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TOKYO’S 
SPECIAL OFFER
東京観光財団では、東京で開催される企業会議及びインセンティブツアーに対して、海外からの
参加者数に応じ、エンターテイメントや空港でのお出迎え、ギブアウェイ等を提供します。
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参加者全員へ和柄のお箸と
箸置きのセットをプレゼント！

参加者全員へコットンバックを
プレゼント。 ショッピングや観
光に大活躍！肩からかけられる
バッグです。

ギブアウェイ

ギブアウェイの他に、空港でのお出迎え、更に東京の伝統的、また
現代的なエンターテインメントを提供致します。ガラディナーやチーム
ビルディングに是非ご活用ください！

VIPの方には更に着物ボトルウェアを贈
呈します。

到着ロビーにて、歓迎バナーを持って皆さん
をお出迎え致します。バナーには会社の名前
及びロゴを入れることが可能です。

さらに、1～10のプログラムもしくはエンターテインメントよりひとつお選びください。

伝統的な歌舞伎の舞「鏡獅
子」を披露します。お化粧
風景の披露等いつもは見る
ことのできない舞台裏のレ
クチャー付です。
> 所要時間：約 60分

日本の伝統文化の一つ和太鼓を体験
します。最後はチームにて演目披露
があり、チームビルディング効果も得
られます。
 >人数：最大 100名　所要時間：約 60分

着物を着用し、まずは武士道につい
て学びます。チームごとに立ち回り
の練習をするなど、チームビルディン
グ効果が得られます。
 >人数：最大 60名 /回×２回
　 所要時間：約 60分

プログラム
1. 歌舞伎レクチャー＆鏡獅子 2. 和太鼓レッスン 3. 侍トレーニング

VIP向けギフト 羽田 /成田空港でのお出迎えサービスギブアウェイ

※ギフトは予告なく、変更になる場合があります。

100人泊※以上の
グループ対象

400人泊以上の
グループ対象

※人泊とは、海外の参加者 1名が都内に 1泊した数となります。
　例：50名×2泊 =100人泊  / 200名×2泊 =400人泊
※ギフトは予告なく、変更になる場合があります。
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和食をテーマにしたチームクッ
キングを体験できます。
> 人数：最大 45名
　所要時間：約 3～ 4時間

和菓子の老舗職人のデモンストレー
ションを見た後、実際に和菓子作
り体験ができます。完成した和菓
子と共に茶会をお楽しみ下さい。
> 人数：最大 20名 /回×最大 4回
　所要時間：約 90分

本物の寿司職人さながらの寿司にぎ
り体験ができ、寿司の歴史やネタに
ついての知識も得られます。最後に
自分の作った寿司を試食します。
> 人数：最大 30名 /回×3回
所要時間：約 90分

日本伝統文化である華道をエンター
テインメントとして紹介。皆さんの
前で大きな生け花を作り上げるパ
フォーマンスを行います。
 > 公演時間：15～ 20分

15～20名の男女が軽快なリズムと
踊りでお囃子の生演奏と共に会場を
盛り上げます。パフォーマンス終了後
は阿波踊り体験もできます。
 > 公演時間：15～ 20分

忍びの術を披露、長年引き継
がれた伝統の武術をお楽し
みください。

白塗りに日本髪、華やかな振袖姿
でお客様をおもてなし致します。
日本舞踊のステージも必見です。
 > 公演時間：15～ 20分

東京で体験できるアク
ティビティを紹介した
ブックレットを無償で
ご提供します。お客様
への説明用としてお役
立てください。

ご希望の方に、都内の観光スポット、エリア
別ガイドと地図、グルメ、ショッピング、交
通機関等紹介した東京ハンディ－ガイド、マッ
プを提供致します。
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
注：別途申込書が必要となります。詳細はコンベン
ション事業部までお問い合わせください。

