
従業員、顧客、取引先、株主など日本全国・海外
からのあらゆるお客様をおもてなしします。
ＭＩＣＥに伴うパーティーやエクスカーションも
トータルでご提案します。

地域の“人”との出会い・交流を促進するプログラ
ムや会議・セミナー・研修に集中できる環境をご
提案します。

企業の発展に貢献する社員の＜やる気＞に、そし
て大事なお客様に特別感・非日常感のある満足度
の高いプランをご提案します。

旅行中のレクリエーションにおすすめの「チーム
ビルディング」素材をはじめ、体験・パーティー
など、グループに合ったご旅行をご提案します。
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JTBらしさを存分に発揮した「ならではの価値」にこだわった高付加価値企画コンテンツです。お客様・マーケット・社会課題
に対して解決手段の提案に適したコンテンツを企画・ラインナップしています。

コミュニケーション強化
親睦・組織の絆・コミュニケーション活性化

モチベーションアップ
やる気・販売意識の向上

組織内の親睦・コミュニケーションを活
性化させ、連帯感・一体感が高まる企画
をご提案します。

従業員満足度（ES）・やる気・ロイヤル
ティー向上、お客様・お取引先様との絆
の深化につながる企画をご提案します。

一体感の醸成・良好な人間関係 従業員満足度（ES）向上・
お客様 お取引先様との関係強化

人材育成・学び
人材育成・学び・気づきや発見

ミーティング＆イベント
各種会議・インナーイベント等の企画運営

組織活性化・業務スキル向上を図り、知的好奇
心を満たせる体験型の研修を中心に人材育成・
学び・気づきや新たな発見につながる企画をご
提案します。

ステークホルダーに対する組織へのロイヤル
ティー向上・モチベーション醸成のため全国規
模の大会・会議・表彰式・お客様向けイベント
等の企画運営をお手伝いします。

人材育成による組織活性化・
業務スキル向上・学びの機会創出

ステークホルダーに対する組織への
ロイヤルティー向上・モチベーション醸成

Communication Motivation

Development of Human Resources Meeting & Event

JTBが各事業者様や地域の皆様と連携・協力し
て独自に企画プロデュース、JTBでしかご提案
できない高付加価値コンテンツ

その場所でしか見学、体験できない等、その地
域ならではのプラン内容が旅行等の主たる目的
になり得る、または旅行先を選定する際の主た
る要素になり得る価値のあるコンテンツ

その時（期間限定）でしか見学、体験できない
等、その期間ならではのプラン内容が旅行等の
主たる目的になり得る、または旅行先を選定す
る際の主たる要素になり得る価値のあるコンテ
ンツ

