生まれたか。また、その使い
方など、日本に独自の表音文字と表意文
字の併用という日本文化の著しい特徴
を説明します。 
・そのあと、書道講師の指導のもと、

硯で墨を磨ることから、書道を体験します。毛筆で半紙に自由に字を書いてみます。
ご自分の名前をヒントに、漢字を書くなど、書を楽しみます。 
・何枚か練習をしたあと、最後に気を引き締めて色紙に作品をひとつ仕上げま

す。 
INCLUSIONS ・英語による指導・説明 

・色紙 

PROGRAM FEE ・8,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
 
 

オプション 本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
折り紙体験  8,800 円→5,800 円   
風呂敷体験  8,800 円→5,800 円 
茶道体験   8,000 円→5,000 円    

STARTING 
TIME 

①9:00 ②10:30 
③13:00 ④14:45 
随時・要予約 

DURATION  90分 
（終了時間 ①10：30 
②12：00 ③14：30 
④16：15） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

生け花 

SUMMARY 講師の華道の手本を示します。 
お客様は、自分のアイデアを活かして、お

花を生けます。 
インストラクターの指導のもと、自分だけ

の生け花を作ることができます。 
 
 

HIGHLIGHTS ・国家資格を持つ英語の通訳ガイドで華道のイ
ンストラクターの資格を持つ者から、いけばな
の多様な歴史や様式を学びます。 
・いけばなの多様な歴史や様式を知ることがで
きます。 
・自分の生けたい花瓶を選べます。 
・自分だけの生け花を作ることができます。 
・竹、紅花、椿、水仙など、季節の花々を使った
華やかな生け花を体験します。 

INCLUSIONS ・英語による説明、指導 
・花代 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 
 
 
 
 
 

オプション 本体験をされた方には、次の体験を以下の価格でご提供します。 
折り紙体験  8,800 円→5,800 円   
風呂敷体験 8,800円→5,800 円 
茶道体験  8,000円→5,000 円    
 

STARTING 
TIME 

随時 
要予約 

DURATION  90分 

実施日 月・火・水・木・金・土 
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PROGRAM 
NAME 

相撲朝稽古 ※実施時期は未定です 

SUMMARY 相撲は、真の日本文化を知り
たい外国人にとても人気が
あります。 
 しかし、相撲は、単なる格
闘技でなく、伝統に基づく神
事の一環であり、また、精神
を統一して行う場でありま
す。こうしたことを知らない
外国人の見学において、力士
に足を向ける、大きな声で話
をする、シャッター音を立てる等、マナー違反が散見されます。 
 したがって、外国人に、相撲の伝統やマナーを十分に外国語で説明し、稽古の邪
魔にならないよう説明する必要があります。弊社では、こうした正しい見学を指導
することのできる通訳案内士を派遣します。 
 「申込みの際の諸注意」に記載されている、相撲の稽古場見学のルールを守って
見学していただきます。守れな
いときは、途中で、退出をお願
いする場合があります。 
 ガイドが、ホテルなどにお迎
えに行き、相撲部屋の稽古場見
学の考え方やルールを指導しま
す。多くの相撲部屋は、外国人
に門戸を閉ざしていますが、見
学可能な部屋を探して、見学で
きるように努めます。 

HIGHLIGHTS 本格的な相撲部屋での稽古を見学することができます。 
国家資格を持った英語の通訳ガイドが同行説明します。 

INCLUSIONS 英語によるガイド代 
PROGRAM FEE 18,000円  ・最少催行人員：2名 
STARTING 
TIME 

8：30～ DURATION 3 時間 
（終了～11：30） 

実施日 月・火・水・木・金・土 
※本場所と本場所含む前後 1週間、地方巡業時、年末年始等は催行できません。 
※大相撲協会では、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、出げいこや稽古場
見学は、現在行っていません。したがって、本プログラムの再開時期は、未定です。 
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第 5 ウオーキングツアー 

 