パーティーエンターテインメント

4. チームクッキング

7. 生け花パフォーマンス

10. 忍者パフォーマンス＆振袖さん

8. 太鼓パフォーマンス 9.  阿波踊り

5. 和菓子作りと茶道体験 6. 寿司作り体験

4～6名のパフォーマーが力強い和太
鼓の演奏を披露します。
 > 公演時間：15～ 20分

＊4、5、6の実施会場につきましてはお問い合わせください。

Other Services
東京ハンディーガイド・マップインセンティブ向けプログラムを

ご紹介したブックレットを提供します
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さらに、1～6のプログラムもしくはエンターテインメントよりひとつお選びください。

巨大な紙に書き上げるパフォーマンスは
迫力満点。和楽器の生演奏に合わせて
お楽しみください。 
> 公演時間：15～ 20分

元力士が代表的な技を披
露。力士同士のぶつかり
合う音は迫力満点です。
力士との直接対決も体験
できます。
> 公演時間：15～20分

歌舞伎役者2名による連獅子、神楽大
蛇の舞を生演奏に合わせて披露し
ます。
 > 公演時間：15～ 20分

生演奏による三味線や日本民謡などの
伝統音楽と華道がコラボレーションし
た大規模な生け花パフォーマンスをお
楽しみください。 
 > 公演時間：15～ 20分

7名による迫力満点の太鼓
パフォーマンスを披露します。
 > 公演時間：15～ 20分 

25～ 30名の男女踊り手が生
のお囃子と共に会場を盛り上
げます。パフォーマンス終了
後に踊り体験をできます。  
> 公演時間：15～ 20分

日本を代表する古典芸術「能」。UNESCO
の世界無形遺産にも指定されている伝統舞
踊をお楽しみ下さい。> 公演時間：20～ 30分

Aコース

Bコース ～豪華パフォーマンスプログラム～

1. 書道パフォーマンス

4. 生け花パフォーマンス 

1. 能 演舞 神楽大蛇や連獅子の舞、歌舞伎イリュー
ジョンマジック、忍者アクションをお届け
します。
 > 公演時間：20～ 30分

2. 歌舞伎エンターテインメントショー

5. 太鼓パフォーマンス＆振袖さん 6. 阿波踊り＆振袖さん

2. 相撲イベント  3. 歌舞伎パフォーマンス 

お申し込み・お問い合わせ先

公益財団法人 東京観光財団     TEL:03-5579-2684 / FAX:03-5579-2685 / 〒162-0801東京都新宿区山吹町 346番地 6日新ビル 6階

ギブアウェイ& VIP向けギフト、羽田 /成田空港でのお出迎えサービス
＊詳細は 400人泊以上のグループ対象をご覧ください。

businessevents@tcvb.or.jp

下記 Aもしくは Bのコースより、
お好きなコースをひとつお選びください。

  ご注意　
・東京到着日の1カ月前までに、主催企業もしくは海外の
ミーティングプランナーからのお申込みが必要です。（最
終申込締切日：2017年2月28日）
・対象となるのは、申込時点で開催地が未決定で、かつ
実施が決定した場合の海外参加者の都内宿泊が100人
泊以上を予定されているグループとなります。
・このパンフレットに掲載されている内容は全て予定で
あり、お申し込み時の状況によってはご希望の手配が
できない場合がございますのでご了承ください。

・最終申込締切日の前であっても、財団が予定する年度
内の実施数を超えた場合は、受付を早めに終了させて
いただく場合があります。
・1回に体験できる人数や会場について制限のあるプロ
グラムもございます。詳細については、お申込み先ま
でお問い合わせください。
・ 写真はイメージとなり、実際提供するものと異なる場
合がございます。
・ このパンフレットの掲載内容を許可なく転載、複製す
ることを禁じます。

http://businesseventstokyo.org 

東京での企業会議及びインセンティ
ブツアーを計画中の海外主催者・プ
ランナーを対象に事前視察時の航
空券、宿泊費、都内交通費等をサ
ポートします。詳しくはお問い合
わせください。

東京への視察をサポートします

1000人泊以上の
グループ対象