フォトハント体験（イメージ）

SDGs“循環型農業”体験プログラム
（イメージ）

「乃木神社」昇殿参拝と
境内貸切パーティープラン

（イメージ）

人と共に踊る鯉によって描かれる
水面のドローイング- Infinity

© チームラボ
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首都圏

伝統と最先端がまじわり、新しいものが
生まれる街へ新たな感動を見つけよう！

東京都の主要宿泊地へのアクセス 羽田空港から車で約20分／JR東京駅から車で約20分

羽田空港から車で約50分／JR東京駅から車で約20分 羽田空港から車で約50分／JR東京駅から車で約20分

羽田空港から車で約35分／JR東京駅から車で約15分 羽田空港から車で約30分／JR東京駅から車で約10分

羽田空港から車で約105分／JR東京駅から車で約50分 羽田空港から車で約35分

羽田空港から車で約110分／JR東京駅から車で約30分 羽田空港から車で約40分／JR東京駅から車で約20分

羽田空港から車で約40分／JR東京駅から車で約25分 羽田空港から車で約20分／JR東京駅から車で約20分

羽田空港から車で約30分／JR東京駅から車で約15分 JR東京駅から車で約30分／JR新横浜駅から車で約40分

本郷・九段・神田

池袋付近

八王子

多 摩

新宿・渋谷

赤坂・六本木

品川・浜松町

上野・浅草

新橋・銀座

東京駅付近

有 明

お台場

羽田空港

神奈川県の主要宿泊地へのアクセス

箱根湯本駅から車で約30分

箱根湯本駅から車で約25分

小田原駅から車で約20分

小田原駅から車で約30分

箱根湯本駅から車で約1～5分

小田原駅から車で約30分

羽田空港から車で約30分／
新横浜駅から車で約30分

羽田空港から車で約35分

湯の花沢

箱根園

小田原

大 磯

箱根湯本

湯河原

横 浜

新横浜駅付近

千葉県の主要宿泊地へのアクセス

東京駅から車で約140分

東京駅から車で約110分

東京駅から車で約110分

東京駅から車で約90分

羽田空港から車で約40分／
東京駅から車で約30分

安房小湊

犬吠埼

安房鴨川

富 浦

新浦安・舞浜

東京フォトロゲイニング
体験プラン ㏌お台場・有明

小江戸川越で狭山茶お抹茶
和三盆体験&着付体験

東京都で対応可能な
プラン

講談師と行く知られざる
東京観光スポットめぐり

滝沢栄一ゆかりの地を巡る
東京街歩きフォトハント

帝国ホテル 東京
テーブルセッティングと
伝統のフルコース

伝統のその先へ！
『アメシン』古の飴細工体験

モノを大切にする
日本の伝統工芸から学ぶ
『金継ぎ』体験プラン

「乃木神社」昇殿参拝と
境内貸切パーティープラン

国指定有形文化財
“江戸総鎮守”神田明神
イベント&パーティープラン

チームラボプラネッツ
TOKYO 豊洲 団体特別プラン

ちょうなん西小
PREMIUM FIRE SHOW

見えない脅威との共存時代を
『今』考える

ビーチクリーン＆
マイクロプラスチックでアート＠江の島

横浜の歴史ある建物
横浜山手西洋館パーティープラン

音楽プロデューサー
小林武史氏主宰
SDGs“循環型農業”体験プログラム

体験型人材育成プログラム
『The 社会人道』

組織力UP！ボッチャ体験型研修

首都圏で対応可能な
プラン

心のバリアフリー化宣言！
『車いすスポーツ体験』

「テーマパーク」の
ホスピタリティーから学ぶ
ビジョンが見えるCS向上セミナー

「ずれない」伝え方講座
シナリオで絵が浮かぶ伝え方を学ぶ

涙活でストレス発散＆
デトックス効果によりONETEAM構築

ルミネtheよしもと観劇＆
パーティープラン

チャンバラ合戦-戦IKUSA

IKUSA運動会3種【戦国、NEW、防災】

明治神宮 歴史的建造物
「桃林荘」での特別会食プラン

関東大震災・東京大空襲
平和学習

日本の伝統芸能"雅楽"を学ぶ
教育旅行向けプログラム

JTBエンタテインメント
所属声優による
イベント・パーティーMCプラン

「ちちぶ町住客室」
町歩き満喫プラン
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フォトロゲイニングは、地図をもとに時間内でチェックポイントを回り、チーム対抗で得
点を集めるスポーツです。2～6名のチーム毎に作戦を立てて、フォトスポットでは見本と
同じ構図で写真を撮影し、得点を獲得していきます。東京の人気観光地であるお台場・有
明エリアをめぐり、組織のチームワークを高めながら、旅行の思い出も作ることができる
といった一石二鳥のプランです。

⚫所要時間：約90～150分
⚫対応可能人員：10～100名
※一斉スタートの場合は上記の人数設定ですが、
時間差スタートを行えば500名まで対応可能です。

⚫JTB×日本フォトロゲイニング協会オリジナル企画
⚫ガイドブックにはない穴場フォトスポットを多数設定
⚫チームビルディングをしながら観光スポットも満喫！

観光しながらチームビルディングも体験
できる一石二鳥プラン！

東京フォトロゲイニング
体験プラン in お台場・有明

東京都 • お台場/有明

江戸の文化と歴史を知り尽くした講談師が誘う知られざる東京の旅！街
歩きコースでは渋沢栄一ゆかりの地を、貸切バスコースでは浅草散策を、
屋形船コースでは海上からの景色と講談をお楽しみいただけます。