PROGRAM 
NAME 

Breakfast in Tsukiji Tour 築地食べ歩きで朝食を 

SUMMARY 東京では、480 種類もの魚介類を扱っている
のと同時に、世界一多種多様な魚介類が売ら
れています。魚介類、和牛、鶏肉、加工製品
など360種類を超える多様な食がそろう築地
マーケットを、国家資格を有した全国通訳案
内士がご案内します。 
 

HIGHLIGHTS 築地本願寺に集合して本ツア―は開始します。 
ここでは、レストランなどに食材を提供する仲卸の店があり、料理好きの人々が

食材を求めて、東京と周辺の都市から集まって
きます。また、その場で焼いたり、握ったりし
て、作り立てを食べられる食品も多くそろって
います。足で歩いて、目で探し、そそられる香
りをかいで、朝食を楽しみませんか。 
食をとおして、日本人の働き方、日本人の自

然観など、日本文化のエッセンスを紹介します。 
INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 

・7つの食品 
①ホタテ串、海老串、牛タン串などから 1品のバーベキュー 
②ツナパン 
③たまご焼きのステック 
④練り物天串(枝豆、いかレンコン
等) 
⑤ワン・ドリンク 
⑥日本茶（試飲） 
⑦だし（試飲） 

PROGRAM FEE ・9,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

7：15~ DURATION 2 時間 30分 
（～9：45） 

実施日 月・火・木・金・土・日  
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PROGRAM 
NAME 

Lunch in Tsukiji Tour  築地食べ歩きでランチを 

SUMMARY 東京では、480 種類もの魚介類を扱っているのと同
時に、世界一多種多様な魚介類が売られています。 
魚介類、和牛、鶏肉、加工製品など、360 種類を

超える多様な食がそろう築地マーケットを、国家資
格を有した全国通内案内士ガイドがご案内します 

 
HIGHLIGHTS  築地本願寺に集合して本ツア―は開始します。 

 ここでは、レストランなどに食材を提供する仲卸の店があり、料理好きの人々が
食材を求めて、東京と周辺の都市から集まってきます。また、その場で焼いたり、
握ったりして、作り立てを食べられる食品
も多くそろっています。足で歩いて、目で
探し、そそられる香りをかいで、ランチを
楽しみませんか。 
 食をとおして、日本人の働き方、日本人
の自然観など、日本文化のエッセンスを紹
介します。とりわけお勧めの 7つの食品(ド
リンクを含む)を食べ歩きます。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英
語でのガイド 
・7つの食品 
①ホタテ串、海老串、牛タン串などから 1品のバー
ベキュー 
②ツナパン 
③たまご焼きのステック 
④練り物天串(枝豆、いかレンコン等) 
⑤ワン・ドリンク 
⑥日本茶（試飲） 
⑦だし（試飲） 

PROGRAM FEE ・9,800円（1 人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも購入する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

10：15 分~ DURATION 2 時間 30分 
（～12：45） 

実施日 月・火・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

皇居東御苑と日本橋ウオーク 

SUMMARY   19 世紀中ごろまで日本の政治の中心
地だった旧江戸城と、商業地区だった日本
橋を訪問します。 
 日本橋では、老舗商店を訪問し、商品
を作りながら、古き良き東京を体験しま
す。 

17 世紀の日本(江戸)の政府と商業地を
巡るツアーでもあります。 

HIGHLIGHTS 日本の鉄道網の起点である東京駅から、
天皇皇后陛下がお住まいの皇居まで歩き、
両側に見える近代的ビルを眺めながら、モ
ダン東京を見ていただきます。 
その後、大手門から、17 世紀初めから

