
和菓子作りと茶道体験 
四季折々の風情を映しだす和菓子。
その美しい技を老舗の職人によるデモン
ストレーションを通じて学べます。和菓子
作りに挑戦後、完成した和菓子と共に、
茶会をお楽しみください。
（人数：最大20名　所要時間：約90分）

江戸前寿司作り体験 
老舗寿司職人による江戸前寿司の技を
眼の前で体験できます。繊細な過程を
学んだ後は、自分で握ったお寿司を試食
してみましょう。
（人数：最大30名　所要時間：約120分）

東京野菜で和食クッキング 
自然の恵みを活用する心、もったいない精神
など、日本人の心をクッキングを通して体験。
東京産野菜や築地場外市場などで入手した
旬の食材を用い、和食作りにチャレンジして
みませんか?チームビルディングにも最適
です。（人数：最大30名　所要時間：約120分）

多摩日帰りツアー 
富士山と並んでミシュランの3つ星に認定
された高尾山。高尾山ハイキングや多摩
エリアの名所巡り等、都心から片道約1時間
とは思えない自然をたっぷり満喫できる
日帰りツアーです。（人数：最大30名）
天候により中止される場合がございます。

ホタルナ/ヒミコ/
エメラルダスクルーズ（カクテル付き） 
アニメ界の巨匠松本零士氏がデザインした
ホタルナ/ヒミコ/エメラルダスに乗船し、
東京湾の夜景をお楽しみいただけます。
カクテルには、特別に東京の地酒を
提供いたします。
（人数：最大70名　所要時間：約90分）

侍トレーニング 
胴着を着用し、武士道について学びます。
侍ならではの威厳のある所作、立ち回りの
練習などをグループごとに行うため、
チームビルディング効果も得られます。
（人数：最大50名　所要時間：約60分）

日本酒レクチャー＆
テイスティング 
今や世界で大人気の日本酒。このプログ
ラムではスペシャリストによる東京地酒の
レクチャーと試飲がお楽しみいただけます。
パーティーを盛り上げる鏡開きも可能です。
（人数：最大50名　所要時間：約60-90分）

太鼓レッスン 
日本伝統文化の一つ「和太鼓」をチームの
メンバーたちと一緒に体験します。
最後にグループごとに演奏し、団結力を
育むことができます。
（人数：最大100名　所要時間：約60分）

東京ご到着の1カ月前までにお申し込みが必要です。
また、本オファーの最終申込締切日は2021年2月26日
となります。
本オファーの対象は日本国外在住の主催者（企業）
またはミーティングプランナーとさせていただきます。 
都内宿泊が100人泊以上を予定されているグループが
対象となります。
お申込受付は先着順となります。また当財団が定めた
年度内実施数を超えた場合は、最終申込締切日前で
あっても、受付を終了させていただく場合がございます。
お申込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予めご了承ください。その際には
代替プログラムを提示させていただきます。

•

•

•

•

•

人数や会場に制約のあるプログラムもございます。
ギブアウェイ、東京おみやげ及びVIP用ギフトは、在庫が
なくなり次第終了させていただきます。 また商品は予告なく
変更される場合がございます。 東京おみやげは事前に商品
が決まっているため、 お選びいただくことはできません。 
控え室はお客様側でご用意ください。 
オファー承認後に主催者もしくは申込者の理由によって
キャンセルされた場合はキャンセル料が発生いたします。
その他キャンセル時の条件等につきましては、 当財団より
ご連絡いたします。
掲載のプログラムは2021年3月31日まで実施予定ですが、
予告なく中止される場合もございます。
その他にも条件が適用される場合がございます。

•
•

•
•

•

•

ご注意事項

TOKYO’S
SPECIAL
OFFERS
FOR CORPORATE MEETINGS & INCENTIVE TRAVEL

2 0 2 0     2 0 2 1

日 本 語 版

Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB) offers special 
programs for corporate meetings and incentive travel.