⚫所要時間：90～300分
⚫対応可能人員：15名～（応相談）

話題の講談師が「通」の東京をご案内

講談師・神田山緑氏

講談師と行く知られざる
東京観光スポットめぐり

東京都 • 
日本橋、浅草他

ボッチャは年齢・性別・障がいの有無関係なく、誰もが取り組むことが
できるシンプルなスポーツです。楽しいのは勿論、自然なコミュニケー
ションを生み出し、「仮説立て→実行→検証」というビジネスのスキル
も体感できます。

⚫所要時間：約100～150分
⚫対応可能人員：～96名まで

自分が体験することで、
もっと身近なスポーツに！

ボッチャ体験（イメージ）

組織力UP!
ボッチャ体験型研修

出張型プラン

車いすバスケットボール、車いすラグビーの2種目から選択可能です。車いすスポーツでは、
各々の選手の障がいレベルについて持ち点が定められており、チームメンバーが「何がで
きる」「何が苦手」なのかを把握し、戦略を立てる必要があります。本商品では楽しみな
がら真のバリアフリーを実感でき、「様々な人材をどう動かすか」といった組織運営に役
立つ観点も学べます。

⚫所要時間：約140分
⚫対応可能人員：10～200名

（競技によって異なります）

みんな違うからチームになると面白い！

体験の様子（イメージ）

心のバリアフリー化宣言！
『車いすスポーツ体験』

出張型プラン

⚫会議後や職場旅行のコース別観光におすすめ
⚫徒歩・バス・屋形船と3つのラインナップから選べる
⚫講談師が選んだディープな東京を満喫

⚫パラスポーツ体験が気軽にできる！
⚫チーム運営・会社経営にも生かせる観点を学べる！
⚫全国どこにでも出張可能な研修プラン

⚫パラスポーツ体験が気軽にできる！
⚫全国どこにでも出張可能な研修プラン
⚫オプションで世界を経験、目指しているパラアスリートと一緒にプレーも！

体験イメージ（©一般社団法人日本フォトロゲイニング協会）
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CSR活動や環境学習に！ゲーム感覚で「目指せ！日本一楽しいゴミ拾い」をコ
ンセプトにビーチクリーンを行いSDGs「海の豊かさを守ろう」を実践。拾っ
たプラスチックを利用して１枚の絵を作るチームビルディングは、楽しみなが
ら気付き・学びを得ることができ、コミュニケーション醸成の一役となります。

⚫所要時間：約2～3時間20分
⚫対応可能人員：20～150名

⚫職場旅行や校外学習のコミュニケーション活性化！
⚫江の島アイランドスパで湘南の食材を使ったランチも！
⚫1日最大1,700名が参加する海の清掃活動を商品化！

SDGs「海の豊かさを守ろう」を実践！

片瀬東浜海岸にて約30分間で拾ったプラスチックごみ

ビーチクリーン＆
マイクロプラスチックで
アート＠江の島

神奈川県 • 
湘南・江の島

チャンバラ合戦や本能寺からの脱出など戦国をテーマにした「戦国運動会」、
バブルサッカーやドッヂビーなど聞いたことあるけどやったことはないス

ポーツが体験できる「ＮＥＷ運動会」、基礎的な防災知識や災害時の知恵を

学び防災意識を高められる「防災運動会」の3種類から選べます！

⚫所要時間：約2時間～1日
⚫対応可能人員：30～2000名

普通の運動会はもういやだ！？
見たことのない新しい運動会！

運動会種目（イメージ）

IKUSA運動会3種
【戦国、NEW、防災】

出張型プラン

チャンバラ合戦は、スポンジ製の当たっても痛くない刀で、腕につけたボール
（命）をたたき落とす、身体と頭を使った多人数参加型のチームビルディング
アクティビティです。

⚫所要時間：約90～150分
⚫対応可能人員：30～2000名程度

日本古来の「遊び」で頭と体をフル稼
働！チームビルディングの新定番

チャンバラ合戦（イメージ）

チャンバラ合戦-戦IKUSA

⚫段ボールが素材の城壁を戦場に設置する城壁プランはJTB限定プランです！
⚫社内イベント・研修・学生団体向けプログラムと目的に合わせて設定可能！
⚫ルールも簡単で老若男女、気軽に楽しめる！