19 世紀まで政治の中心地であった東御苑に
入ります。そこでは、番屋、本丸跡等を巡
ります。その後、地下鉄で日本橋駅に移動します。 
１）地下鉄日本橋駅の構内にある壁画、熈代勝覧の前で、17 世紀の日本橋にタイ
ムスリップします。 
２）現在も続いている商業地としての日本橋を見学し、以下のお店を訪ね、体験
もします。 
・にんべんで、出汁を学び、出汁スープを体験し
ます。 
・山本海苔で、焼きのり作成の過程を見学しま
す。 
・木屋で、刃物の砥ぎを見学します。 
・小津和紙で紙漉きを体験します。 
・日本橋とやま館を訪問し、レストランや利き酒体験を紹介します。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・出汁スープ   ・紙漉き体験  ・ツア―移動時の公共交通機関交通費 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

①8：30～ 
②13：30～ 

DURATION 4 時間 
（終了①12：30/②17：30） 

実施日 火、水、木、土、日 
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PROGRAM 
NAME 

～伝統と現代が共存する街～ 
皇居、明治神宮、青山ウオーク 

SUMMARY 東京の最も魅力的な以下の３つのスポットを
訪問します。 
１）皇居 2 重橋と楠木正成公像 
２) 明治神宮 
３) 根津美術館 
 

HIGHLIGHTS   訪問箇所は、以下のとおりです。 
・東京駅丸の内北口で集合します。 
・行幸通り、和田倉門噴水公園を経て、皇居へ。 
・皇居では、ナンバーワンの撮影ポイントで
ある 2 重橋と楠木正成公像を訪問します。 
・千代田線二重橋駅から明治神宮前駅へ電
車で移動します。 
・明治神宮を参拝します。 
・ファッションブランド店の立ち並ぶ、表参
道を歩きます。 
・青山通りから、根津美術館を訪問します。 
 根津美術館は、絵画、彫刻、武具、陶磁、
漆工、木竹、染織など国宝 7 件、重要文化
財 88 件、重要美術品 95件を所蔵している
美術館です。このコレクションから、毎回、
分野ごとに名品を選りすぐって紹介しま
す。 
 また、4 つの茶室が点在する日本庭園が併設されています。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・交通費（地下鉄千代田線 二重橋→明治神宮前） 
・根津美術館入館料 
・1ドリンク代 

PROGRAM FEE ・14,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

①8：30～ 
②13：30～ 

Duration 4 時間 
（終了①12：30/②17：30） 

実施日 火、水、木、金、土、日  
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PROGRAM 
NAME 

～伝統的な暮らしと美の探訪～ 
谷根千エリアウオーク 

SUMMARY 都民も外国人も最もリラックスして、人生を
楽しめる町を歩きます。日本の伝統的なデザ
インのショップが数多くあります。加えて、
芸術家の多く住む街であり、そこここに、ア
ートギャラリーや博物館、画材店が点在して
います。 

HIGHLIGHTS JR 日暮里駅を出て、以下の施設を訪問します 
1 本行寺(月見寺) 
2 商店街・食べ歩き(コロッケ、けんぴ、せんべいなど) 
3 指人形笑吉ショー 
4 美術館・ギャラリー(朝倉彫塑館) 
 ※休館日の場合は、代替施設（ギャラリ
―）をご案内します。 
5  金開堂(日本画画材店) 
6 谷中ビアホール(古民家) 
7 根津神社 
 地下鉄「根津駅」解散 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による
英語でのガイド 
・谷中銀座商店街又は谷中ビアホールで 1ドリン
クと軽食代 
・朝倉彫塑館入館料 
 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

①9：00～ 
②13：30～ 

DURATION 3 時間 30分 
（終了①12：30/②17：00） 
 

実施日 火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

新宿デイツアー 
 エネルギーあふれる街を安全に見学 

SUMMARY ・日本で最も多くの乗降客が乗り降りする新宿駅。西のビジネスエリアと東の商
業・歓楽街は対照的です。過去から現代へ、日本一エネルギッシュな街、新宿をご
案内します。 

