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家に居ながら世界を巡る旅。様々なジャンルのプロフェッショナル達が、あなたの新しい旅をガイドします。
学校や企業様の貸し切り参加も承ります。研修等にも是非ご活用ください！
お申込みや詳しいプランの内容、お問合せは下記電話番号へご連絡ください。

【日本】
東京

新幹線やリニアのツウな情報満載！
鉄道ファン歴40年ガイドが解説 東京＆品川駅ホームガイドツアー
￥1,800～

水・土曜（除外日あり）13:00～開催

所要時間1時間

思わず行って確かめたくなる！スライドや動画を使って、鉄道ファン歴40年以上のベテランガイドが新幹線
にまつわる話題を解説します。気になったことはいつでも質問大歓迎！ガイドと気軽に対話したり、途中スラ
イド画面に書き込んだりしながら、楽しく参加できます。

JRのお得なフリーパス『休日おでかけパス』活用術講座！
鉄道ファン歴40年のプロガイドに学ぶ魅惑の一日鉄道旅
￥1,800～

水・土曜（除外日あり）19:00～開催

所要時間1時間

東京近郊の鉄道を終日満喫！JR東日本の大人気フリーパス『休日おでかけパス』を使い倒す活用術を、鉄道
ファン歴40年のベテランガイドが徹底解説。鉄道ならではの新しい旅のカタチ「鉄道マイクロツーリズム」
の楽しみ方をわかりやすくレクチャーします。

京都

お家にいながら飾り巻き寿司作り体験 「四海巻き」作りに挑戦!
￥3,300～

毎日（除外日あり）09:00～20:00の1時間おきに開催 所要時間1時間

見た目も豪華！飾り巻き寿司「四海巻き」の作り方をご自宅にいながら体験できるオンライン講座。パー
ティーやお祝い事にもってこいの巻き寿司です。講座後に習ったレシピをお渡しするので、素材や配置を変え
たり、お好きなアレンジも楽しめます♪

北海道

知床とアイヌ文化を学ぶオンラインツアー
動物塗り絵ハガキ、オリジナルアイヌ文様缶バッジをお届け！
￥2,500～

毎日（除外日あり）19:30～開催

所要時間1.5時間

オンラインで知床とアイヌ文化を学ぶ！知床と北海道の「アイヌ文化」を中心に野生動植物、地名農業などを
多彩な映像とスライドで楽しくご案内します。知床の人気スポット紹介もあるので、知床旅行の事前準備にも
オススメ！知床とアイヌ文化をのんびりお楽しみください。

ご自宅で珈琲を飲みながら楽しむ知床オンラインツアー
来運湧水セット、はぜや珈琲ドリップバックをお届け！
￥3,000～

毎日（除外日あり）19:30～開催

所要時間1.5時間

北海道・知床をオンラインで訪問！知床の四季折々の姿を多彩な映像とスライドで楽しくご案内します。見落
としがちな穴場スポットやグルメ情報などの紹介もあるので、知床旅行の事前準備にもオススメ！事前にお送
りするお届け品とともにお楽しみください。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

東北

世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」下見オンラインツアー
北海道・青森県・岩手県・秋田県の17遺跡から厳選してご紹介！
￥1,800～

日・水（除外日あり）10:30～開催

所要時間1時間

世界遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」をオンラインでご案内！北海道・青森県・岩手県・秋
田県にまたがる17遺跡のおすすめポイントや、バランス良く回るコツなどを解説。縄文時代の人々の生活と
精神文化を今に伝える貴重な文化遺産をご紹介します。

日本海の絶景鉄道・五能線 起点駅「東能代駅」の秘密を探訪！
鉄道ファン歴40年のプロガイドによるオンライン講座
￥1,800～

水・土（除外日あり）15:00～開催

所要時間1時間

一度は乗ってみたい日本海の絶景鉄道・JR五能線。起点駅「東能代駅」を中心に、沿線の見どころや観光列車
「リゾートしらかみ」にまつわるお話を、映像や地図、クイズ等を交えながら楽しくレクチャー。鉄道ファン
垂涎の設備・施設やかつて地域産業を支えた廃線など、思わず身を乗り出してしまうようなエキスパートなら
ではの豆知識や穴場情報が飛び出します！

千葉

飛行機に搭乗する前の時間がもっと楽しくなる！成田空港＆周辺駅ガイドツアー
￥1,800～

水・土（除外日あり）17:00～開催

所要時間1時間

成田空港へ行くのがきっと楽しみになる情報が盛りだくさん！スライドや動画を使いながら、成田空港・周辺
駅にまつわる話題をベテランガイドがわかりやすく解説します。ガイドへの質問はいつでも大歓迎！対話しな
がら知識を深められるのもオンライン体験ならではです。