⚫【戦国運動会・ＮＥＷ運動会】オリジナルの横断幕・のぼり旗4本がついた
お得なセットプランはJTBオリジナルプラン！
⚫【防災運動会】AED訓練機を使用したJTBオリジナル競技あり！

JTB×帝国ホテル東京のオリジナルプログラム。
帝国ホテルを中心とした東京の魅力を探すフォトハンティング。
課題を探してチーム力を磨き、｢絆｣を深めるきっかけに！

⚫所要時間：約4時間
⚫対応可能人員：10名～50名

チーム対抗のゲーム感覚で
観光スポット巡り

フォトハント体験中（イメージ）

渋沢栄一ゆかりの地を巡る
東京街歩きフォトハント

東京 • 有楽町

⚫チームワークを高めながら、旅行の思い出も作れる！
⚫近代日本経済の父といわれる渋沢栄一の歴史に触れる！
⚫チームビルディングをしながら観光スポットも満喫！
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横浜・八景島シーパラダイスは「海」「島」「生きもの」のテーマパーク。
水族館「アクアミュージアム」は700品種12万点の生きものたちが生活する、
日本最大級の水族館です。閉館後の「アクアミュージアム」を独り占めして行
う体験は、思い出になること間違いなし！

⚫所要時間：約2時間
⚫対応可能人員：～250名

⚫イルカショーの会場では、大型ビジョンを使ってお持ち込みのDVD等の
映像上映が可能。学校にちなんだ曲を利用した演出も可能！

（要相談・音源持ち込み）

【学生団体限定プラン】

特別イルカショー※イメージ

横浜八景島シーパラダイス
「アクアミュージアム」
閉館後貸切プラン

神奈川県 • 
横浜市
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豊洲のチームラボプラネッツは、アートコレクティブ・チームラボによ
る「水に入るミュージアムと花と一体化する庭園 」です。チームラボ作
品唯一裸足となり、超巨大で幻想的なアート作品を五感でお楽しみいた
だけます。

⚫所要時間：約60～90分
⚫対応可能人員：15名～

⚫一般法人：お申込み団体様の優先入場可能！
⚫学校団体：優先入場+30名につき引率者1名無料！
⚫貸切の対応も可能！

裸足となって五感で没入していく、
幻想的なアートを体験！

チームラボプラネッツ
TOKYO 豊洲
団体特別プラン

東京都 • 豊洲

お客様のご要望やテーマに合わせ、3～5分程度の花火・火薬効果・音楽
を組み合わせたショーを企画、打ち上げいたします。ショーの演出は有
名テーマパーク等での打上実績のある花火演出チームが担当いたします。

⚫所要時間：約60分
⚫対応可能人員：10～150名

花火×音楽 世界にひとつだけの
オリジナル花火ショー

校庭での打ち上げの様子（イメージ）

ちょうなん西小
PREMIUM FIRE SHOW

千葉県 • 長南町

創業明治2年、和の情緒溢れる「丹徳庭園」にて、狭山茶のルーツと
なる「河越茶」の伝統作法を学びながら、JTB限定のお抹茶・和三
盆作り体験と本格着付け体験をお楽しみいただけます。

⚫所要時間：約40分～7時間
⚫対応可能人員：15～30名

非日常 和情緒あふれる空間で
本格和文化体験

小江戸川越で狭山茶お抹茶
和三盆体験&着付体験

埼玉県 • 川越市

⚫映像のお持ち込みも可能ですので、企業の周年イベントの演出等にお勧め
⚫安全面に配慮しつつ、これ以上ない至近距離からの花火打ち上げを体感
⚫雨天時はちょうなん西小内体育館で実施の為、雨天時でも安心

⚫本格和文化体験したい職場旅行・学生・インバウンド団体におすすめ
⚫狭山茶づくしのご昼食や写真撮影などアレンジも可能
⚫着物を着て川越の蔵造の街並みを散策できるプラン