HIGHLIGHTS ・一日の乗降客 350万人を超える日本
最大の駅、新宿駅からツアーが始まり
ます。 
・新宿駅から徒歩で、東京全体を見下
ろせる、東京都庁の展望台に向かいま
す。その途中で、現代の日本を紹介し
ます。都庁の展望台で、眼下に見える
日本の首都、東京の概要を説明しま
す。天気が良ければ遠目に富士山も見ることができます。 
・その後、JR 新宿駅西口近くの飲食店街である思い出横丁にご案内します。そこ
は戦後すぐの昔の新宿の雰囲気が残されています。かつては、日本の多くの都市に
あった風景ですが、今日では、懐かしい貴重なレトロの街並みが残っています。 
・日本最大のデパート、伊勢丹ビルの
地下食品コーナーを歩きます。 
・歌舞伎町、新宿三丁目、ゴールデン
街など、日本最大の歓楽街です。深夜
も、人が絶えることがないエリアです。
現地を精通した観光ガイドが安全にご
案内します。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・集合場所（東京駅丸の内口）からの交通費 
・カフェでワンドリンク 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人あたり/税別）  
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

①8：30～ 
②13：30～ 

DURATION 4 時間 
（終了①12：30/②17：30） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

上野公園と東京国立博物館 

SUMMARY 歴史と現代文化が融合する上野を歩
き、日本の歴史上重要な二つの施設を
紹介します。 
東アジア有数の収蔵を誇る日本最大

の歴史資料館である東京国立博物館と
その周辺を紹介します。 

HIGHLIGHTS 江戸時代、東京の最大の寺院の一つであった寛永寺が、明治維新により、解体され
て作られた上野公園を紹介します。上野公園は、世界遺産である国立西洋美術館、
上野文化会館等名建築が立ち並びま
す。 
・このツアーでは、日本の歴史と現代美
術が併存する上野公園の魅力を紹介し
ます。 
・最初に、上野公園内を散策しながら、
17 世紀以降日本を統治した江戸幕府の
庇護を受けた寛永寺、上野東照宮など、
歴史上重要な施設を紹介します。同時に、世界文化遺産の国立西洋美術館も紹介し
ながら、日本の歴史と現代美術が融合した上野公園の魅力を紹介します。 
・東京国立博物館は、日本を中心とする
東洋の美術作品と考古遺物を収蔵してお
り、その数は約 12 万件。縄文時代から近
現代までの日本の歴史の動きを示す多く
の展示品(国宝 89 件)を見ることができ
ます。日本を理解するには最適の場所で
す。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・ツア―中の移動時交通費（公共交通機関） 
・国立博物館入場料 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

オプション ・ホテルピックアップを希望の場合は 3,000 円追加となります。 
・本ツアー終了後に別のプログラムも取得する場合は別途ご連絡ください。 

STARTING 
TIME 

①8：30～ 
②13：30～ 

Duration 4 時間 
（終了①12：30/②17：30） 

実施日 火・水・木・金・土・日  
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PROGRAM 
NAME 

箱根 金時山・仙石原トレッキングツアー 

SUMMARY 箱根の最高峰であり、かつ伝説に満
ちた金時山(1212m)に登ります。富
士山に対峙する山頂からは、最高の
景色を望めます。 
 高尾山に飽き足らず、もっと日本
の自然を満喫したい方へのお勧めの
コースです。 

HIGHLIGHTS ・7 時台の新宿発のバスに乗り、現地到着後は約 3 時間のトレッキングにより金時
山登山を楽しみます。 
・11月から 4月頃まで、富士山は積
雪のため、中腹までの道路が閉鎖さ
れます。これに対し、本トレッキン
グルートは、ほぼ通年登山可能です。 
・金時山は、童話にもなった武士の
英雄である坂田金時が育ったとさ
れ、史跡も残っています。山頂には、
売店やトイレがあります。 
・箱根湿性花園では、箱根及び日本各地の美しい山野草を見学します。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳
案内士によるガ英語ガイド 
・箱根湿性花園入園料金 
・冬季における軽アイゼン等の装備 
・当社の責任に帰すべき事由による
事故、当社規程による保証 
・新宿からの往復交通費（高速バス） 
※金時山登山中止の場合の成川美術館入館料と箱根内のバス交通費 

