ツアーのポイント！

シンガポール

お問合せ・お申込みはこちら

マレーシア

インドネシア

オーストラリア

東南アジア3か国＋オーストラリア Onlineツアー
ツアーのポイント

4か国をつないで“LIVE”中継！
各国の魅力と臨場感をご自宅に配信！！

• お子様向け企画
オーストラリアからはコアラやカンガルーなど人気動物たちとの触れ合い、マレーシアからはオランウータン餌付け、
バリ島からは子亀の放流などお子様が喜ぶ内容をたっぷりと現地からLIVE中継でご案内します。

• 大人向け企画
シンガポールからはマリーナベイサンズ内のバー（RENKU）からシンガポールスリング（カクテル）のデモンストレーション
を本物のバーテンダーと共にお届けします。参加者の方と一緒に作る体験型です。

• 家族向け企画（有名観光地及びリゾートホテルからのLIVE中継）
それぞれの有名観光地からLIVE中継でお届け！家族で海外旅行を楽しんでいる気分に浸れます。
シンガポール(マーライオン)・シドニー(オペラハウス)・オーストラリア（動物園）・バリ(ホテル：パドマリゾートレギャン)

• 家族向け企画（Kahoot!を利用したオリジナルクイズ大会）
クイズは各国に関連した問題だけでなく、貴社に関連した問題なども出題！プログラムを盛り上げます。
※LIVE中継は一部事前に撮影した録画となる可能性がございます。
0

各国ツアープランⅠ

お問合せ・お申込みはこちら

シンガポール

シドニー

①シンガポールスリング作り LIVE中継
マリーナベイサンズ1階にあるバー「RENKU」でシンガポールスリン
グ作りの実演と体験をお楽しみいただきます！
サプライズで御社の社長様の乾杯のご発声はいかがでしょうか？

Cheers!

①Symbio Wildlife Park
LIVE中継＋事前録画
シドニー郊外の動物園からLIVE中継をお楽し
みいただきます。
タスマニアンデビル・カンガルー・コアラな
どオーストラリアならではの動物達をご紹介。

②シドニー観光地早巡り 事前録画
シンガポールスリングリキュール
パイナップルジュース
レモン果汁・果物・氷

サーキュラー・キー地区を中心にお届けします。
ハーバーブリッジ・世界遺産オペラハウスなど

②マリーナエリア：マーライオン LIVE中継
シンガポールで一番人気のマリーナエリア。
マリーナベイサンズ、マーライオン、金融センターをご覧いただけます。

③シンガポール観光地早巡り 事前録画
マリーナベイやセントーサ島など近未来的な場所から、ホーカーセン
ターやウェットマーケットなど地元の人が大好きな場所を紹介します。
※LIVE中継箇所は変更となる場合がございます。
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各国ツアープランⅡ

バリ

①クタ地区の人気のリゾートホテル
LIVE中継
日本人に人気のリゾートホテル
『パドマリゾートレギャン』をご案内します。
リゾートの雰囲気をたっぷりとご堪能ください。

お問合せ・お申込みはこちら

クアラルンプール

①ボルネオ島 サラワク州 クチン
オランウータン保護施設
LIVE中継
野生のボルネオ・オランウータンは森林伐採や狩猟などにより年々
と個体数が激減し、現在では絶滅危惧種に指定されています。サラ
ワク州森林管理局はこのような現状のもと、サラワクの広大なジャ
ングルを住処にするオランウータンの保護活動を行っています。

可愛いオランウータンをご覧ください。

②子亀の放流 LIVE中継 または 事前録画
バリは、海亀の産卵でも有名です。
孵化した子亀を海に放流する様子をご覧ください。

③パワースポット、コアなバリをご紹介
事前録画

②大都会と大自然 2つの顔をもつマレーシアを
一気にご案内
マレーシアの首都クアラルンプールから、マレーシアの三大文化や
シンボルの【ツインタワー】から生中継でご案内！
近代的な大都会と熱帯雨林の2都市を周遊で組み合わせする事も可能
です。

バリのパワースポットとして旅サラダで紹介された
『トゥカットチュプンの滝』やコアなスポットとして
『ティルタエンプル寺院の沐浴』をお届けいたします。

※LIVE中継箇所は変更となる場合がございます。
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ツアーのスケジュールイメージ