丹徳庭園園内（イメージ）

人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング- Infinity© チームラボ

帝国ホテル 東京で、テーブルセッティングを体験。完成後は、ホテルの
スタッフがチーム力を審査！楽しみながら、学びも得られます。体験後
は、自分達でセッティングしたテーブルで伝統のフランス料理を堪能。

⚫所要時間：約3時間
⚫対応可能人員：10～50名

ホテルのプロが審査！
一体感とコミュニケーション活性化

テーブルセッティング体験中のイメージ

帝国ホテル 東京
テーブルセッティングと
伝統のフルコース

⚫短期間で効果的に、仲間との一体感を創出
⚫自分達でセッティングしたテーブルで、伝統のフルコースを堪能
⚫チームビルディングからお食事まで同じ会場で実施

東京都 • 有楽町
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明治天皇第二皇子建宮敬仁親王の御殿であった「桃林荘」。明治神宮の神域の
内、萩の御庭の一隅に移築され保存、平成15年に東京都選定歴史的建造物に
選定されました。本プランのお食事はこだわりの和食懐石コース料理をご提供。
都心とは思えない、自然豊かな空間と日本の歴史を体感いただけます。

⚫所要時間：約120分
⚫対応可能人員：20～48名

⚫普段なかなか入れない歴史的建造物での特別会食プラン
⚫インセンティブや特別なご招待イベント等の利用に最適！
⚫プライベート感満載の、落ち着いた会場

都心に広がる緑豊かな杜の中で過ごす、
特別なひととき

外観

明治神宮 歴史的建造物
「桃林荘」での特別会食プラン

東京都 • 明治神宮前
（原宿）

埼玉県・秩父

昭和レトロな雰囲気漂う街並みで
一味違う町歩き体験を

「ちちぶ町住客室」
町歩き満喫プラン

⚫所要時間：約90分
⚫対応可能人員：都度相談ください

（１バス程度推奨）

秩父神社参道にある昭和レトロなお店が並ぶ商店街周辺を観光しながら
食べ歩きができるプランになります。商店街を満喫できる町歩き地図と
さまざまな特典を受けられる町歩き手形をお渡しし、お客様自身で見学内容や
体験内容をご自由にカスタマイズして頂くことが可能です。

地元ガイド「結人」による案内の様子（イメージ）

⚫社員旅行やワーケーションの一環としてのご利用におすすめ
⚫10名以上の団体は地元ガイド「結人」のアテンド付き！
⚫オプションの秩父神社の宝物見学と秩父祭り会館の貸切もJTBオリジナル

外観

東京都 ・麻布

東京アメリカンクラブ”は、国や文化を越えて、
世界中から人々が集まる会員制国際クラブです。世界中のVIPに愛される理由
は、グローバルな雰囲気とその贅沢な空間。
選ばれた人だけが足しげく通う、どことも比べる事ができない唯一無二の場所
で特別なパーティープランをご提供いたします。

⚫所要時間：約120分
⚫対応可能人員：20～600名

⚫他社にはない、JTBオリジナルパッケージをご提供いたします
⚫通常会員メンバー以外はいることができない場所で世界クラスの
ホスピタリティーを味わうことが可能！

非日常と特別感に満ち溢れた空間で
パーティー

世界クラスのホスピタリティーを
味わう、「東京アメリカンクラブ」
の特別なパーティープラン

東京の街並みを独り占め！
『東京スカイツリー®』
貸切プラン

いつもとはひと味違う特別なひと時を！

東京都 ・押上

©TOKYO-SKYTREE

⚫JTB限定グッズ付き
⚫褒賞旅行や社内表彰式、パーティー党、様々なシチュエーションでアレンジ
可能！

世界一高い自立式電波塔「東京スカイツリー」。地上350メートルに位置し、
5メートルを超える大型のガラスが360度に配置された「東京スカイツリー天望
デッキ」や、地上450メートルにガラス張りの回廊が続く「東京スカイツリー
天望回廊」を営業時間前後に貸切利用できます。