PROGRAM FEE ・30,000 円（1人あたり/税別）  
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

7：10 DURATION 11時間 30 分 
 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

箱根 美術館と石畳旧街道トレッキング 

SUMMARY  山岳地帯の箱根は、400 年以上も前
から、江戸(東京)と京都を徒歩で結ぶ
東海道の最大の難所でした。 
 本ツアーでは、様々な交通機関を利
用して、往時の旅人の休憩地であった
「甘酒茶屋」や関所跡を訪問するとと
もに、2つのタイプの異なった魅力的な
美術館を訪問します。 

HIGHLIGHTS ・江戸時代から続く箱根旧街道石畳のトレッキングも含めて、富士山ビューの美し
い自然の中で、次の 3つの魅力に満ちた場所を訪問します。 
①江戸時代からの休憩地であった「甘酒茶屋」で、薪火の炉端を囲んで、日本の伝
統的な旅人の食や甘味などを味わいます。 
②「成川美術館」は、日本有数の日本画
のコレクションを有する美術館。岩絵
の具による多彩で、繊細な表現、技法
は、西洋画とは、異なる美を展開しま
す。 
③「箱根彫刻の森美術館」では、約 120
点の名作を展示しています。野外の開
放的な雰囲気の中を散策しながら、芸
術的な雰囲気を堪能できます。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳
案内士による英語でのガイド 
・新宿からの往復交通費（箱根ロマ
ンスカ－） 
・箱根移動中の交通費 
・各種施設入館料（成川美術館、箱
根関所、彫刻の森美術館） 
・甘酒茶屋ドリンク代 

PROGRAM FEE ・35,000 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

7：45~ DURATION 11時間 30 分 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

箱根 
日本美術と歴史に満ちた富士山ビューの旅  

SUMMARY 新宿から箱根の移動は、ロマンスカーに乗車
して快適な時間を過ごしていただきます。 
 箱根湯本から、登山鉄道、ケーブルカー、ロ
ープウェイ、クルーズ船、バスなどを乗り継い
で、箱根の観光スポットを訪問します。 
  
 

HIGHLIGHTS 新宿発の小田急特急ロマンスカーに
て、往復して、以下を訪問します。 
①成川美術館 日本有数の日本画の
コレクションを有する美術館。岩絵の
具による多彩で、繊細な表現、技法は、
西洋画とは、異なる美を展開します。 
(お客様の希望により、彫刻の森美術
館に訪問地を変更可能です) 
②恩賜箱根公園で、関所跡を見学後、高台からの芦ノ湖と富士山、箱根連山のビュ
ー。 
③海賊船にて、湖上クルーズ。 
④大涌谷にて、噴煙が立ち上る火山の火口見学が可能です。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案
内士によるガイド 
・新宿からの往復交通費（箱根ロマン
スカ－） 
・箱根移動中の交通費（海賊船・ロ－
プウェー） 
※天候により行程変更となることも
あります。 
・各種施設入館料（成川美術館、箱根関所） 

PROGRAM FEE ・36,000 円（1人あたり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

7：10～ DURATION 11時間 15 分 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

富士五合目・河口湖周遊ツアー 

SUMMARY 東京（新宿南口）から高速バスで富士山五合目まで直行し、日本一の山からの眺望
を楽しみます。 下山後は、1 周約 17 キロの河口湖をサイクリングにより、魅力
の観光スポットを訪問します。 