こんまりメソッド™
ワークショップ※ 
こんまりメソッドで人生がときめく片づけの
魔法を学びませんか。片づけコンサルタント
が、日本の価値観に基づくこんまりメソッド
でどう人生をときめかせるかを紹介します。
（人数：最大50名　所要時間：約90分）

東京地産地染体験 
新宿・落合で育った草木を用い、
地産地染を体験。江戸染物の歴史や
職人の着物の染色技術などを学んだ後、
実際に染色体験ができます。
（人数：最大20名　所要時間：約90分）

ロボット
プログラミング体験 
最先端の小型ロボットRoBoHoNから
日本のビジネスマナーを学んだり、チームで
プログラミングに挑戦します。ご希望により
関連企業・製品の視察や、大型グループには
パフォーマンスの派遣も可能です。
（人数：最大30名　所要時間：約90分）

武道フィットネス 
強くしなやかな心と体を育んできた
伝統的「武道」の動きを、スタイリッシュな
照明、音楽を使ったダンサブルな
フィットネスとして体験します。
（人数：最大20名　所要時間：約60分）

高尾山エコウォーキングツアー 
現在はミシュラン３つ星を獲得しつつも、
かつては登山者が捨てていくゴミに
悩まされていた高尾山。その取り組みを
学びながら散策するエコツアー。
（人数：最大20名　所要時間：半日）
天候により中止され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。写真はイメージで、実際とは異なる場合がございます。記載情報は2020年6月現在。内容は予告なく変更される場合がございます。

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル6階

businessevents@tcvb.or.jp     |     www.businesseventstokyo.org公益財団法人 東京観光財団

*こんまりメソッド™ワークショップについて：この講座は、KonMari Consultant Projectによって認定を受けた、こんまり流片づけコンサルタントによって行われます。



ELCOME
 TO TOKYO

パーティーエンターテイメント文化体験プログラム 少人数のグループにお勧めです 大人数のグループにお勧めです

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。SUPPORT

FOR SITE VISITS TO TOKYO

1 , 0 0 0 人 泊 以 上 を ご 担 当 の 方 に は
東 京 へ の 視 察 を サ ポ ー ト し ま す

裏面に続きます

3,000
人泊以上

1,000-2,999

200人泊
以上の方に
もれなく差し
上げます！

人泊

400-999
人泊

200-399
人泊

100-199
人泊

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（人泊数）に応じ、エンターテイメントや空港
でのお出迎え、ギブアウェイ等をご提供しています。
“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

金継ぎ体験 
江戸時代が起源の「金継ぎ」を体験します。
江戸骨董筆を用い当時の歴史や文化、
リサイクル方法のひとつである「焼き継ぎ」
等の説明を始め、日本人の美意識や精神性
を体験しながら、新たな価値を現代に
蘇らせます。
（人数：最大50名　所要時間：約90分）

東京ダレデモ盆ダンス 
医師が監修し、日本を代表するダンサーの 
SAMが開発した誰もが楽しめる健康
ダンス。東京の伝統ある踊り「東京音頭」
をアレンジし、特別に振り付けをした
オリジナルダンスです。
（人数：最大50名　所要時間：約60分）

“北斎”東京ヨガ 
お寺や美術館など、東京の名所で
心身ともに活性化させるヨガの世界を
お楽しみください。北斎漫画に着想を得た
北斎ヨガも体験できます。
（人数：最大50名　所要時間：約90分）

CHOICE B

ギブアウェイ 
（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）

プログラムから1つを
お選びください

•ギブアウェイ（コットントートバッグ）
•空港でのお出迎えサービス   •VIP用ギフト

プログラムから2つを
お選びください

•ギブアウェイ（コットントートバッグ）
•空港でのお出迎えサービス   •VIP用ギフト

プログラムから2つを
お選びください

•ギブアウェイ（コットントートバッグ）
•空港でのお出迎えサービス   •VIP用ギフト

•ギブアウェイ（コットントートバッグ）
•空港でのお出迎えサービス   •VIP用ギフト

*文化体験プログラムやパーティーエンターテイメントを選ばれなかった
方には東京おみやげを差し上げます。（東京おみやげの種類はお選び
いただくことはできません。）

*CHOICE Bのプログラムをご覧ください。

写真はイメージです。ギフトは予告なく変更される場合がございます。ギフト類は東京にてお渡しします。また、アイテムは予告なく変更される場合があります。環境保護に配慮し包装等は省略させていただいておりますので、一部商品に
皺等が入っている場合がございます。予めご了承ください。(1) 例: “Welcome to TOKYO! XXXXX”ならびにロゴ（XXXXXの部分に団体名が入ります）。印刷に際して高解像度のロゴデータをご支給いただきます。「空港でのお出迎えサービス」
はご到着の10営業日前までにお申込みください。

https://businesseventstokyo.org/services-support/special-offer-for-corporate-events/申込用紙はこちらからダウンロード