⚫所要時間：約120～150分
⚫対応可能人員：10～400名
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「ap bank」などを通じて環境問題に取り組んできた音楽家小林武史氏が代表
を務める約9万坪の広大な農場「KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）」
で、実際に地球環境に配慮した「循環型農業」を見学・体験することで実践的
なSDGsを学ぶことができます。

⚫所要時間：約3時間30分
⚫対応可能人員：10～40名

⚫SDGsの理解を深めることができる体験型プログラム
⚫企業研修や職場のレクリエーション、オフサイトＭＴＧ、野外イベントも！
⚫体験学習の後は自然溢れる園内でオーガニックランチ！

食と農業、アートの融合
「KURKKU FIELDS 」に学ぶ

園内（イメージ）

SDGs“循環型農業”
体験プログラム

千葉県 • 木更津

飴細工の伝統を保持し、もっと広めるために革新的な飴細工を生み出して
きた「アメシン」。体験教室では、実際に手と和ばさみを使い、ひとかた
まりの温かい飴から作品を作り出すという特別な体験をしていただけます。

⚫所要時間：約90～120分
⚫対応可能人員： 40名

日本随一の技術を誇る飴細工専門店で
飴細工の体験を！

伝統のその先へ！
『アメシン』古の飴細工体験

東京都 • 浅草

金継ぎは日本の伝統工芸が誇る器の修理技術です。「モノを大切にする心」だ
けでなく「こわれる前よりも美しく」蘇らせる精神は海外からも熱い注目を集
めています。体験を通して資源リサイクルの大切さを学びます。

⚫所要時間：約120分
⚫対応可能人員： 2～40名

日本が世界に誇る
器の修理技法「金継ぎ」体験

金継ぎ（イメージ）

日本の伝統工芸から学ぶ
『金継ぎ』体験プラン

東京都 •
新宿・渋谷

若年社員を対象に、自衛隊式訓練を通して社会人基礎力と、企業の経営理念や行動規範の
必要性を伝える研修プログラム。厳しい訓練の「真の意味」に気付いた時に主体性が芽生
え、困難も乗り越えられるタフな社会人へと変貌を遂げられます。訓練終了時の成し遂げ
た達成感と同時に自信に満ちた目の輝きは研修前と大きく変わっております。

⚫所要時間：1泊2日
⚫対応可能人員：15～40名

自衛隊OB監修の訓練で
主体性、連帯感を醸成

手旗信号訓練の様子（イメージ）

体験型人材育成プログラム
『The 社会人道』
-妥協を許さず厳しさを基盤に指導する「訓練」の実施-

千葉県 • 茂原

⚫職人による丁寧なサポートがあるため、初心者でも安心してご参加可能！
⚫多くの職人を確保しているため、団体の対応が可能！
⚫JTBの団体のみ、ボンボン飴の試食プレゼント

⚫都内では珍しい、団体で陶芸体験ができる施設。「食文化ツーリズム賞」受賞イベント
⚫体験で修理した器はそのままお持ち帰り
⚫本漆を使わないため被れない

⚫普段は体験することのできない自衛隊式訓練！
⚫座学では学べない、実践体験型の研修！
⚫新入社員、若手社員向け研修におすすめ！

飴細工「うさぎ」（イメージ） 体験の様子（イメージ）
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新型コロナウイルス感染症の発生源となった中国・武漢からの帰国者受
入れを表明した勝浦ホテル三日月。経営者の心情や、従業員の心の移り
変わり等、当時の緊迫感ある様子を再現した映像をご覧いただけます。

⚫所要時間：約90～120分
⚫対応可能人員： 8～100名

⚫企業や自治体、学生団体の研修にお勧め
⚫地域が抱える諸課題への解決と地域の一体感醸成へのヒントに
⚫新聞やテレビ等では報じられなかった真実を克明に三日月の担当者がご説明