HIGHLIGHTS 富士山五合目は、標高 2300メートル。 
サイクリングルートの大半は、自転車専用道路なので、快適な
ツーリングが楽しめます。また、雨天等の場合は、バスにより
移動します。以下の施設を訪問します。 
① 八木崎公園・ミューズ館 
 子供たちが生きているような和の人形を展示 
② 富士御室浅間神社本宮 
③ 河口湖自然生活館 
 花と富士山ビュー 
④ 久保田一竹美術館 
 独特の染色技術で作った美しい着物
を展示しています。 
 ほかにも、宝石美術館、酒造、ハーブ
館などの施設も希望により、訪問でき
ます。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・交通費（高速バス、登山バス料金含む） 
久保田一竹美術館入館料 
ミューズ館入館料 
・自転車のレンタル料 
※自転車は、21 段変速のギアつき又は
電動自転車を選べます 
※雨天等で自転車を使用しない場合は、
バス等の交通費として使用します。 

PROGRAM FEE 39,000円（1 人あたり/税別） 
最少催行人員：2名 

STARTING 
TIME 

7：45 DURATION 12時間 
 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

日本画と仏像と庭園のウオーキングツアー（京都） 
 本願寺、三十三間堂、智積院 

SUMMARY  京都駅から密を避けて路地や小道
歩きを楽しみながら、京都市民の日
常に触れる旅です。  
 東本願寺、三十三間堂、智積院と見
どころが多い中、京都の歴史と文化
に精通したガイドが、京都の市民生
活を紹介しながら、歩きます。 
 

HIGHLIGHTS  本コースでは、次の 5つをお楽しみいただけます。 
① 京都駅：建物自体が素晴らしく屋上庭園から京都の街が一望できます。 
② 東本願寺：日本最大の信者数を誇る浄土真宗の総本山です。 
世界最大級の木造建築の「御影堂」などが見られます。 
③ 蓮華王院（三十三間堂）：1001 体もの観音菩薩像(国宝)、などの仏像群は、荘
厳な光景です。 
④ 智積院：真言宗智山派総本山です。
収蔵する障壁画は「京都の宝物」と称さ
れ、我が国の芸術文化のなかでも、極め
て高く評価されています。江戸期日本
画の代表的な画家である長谷川等伯及
びその一門による「楓図」「松に立葵図」
「桜図」を所蔵しています。 
⑤ 高瀬川沿いの住宅、法衣や数珠を扱う店々、小さな公園やコインランドリーな
どがあり、京都に暮らす人々の暮らしが垣間見えます。 

INCLUSIONS ・国家ライセンス
を有する全国通
訳案内士による
英語でのガイド 
・拝観料（蓮華王
院・智積院） 

PROGRAM FEE ・12,800 円（1人当たり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

①8：15～ 
②13：15～ 

DURATION 3 時間 30分 
（終了①～11：45・②～
16：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

京都東山 清水寺から祇園までを歩く 

SUMMARY 東山と呼ばれるこの地域には、清水焼の個
性あるショップ、高く舞台のように広い清
水寺の本堂、祇園の信仰の中心八坂神社、
芸妓と舞妓が舞う花街など、京都で最も華
やかな地域です。 
 
 
 

HIGHLIGHTS 本地域は、京都で最も人気の地域ですが、
国家資格を有する通訳ガイドが、以下の主
要施設をご案内します。 
①清水寺 
 1250 年の歴史を持つ清水寺は、古くから
庶民に開かれて、愛されてきた寺。 
②建仁寺 
 禅宗の開祖である栄西が京都で開いた最古の禅寺です。俵屋宗達の風神雷神図で
有名です。 
③八坂神社 
 芸妓や舞妓のいる祇園の中心。
祇園祭りも、八坂神社の行事。 
④これらの施設を繋ぎ、伝統工芸
品や飲食店が立ち並ぶ商店街(二
年坂、三年坂、祇園) 
 
 

INCLUSIONS ・ツア―中の交通費（タクシ―） 
・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
・拝観料（清水寺・建仁寺） 

PROGRAM FEE 15,800円（1 人当たり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

①8：15～ 
②13：15～ 

DURATION 3 時間 30分 
（終了・①～11：45・ 
 ②～16：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

祇園・宮川町花街ツアー（ナイト） 

SUMMARY  祇園甲部、祇園東、宮川町、先斗町の京都の 4花
街を外国語ガイド付きで歩きます。美しい花街の街
並みと白川沿いの風情を楽しみながら、芸妓や舞妓
の魅力にも迫ります。  
  