お問合せ・お申込みはこちら

各国（4ヵ国）20分～30分のLIVE中継とKahoot!によるクイズ大会（14:30～16:30）
時間

都市

場所

内容

LIVE中継 or 録画

14:3014:35

シンガポール

スタジオ

司会 開始ご挨拶
主催者様ご挨拶

LIVE中継
LIVE中継

14:3514:40

シンガポール

マリーナベイサンズ
バー（RENKU）

バーテンダーによりシンガポールスリング作り紹介
日本旅行スタッフと一緒にシンガポールスリング作り体験
乾杯のご発声

LIVE中継
LIVE中継

14:4014:50

シンガポール

シンガポール

シンガポール早巡り動画

録画

14:5014:55

シドニー

シドニー

シドニー早巡り動画（サーキュラー地区）

録画

14:5515:20

シドニー

シドニー
Symbio Wildlife Park

日本旅行スタッフによる動物園＆メンバー紹介
オーストラリアの動物①（カンガルー）
オーストラリアの動物②（タスマニアンデビル）
オーストラリアの動物③（ウォンバット）
オーストラリアの動物④（その他人気の動物）
オーストラリアの動物⑤（コアラ）
※一部、前撮映像でのご案内となる場合があります。
※各動物の訪問順は一例となります。

LIVE中継 / 録画

パドマリゾートレギャ
ン

日本旅行スタッフによるリゾートホテル紹介
パワースポット、ちょっとコアなバリ紹介
日本旅行スタッフによる子亀の放流とビーチ紹介

LIVE中継
録画
LIVE中継

LIVE中継

15:2015:45

Plan

デンパサール

クタビーチ

15:4516:10

シンガポール

スタジオ

司会

Kahootクイズ大会

16:1016:25

ボルネオ島

サラワク州 クチン
オラウータン保護施設

オラウータン保護施設

LIVE中継

16:2516:30

シンガポール

シンガポール
マーライオン公園

日本旅行スタッフによる紹介

LIVE中継

16:30-

シンガポール

スタジオ

司会

閉会挨拶

※LIVE中継箇所は変更となる場合がございます。
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オンラインイベント

お問合せ・お申込みはこちら
企業様オリジナル

Kahootを利用したクイズ大会
Kahoot（カフート）とはクイズ大会をスマホを使ってできるWEBツールです。
※オールスター感謝祭のようなイメージ

それぞれの国に関する問題だけでなく、御社に関連したクイズも出します。
間違えた人は罰ゲーム！！

シドニー
Q. シドニーの世界文化遺産といえばどれ？
1. ブルーマウンテンズ 2. セントメアリー大聖堂
3. オペラハウス 4. 世界文化遺産はない

②アプリのダウンロード

正解 3. オペラハウス

①事前に日本旅行でクイズを作成

ブラウザでの参加も可能ですが「戻る」ボタンや「更新ボタン」を
押してしまうとクイズから強制退場してしまいます。
質問はオンラインツアー画面に投影します。４択クイズです。

バリ
Q. バリ島では●●より高い建物を建ててはいけない。
１. ヤシの木 ２. 電信柱
３. 空港管制塔 4. ジャイアント馬場

④各自のスマホ・タブレットでクイズに回答

正解 1. ヤシの木

③司会よりルール説明＆クイズを出題(10問程度)

参加方法
①参加するPINコードの入力し、Enter
②ニックネームを入力し、OK,goでクイズに参加。

⑤結果発表
回答者のポイントは正解ポイント＋早押しポイントの合計で集計され、ランキング化されます。
※上位者には各国からの商品手配も可能です！ 商品及び送料は別途費用が必要です。
マレーシアからはオランウータンのポストカード、オーストラリアからはユーカリキャンド
ル、インドネシアからナチュラルソープ、シンガポールからはTWG商品など）
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お土産のご提案（ご自宅にお届けします）

シンガポール

お問合せ・お申込みはこちら

シドニー

マカダミアナッツ（塩味）
豪州名産”赤スパークリングワイン
” ライオンズマーク・バブリーシラーズ（750ml）

JAFFER
パパダム
チップス

コカ
インスタント麺
ラクサ味

タイガービール缶
■330ml×３本
クッキー
マカダミア＆チョコチップ

ネラダ 紅茶
オーストラリアンブレックファスト

ユーカリ アロマキャンドル

クアラルンプール

バリ

カメのエコバッグ

マレーシア料理
ナシレマ

ポストカード
5枚セット
マレーシアの自然をテーマ
にした水彩画で描いた動物
や植物のポストカード

バティック染め
マスク

商品は海外輸入品のため品切れが発生する場合があります。その場合にはご希望に近い商品を手配させていただきますので、予めご了承ください。
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O N E STO P の ご 対応

①参加者様向けチラシの作成

お問合せ・お申込みはこちら

②参加者様向け最終案内書面作成

12月18日（土）14:30～16:30

多くの方に参加していただくために、チラシを作成します。

旅行の気分を味わっていただくため、ツアーの参加方法、クイズ大会
の方法などの事前資料を参加者へメールにてお送りします。
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弊社運営体制

お問合せ・お申込みはこちら
海外ネットワーク

会社概要
正式社名 株式会社 日本旅行

(英文 Nippon Travel Agency Co.,Ltd.)