武漢帰国者受入れの経験を通じて得た
『絆』の物語

勝浦ホテル三日月から出発する武漢帰国者を見送る大勢の勝浦市民

見えない脅威との共存時代を
『今』考える

千葉県 • 勝浦市

「なみだ先生」こと感涙療法士の吉田講師より、涙の効用やストレスと上手に付き合う方
法についてレクチャーを行い、参加者が実際に「涙活」を体験するなかで、各自が抱えて
いる日ごろのストレスを解消させます。また、参加者が一緒に涙を流して、各自の涙腺ポ
イントを語り合うことで、お互いのことを理解する時間も設け、コミュニケーションの活
性化も図ります。

⚫所要時間：約1時間30分～5時間
⚫対応可能人員：1～1,000名

～ 涙はあなたと組織を変える～

講義の様子（イメージ）

涙活でストレス発散＆
デトックス効果により
ONETEAM構築

出張型プラン

世界的テーマパークの事例を交えながら、企業価値を高めるために経営
幹部が持つべき大切な原則、スタッフの能力を引き出すコツや、個々が
プライドを持って仕事に取り組むことの素晴らしさをお伝えします。

⚫所要時間：日帰りまたは1泊2日
※3時間も可

⚫対応可能人員：20～50名

自社にしかない特別な企業価値の創
造を目指すプラン！

「テーマパーク」の
ホスピタリティーから学ぶ
ビジョンが見えるCS向上セミナー

出張型プラン

「伝える」と「伝わる」の間には、大きな溝があります。
その溝を埋めるポイントは、『セリフ』『構成』『ビジュアル化』。
『ずれない』プレゼンテーションでは、映画やテレビドラマのシナリオ術を
使って、伝えるためのポイントを身につけるプランです。

。

⚫所要時間：約2～5時間
⚫対応可能人員：12名～

※会場収容人員による

『ずれない』プレゼンテーション
～伝えたいことはシナリオ化せよ～

研修の様子（イメージ）

伝えたいことを、
相手に伝えるノウハウを学ぶ

出張型プラン

⚫涙にちなんだJTBオリジナルグッズをプレゼント
⚫お客様のニーズに沿ったプログラムをご提供！
⚫教育関係、学生団体向けプログラムとしてもご利用可能

⚫エージェントではJTBのみで限定商品化
⚫お客様のご要望により出張対応も可能！（エリアは要相談）
⚫コミュニケーション豊かな、活力のある職場作りに役立つプラン！

⚫PR動画の作り方など、広報に必要なプレゼン力を強化！
⚫社内コミュニケーション（報連相）での認識のズレを解消！
⚫お客様のニーズとのズレを解消し、営業力を養成！

講演風景（イメージ） 講義の様子（イメージ）
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東京都 • 墨田区

～平和の大切さを学ぶ～

関東大震災・東京大空襲
平和学習

⚫所要時間：約60分～180分
⚫対応可能人員： 5～80名

東京の平和学習が学べる、「学び」要素に特化した,教育旅行にも最適な
オリジナルコンテンツです。関東大震災・東京大空襲の戦跡をめぐる平
和学習を学ぶプログラムです。広島・長崎と同様に大きな被害を受けた
東京の惨状について学びます。

⚫墨田区観光協会×JTB共同制作の平和学習ワークシートが利用可能
⚫東京都慰霊堂での講演・周辺の戦跡及び歴史ガイドツアーをセットで体験
⚫相撲部屋の風情を残した、「割烹吉葉」の教育旅行専用メニューを設定！

東京都慰霊堂での講演

東京都 • 
乃木坂・六本木

雅楽演奏による舞の様子（イメージ）

⚫所要時間：約3時間
⚫対応可能人員： 40～100名

格式ある「乃木神社」で古（いにしえ）を
響感

日本の伝統芸能"雅楽"を学ぶ
教育旅行向けプログラム

格式ある乃木神社の社殿内で日本の伝統芸能である雅楽を鑑賞したあと、
雅楽について学んでいただく、ランチ付教育旅行向けプログラムです。
ランチは隣接する乃木會館からの提供でJTBオリジナルメニューです。