 

HIGHLIGHTS 昼間は、一般人の変身した舞妓さん、芸妓さんが
多い、このエリアですが、17 時 30分以降は、本当
の芸妓・舞妓に出会えるチャンスが多い時間です。 
 京都の伝統的な社交場を花街と言い、次の 3 つ
の事業者で成り立っています。 
①待合 食事や踊りなどの芸事、お座敷遊びなど
を楽しむ会場提供者 
②仕出し屋 待合に料理を提供するデリバリー業者 
③置屋 芸妓や舞妓を養成し派遣する人材派遣業者 
 こうした花街の事情に精通した外国語ガイドが花街の仕組みや見所を説明しな
がら、4つの花街を歩きます。 
・祇園甲部は、最大の花街。「花見小路」はその中心です。 
・祇園東は、祇園甲部の喧騒から離れて、ゆっくり楽しみたいところ。 
・他の花街から少し離れて位置する宮川町。静かで、伝統的な佇まいが引き立ち京
都本来の花街の姿を楽しむことができます。 
・先斗町は、他の花街とはやや違い、
お茶屋と料亭・レストランが混在して
います。 
賑やかで活気のある花街です。 
 この花街を引き立てるのが、鴨川と
白川です。特に、幅 15 メートルもな
い小河川の白川は、花街の光を映して
流れます。花街に精通した外国語ガイ
ドがご案内します。 

INCLUSIONS ・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 
PROGRAM FEE ・9,800円（1 人当たり/税別）・最少催行人員：2名 
STARTING 
TIME 

17：30 DURATION 2 時間 15分 
（終了 ～19：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

東寺・伏見稲荷・東福寺ツアー 
 

SUMMARY 本ツア―では、京都南側の魅力の 3 スポット
を訪問します 
①千本鳥居で有名な伏見稲荷大社 
②京都五山の一つで、自然豊かな禅寺、東福
寺 
③高野山と並ぶ密教の拠点、東寺 
 

HIGHLIGHTS 京都駅ビル屋上の大空広場に集合して、以下の 3か所を巡ります。 
JR 奈良線で、稲荷駅下車してまず、伏
見稲荷を訪問します。 
東福寺と東寺は、タクシーで移動しま
す。 
① 伏見稲荷は、外国人が最もいきた
い観光スポットの一つですが、延々と
つづく赤い鳥居が人気です。 
 江戸時代、とりわけ 19世紀は、武士
に変わって商人が富を集めます。そうした商人の信仰が稲荷信仰です。それだけに、
多くの商人から寄進を受けた赤く大きな鳥居が約 1 万本あります。 
② 東福寺は、京都五山の一つです。絵画、仏像など数々の文化財を待っています。
また、国宝の三門のほか、法堂、本坊などの見ごたえのある建築物がそろっていま
す。秋には、京都有数の紅葉の名所として、知られています。 
③ 東寺は、高野山の金剛峯寺と並ぶ、真言宗の総本山です。9世紀、開祖である
弘法大師が天皇から譲り受けた伝統ある寺です。金堂、五重塔などの第 1級の建築
物がありますが、立体曼荼羅という仏像群は、密教の哲学を表現しているといわれ
ています。 

INCLUSIONS ・ツア―中の交通費（公共交通機関交通費・タクシー代） 
・東寺・東福寺有料箇所拝観料（東寺：金堂・講堂/東福寺：方丈・通天橋・開山
堂） 
・国家ライセンスを有する全国通訳案内士による英語でのガイド 

PROGRAM FEE ・17,800 円（1人当たり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

①8：15～ 
②13：15～ 

DURATION 3 時間 30分 
（終了①～11：45 
  ・②～16：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