W
CHOICE A

または

または

または

または

忍者パフォーマンス 
その軽妙で鋭い動きにより、今や“NINJA”は
グローバルなヒーローの代名詞です。
このプログラムでは、忍びの術を間近に見る
ことができます。何百年と引き継がれた日本
独自の伝統武術を体験できます。
（所要時間：10-15分）

“BLUETOKYO” ダンス＆
アクロバットパフォーマンス
日本発のスポーツ「男子新体操」の魅力を
発信する“BLUETOKYO”。高い身体能力を
備えたアスリートたちが芸術性をまとって
アクロバティックアーティストへと変貌。
唯一無二のパフォーマンスを披露します。
（所要時間：10-15分）

オリエンタリズム・
ワークショップ 
伝統とテクノロジーを融合させた動きや
リズム、精神性を表現するアート集団。
パフォーマンス後、東京の街中を駆け巡る
ユニークな参加型ワークショップもご用意。
（所要時間：約20分）

振袖さん 
艶やかな振袖姿“ジャパニーズビューティー”
がガラディナーなどのお出迎えや写真撮影
の対応をし、パーティー等に花を添えます。
必見の日本舞踊が会場を大いに盛り上げ
ます。（所要時間：10-15分）

相撲イベント 
元力士が相撲の代表的な技を披露します。
力士同士のぶつかり合う激しい音など、
迫力満点の取り組みは、日本にいるからこそ
見られるスペシャルなイベントです。力士との
取り組み体験も可能です。
（所要時間：15-20分）

和太鼓パフォーマンス 
そのリズム感と轟音、言葉を超えて感動を
与える和太鼓は海外でも注目を集めて
います。このプログラムではダイナミックな
和太鼓パフォーマンスをご覧いただけます。
（所要時間：10-15分） 音量が大きいため、上演の
可否はイベント会場に事前にご確認ください。

東京阿波踊りパフォーマンス 
陽気なリズムに合わせた独特なステップ
を持つ阿波踊りは、男女の踊り手が生の
お囃子と共に会場を賑やかに盛り上げます。
パフォーマンス終了後には踊りの体験も
可能です。（所要時間：15-20分）

書道パフォーマンス 
和楽器の生演奏に合わせて、巨大な紙に
書き上げる迫力満点のパフォーマンスは
必見です。（所要時間：15-20分）

生け花パフォーマンス 
生け花のイメージを大きく変える、大規模な
パフォーマンス。三味線の生演奏や
日本民謡などの伝統音楽と華道がコラボ
レーションした新しいアートをお楽しみ
ください。（所要時間：15-20分）

“ヲタ芸” パフォーマンス 
「ヲタ芸」とは元々、アイドル歌手のファンが
手拍子や声援などで一緒に応援するのを
楽しんでいたことから始まりました。
サイリウムを使った曲線と直線による光の
芸術は必見です。みんなでサイリウムを
持てば一体感も高まります。
（所要時間：10-15分）

鏡獅子パフォーマンス 
おめでたい場にぴったりの「鏡獅子」の
華やかで勇壮なパフォーマンスをお楽しみ
ください。（所要時間：15-20分）

•ギブアウェイ（コットントートバッグ）
•空港でのお出迎えサービス(1)

•VIP用ギフト ご要望に応じた
カスタムプランをご用意

ギブアウェイ
ショッピングや
観光にも便利な
コットントート
バッグ。

VIP用ギフト
東京染小紋チーフ

空港でのお出迎えサービス
羽田もしくは
成田空港の到着
ロビーにて、
ウェルカムバナーを
持ってお出迎え
します。(1)

白Ａパフォーマンス 
プロジェクションマッピングを駆使し、
「パフォーマンス」と「テクノサウンド」を融合
させた近未来型エンターティメント集団
「白Ａ」。東京と江戸をめぐるイマーシブ
パフォーマンスを披露します。
（所要時間：10-15分）

1,000人泊
以上の方のみ
お申し込みいた
だけます

東京おみやげ
 特別にデザインされたアイテムを

東京の思い出に

人泊数によって1つ、もしくは
2つをお選びください。

ROGRAMSP
FOR CHOICE B
CHOICE Bのプログラム

時間と人数はあくまでも目安です。詳細はお問い合わせください。