⚫雅楽鑑賞後、雅楽の歴史・演目・楽器・衣装など雅楽全般に関する講座内容
⚫オプションで伝統工芸”組紐”体験も可能、作品は旅の記念にお持ち帰り
⚫修学旅行や校外学習など学校行事にご提案！（国立競技場はバスで約5分）
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緑豊かな乃木神社を閉門後に貸切で行うパーティープランです。パー
ティーの前に昇殿参拝していただき、日本古来の伝統芸能”雅楽”も鑑賞
いただきます。パーティーのお食事は隣接する乃木會館からの提供です。

⚫所要時間：約3時間30分
⚫対応可能人員： 30～100名

幻想的な雰囲気のなか非日常空間での
プライベートパーティー

「乃木神社」
昇殿参拝と
境内貸切パーティープラン

東京都 • 
乃木坂・六本木

国民的アイドルの成人式を開催することでも有名な神田明神の境内全体を利用し、イベン
トなどにご利用いただけます。境内の文化交流館内にある3つの宴会場を1日貸切利用し、
夕食パーティーの他、表彰式、講演会・セミナー等の開催もできます。この他、神職によ
るご案内ガイド付き本殿昇殿参拝、オリジナルランチをセットした日中のエクスカーショ
ン・食事プランもご用意。

⚫所要時間：※イベント内容によって異なります
⚫対応可能人員：※イベント内容によって異なります

商売繁盛の神様、
江戸総鎮守の神社をジャック！

神田明神（外観）

国指定有形文化財
“江戸総鎮守”神田明神
イベント＆パーティープラン

東京都 • 秋葉原

⚫本殿や境内を照らす灯篭やかがり火が幻想的な雰囲気を演出！
⚫着物deパーティーも可能！レンタル・着付けのオプションもご準備
⚫インセンティブや周年行事など、特別なおもてなしをご提案！

⚫アクセス抜群、都心にある神社境内の文化財を利用
⚫開催の1年3ヶ月前～1年前まではJTB優先予約権有
⚫屋内イベント・食事施設も充実しており雨天時も安心

新宿「ルミネtheよしもと」の観劇（コント・漫才・スペシャルコメディ
等）と、「オペラシティ東天紅」でのパーティーがセットになったプラン
です。パーティーにはよしもとの芸人が登場し、大いに盛り上げます！

⚫所要時間：約180分
⚫対応可能人員：20～150名

パーティーの盛り上げ役は
お笑いのプロにおまかせ！

パーティーの様子（イメージ）

ルミネtheよしもと観劇＆
パーティープラン

東京都 • 新宿

⚫普段とは一味ちがったパーティーで大盛り上がり！
⚫お笑いのプロが間近でパーティーを演出！
⚫職場旅行の観光・食事等でも気軽に利用できる！

境内 （イメージ）※後方：昇殿参拝の様子

横浜港、ベイブリッジを一望できる横浜山手。現在も外国人居留地
の面影が残る、横浜市認定歴史的建造物「ベーリック・ホール」、横浜
市指定文化財「横浜市イギリス館」でのパーティープランです。
歴史ある西洋館で特別感を演出できます。

⚫所要時間：約120分
⚫対応可能人員：15～60名

⚫建築的にも価値のある歴史的建造物の会場で非日常体験
⚫緑あふれる庭園を眺めながら落ち着きのあるパーティー
⚫特別感のある懇親会やレセプションにおすすめ

歴史的建造物、指定文化財で
特別なひと時を！

ベーリック・ホール外観

横浜の歴史ある建物
横浜山手西洋館
パーティープラン

神奈川県 • 横浜
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JTBグループでは「交流創造事業」の一環としてアニメ・声優事業（JTB
エンタテインメント）を展開しています。弊社所属の声優がMC（司会）
として各種イベント、パーティーを演出。TVアニメ、海外映画風など声
優ならではの声のアレンジも可能です。

TVアニメ、海外映画出演の声優が
司会をします！

丸塚香奈

JTBエンタテインメント
所属声優による
イベント・パーティーMCプラン

出張型プラン

⚫現役声優の司会でパーティーを演出！
⚫通常の司会とは異なる声優ならではの声の演出も可
⚫ナレーション等MC以外の演出も！

八重畑由希音西森梨花 佐藤宗

⚫出演時間：約120分
※イベント内容により応相談