嵐山ツアー 

SUMMARY  京都の東、東山地域は、清水寺
と花街の華やかな地域です。こ
れに対し、嵐山地域は、はるかに
静かで、山と川の景観に満ちた
自然豊かな地域です。同時に、日
本を代表する禅宗寺院や庭園が
散在しており、自然と伝統文化
が見事に調和しています。  

HIGHLIGHTS 京都駅ビル屋上の大空広場に集合して、以下の 3か所を巡ります。 
京都の中でも豊かな自然と、美しい庭園と静かに佇む寺が多くある地域です。

本ツアーでは、貴族の舟遊びの場として知られる保津川とそこを渡る渡月橋に加
え、禅宗寺院と神秘的な竹林などを訪問します。 
① 桜とモミジの名所として知られる渡月橋を渡り、大河内山荘で抹茶を楽し
み、亀山公園展望台で美しい渓谷と京都の街並みを眺めます。 
② 世界遺産に登録されている
天龍寺は、天に上る龍の意味で
あり、その様子を描いた大きな
天井画の雲龍図があります。14
世紀、幕府は、格付により、上
位 5寺を定めましたが、その第
１位の寺です。天龍寺の庭園
は、夢窓国師が作庭し、日本を
代表する禅宗庭園です。 
③ 竹林の小道 
 400メートルも続く竹林は、神秘的な美しさを持っています。朝の静かな雰囲気
を味わうと良いでしょう。 

INCLUSIONS ・ツア―中の交通費（公共交通機関） 
・国家ライセンスを有する全国通訳案内士によるガイド 
・拝観料・入場料（大河内山荘・天龍寺） 

PROGRAM FEE ・16,800 円（1人当たり/税別）  
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

①8：15～ 
②13：15～ 

DURATION 3 時間 30分 
（終了①～11：45・②～
16：45） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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PROGRAM 
NAME 

二条城・金閣寺・龍安寺 

SUMMARY  京都で最も魅力のある 3 つの施設
を訪問します。それぞれに、江戸時
代の城、室町時代の最も美しい建物
と庭園、欧米の技法を取り入れた禅
宗庭園と、京都を代表的する施設で
す。 
 
 

HIGHLIGHTS 京都駅ビル屋上の大空広場に集合して、以下の 3か所を巡ります。 
 京都駅から龍安寺は、地下鉄で北大路駅まで、そこからタクシーで移動します。 
金閣寺、二条城は、タクシーで移動します。 
①龍安寺 日本の禅宗で最も世界的に影響力のある妙心寺の塔頭です。その庭園
は、白砂の上に 15 個の自然石が配された禅の精神が凝縮された枯山水の庭園です。
石庭は哲学者サルトルやエリザベス女王が訪れて絶賛したことで世界的な“Zen 
Garden”として有名です。 
②金閣寺 金箔で覆われた舎利殿金
閣を持つことから金閣寺と呼ばれ親
しまれています。外国からの訪問者
にも“Golden Pavilion”として馴染み
のスポット。古都京都の文化財とし
てユネスコ世界遺産に登録されてい
ます。 
③二条城  徳川将軍が京都におい
て、滞在するための城でした。天皇の居住した御所に近接しており、国宝の二の丸
御殿や庭園、唐門が見学できます。 
二条城から金閣寺、金閣寺から龍安寺は、タクシーで移動します。 

INCLUSIONS ・ツア―中の交通費（公共交通機関とタクシー） 
・国家ライセンスを有する全国通訳案内士によるガイド 
・拝観料・入場料（金閣寺、龍安寺、二条城） 

PROGRAM FEE ・17,800 円（1人当たり/税別） 
・最少催行人員：2 名 

STARTING 
TIME 

①8：00～ 
②13：15～ 

DURATION 3 時間 45分 
（終了①～11：45・②～
17：00） 

実施日 月・火・水・木・金・土・日 
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住所:   〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館本館 B109 

電話番号:03-6432-0195 

WEB   https://truejapantours.com/ 

Mail:    info@truejapantours.com 

担当:   旅行事業部 横山隆志・山本珠紀 

 

True Japan Tour 株式会社 
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