登録番号

観光庁長官登録旅行業第２号

本

社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング12階

創

業

明治38 年11 月（1905 年）

設

立

昭和24年(1949年)1月28日、株式会社として再発足

登録番号

観光庁長官登録旅行業第２号

資本 金

40億円

主な株主

西日本旅客鉄道(株)、(株)三菱東京ＵＦＪ銀行、(株)みずほ銀行
東海旅客鉄道(株)、東日本旅客鉄道(株)、(株)三井住友銀行 その他

代表 者

代表取締役社長 小谷野 悦光（こやの よしてる）

社員 数

合 計 5,061名（2020年7 月1 日現在、グループ全体）

総取扱高

4,510億円（単体）／2019年度

授権資本／24,000万株・発行済株式総数／6,000万株

全32箇所のネットワークで安心の旅をお届けします。

■アメリカ地区
NIPPON TRAVEL AGENCY PACIFIC INC.／ロサンゼルス（現地法人・本社）
NIPPON TRAVEL AGENCY AMERICA INC. ／ロサンゼルス（現地法人・本社）
ラスベガス支店／ラスベガス（現地法人・支店）
ロサンゼルス支店／ロサンゼルス（現地法人・支店）
サンフランシスコ・ベイ支店／サンフランシスコ（現地法人・支店）
サンフランシスコ支店／サンフランシスコ（現地法人・支店）
ニュージャージー支店／ニュージャージー（現地法人・支店）
ニューヨーク支店／ニュージャージー（現地法人・支店）
NIPPON TRAVEL AGENCY HAWAII INC. ／ホノルル（現地法人・本社）
ホノルル支店／ホノルル（現地法人・支店）
■カナダ地区
NIPPON TRAVEL AGENCY CANADA LTD. ／バンクーバー（現地法人・本社）
バンクーバー支店／バンクーバー（現地法人・支店）
■ミクロネシア地区
NIPPON TRAVEL AGENCY MICRONESIA INC. ／グアム（現地法人・本社）
グアム支店／グアム（現地法人・支店）
■ヨーロッパ地区
NIPPON TRAVEL AGENCY FRANCE S.A.R.L.／パリ（現地法人･ 本社）
（株）日本旅行 ロンドン事務所／ロンドン（事務所）

旅行業法にもとづく旅行業 (国内・海外旅行業務)

事業内容

・各種乗車船券・入場券等の受託販売
・国際・国内会議の開催及び各種催事の企画、立案並びに運営請負
・観光地の開発に関する企画、立案並びにコンサルタント業務
・ホテル、食堂、観光施設等の経営
・広告事業及び図書・雑誌などの刊行
・旅行関連物品並びに酒類煙草等の販売及び貸電話業
・国内並びに国際航空船舶運送代理業
・自動車運送取扱事業
・損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法にもとづく保険代理業
・その他上記に関連する事業

本社／東京

事業 所

関連会社

営業本部／札幌、東京、名古屋、大阪、福岡
支店／全国主要都市191カ所
現地法人／NIPPON TRAVEL AGENCY PACIFIC, INC.(本社／ロサンゼルス)など12法人
海外拠点／ホノルル、グアム、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニュージャージー、バンクーバー
パリ、シドニー、オークランド、シンガポール、インドネシア、マレーシア、
台北、北京、上海など20都市
日旅サービス、FIT、FIT関西、日本旅行北海道、日本旅行東北、日本旅行沖縄、
日本旅行オーエムシートラベル、ジャッツ、ジャッツ関西、日旅開発、日旅産業、日旅物流、
日旅ビジネスクリエイト、プランドゥ・ジャパン、日旅ビジネスサポート、
日旅九州エンタプライズ、日旅中部エンタプライズ、エムハート ツーリストなど

■オセアニア地区
NIPPON TRAVEL AGENCY（AUSTRALIA）PTY LTD／シドニー（現地法人・本社）
シドニー支店／シドニー（現地法人・支店）
ゴールドコースト支店／ゴールドコースト（現地法人・支店）
ケアンズ支店／ケアンズ（現地法人・支店）
NIPPON TRAVEL AGENCY（NEW ZEALAND）LIMITED／オークランド（現地法人・本社）
オークランド支店／オークランド（現地法人・支店）
■東アジア地区
日旅国際旅行社（北京）有限公司／北京（現地法人・本社）
北京支店／北京（現地法人・支店）
日旅国際旅行社有限公司／上海（現地法人・本社）
上海支店／上海（現地法人・支店）
（株）日本旅行 台北事務所／台北（事務所）
■東南アジア地区
NTA TRAVEL（SINGAPORE）PRIVATE.LTD. ／シンガポール（現地法人・本社）
シンガポール支店／シンガポール（現地法人・支店）
PT.JABATO INTERNATIONAL／ジャカルタ（現地法人・本社）
バリ支店／バリ（現地法人・支店）
SUNRISE TOURS & TRAVEL／クアラルンプール（海外拠点）
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