石川

GoTo金沢！百万石の都～オンラインツアーの旅～
￥5,980～

木（除外日あり）13:30～開催

所要時間1.5時間

日本三名園の一つとして有名な兼六園をはじめとする、金沢の魅力が詰まったオンラインツアー。実際のツ
アーではあり得ないルートもオンラインなら実現可能！事前に旅のしおりと特産品が届くので旅行前のわくわ
く感やお土産を開ける楽しみも体験いただけます。

【アジア】
韓国

韓国の家庭の味をご自宅で！韓国家庭料理教室
KRW30,000～

毎日（除外日あり）15:00～開催

所要時間1時間

現地講師のレクチャーで、自宅で韓国料理を作ってみませんか？曜日によってメニューが違うので、お好きな
お料理を選んでご参加いただけます。全種類制覇してレパートリーを増やすのもオススメですよ♪最後はでき
たてのお料理と一緒にマッコリで乾杯！

ソウルからライブ中継！
広蔵市場＆南大門市場ウォーキングツアー 屋台グルメと雑貨巡りで気分はソウルっ子
KRW32,000～

土（除外日あり）15:00～開催

所要時間1時間

ソウルを代表する2つの市場を、2人のガイドが生中継でご案内するオンラインツアー！広蔵市場ではキムパ
やピンデトッなどの定番屋台グルメを中心にご紹介。南大門市場では雑貨屋とホットク屋台を訪れます。

カンボジア

テレビで紹介されました！
カンボジアの伝統的なクメール占いを体験！※プライベート催行
USD50～

毎日（除外日あり）16:00～開催

所要時間1.5時間

カンボジアの伝統的な占いで知られるクメール占いをオンラインで体験します！テレビ番組へ出演経験がある
有名な僧侶に対面で占っていただけます。占いに必要な情報をご用意のうえ、カメラをオンにしてご参加くだ
さい。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

中国

ウルムチ国際バザールをオンライン訪問 民族色豊かな市場を歩く
CNY180～

隔週日（除外日あり）14:00～開催

所要時間1時間

多民族が暮らすウルムチの国際バザールを生中継で訪れます！普段は地元民の踊りでも賑わうこの市場はシル
クロードの歴史も感じられる場所。特産品のドライフルーツやウイグル族の帽子、色鮮やかな絨毯、主食のナ
ンなどローカル色豊かな商品を覗きに行きます！

世界遺産『故宮博物院』から生中継！
午門＋外朝三大宮殿＋内廷乾清宮 24人の皇帝が君臨した紫禁城に迫る
CNY250～

日（除外日あり）10:00～開催

所要時間1時間

歴代皇帝の夢の跡！かつて中華世界の中心地であった世界最大の宮殿・紫禁城（故宮）をご案内。清朝最後の
皇帝を描いた映画「ラストエンペラー」や、TVドラマ「蒼穹の昴」の舞台にもなっており、その敷地面積は
東京ドーム約15個分の圧倒的な広さを誇ります。現在は故宮博物院に名前を変え、世界遺産として中国の歴
史を見守り続けるこの有名観光地を今回は故宮に詳しい現地ガイドが見所をご紹介します。

シルクロードの拠点トルファンの魅力に迫る！火焔山＋べゼクリク千仏洞！
CNY240～

隔週日（除外日あり）16:00～開催

所要時間1時間

トルファンの観光地を代表する火焔山とベゼクリク千仏洞をオンラインで訪問します。赤い山肌の火焔山では
西遊記に関連したお話、ベゼクリク千仏洞では各石窟を覗きながら歴史や壁画解説をします。ツアー最後には
ウイグル族ガイドによる民族楽器の生演奏も！

世界で最も素晴らしい廃墟「交河故城」生中継！紀元前の断崖都市遺跡を解説
CNY240～

隔週土（除外日あり）16:00～開催

所要時間1時間

シルクロードの古代都市遺跡「交河故城」から生中継。ひとつの国であったこの遺跡群には地下のある住居や
仏塔のある寺院、官庁の跡などが現在でも残っています。解説なしでは理解しがたい歴史が詰まったこの場所
を歌とダンスを披露するガイドさんと歩きます。

生中継で西安の屋台街を練り歩き！
中国の活気を感じる『⾧安の夕べ』＆イルミネーションツアー
CNY1,600～

毎日（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

自宅にいながら西安のイルミネーションが鑑賞できるオンラインナイトツアー！西安城中心部にある鐘楼や鼓
楼、アーケード街の化覚巷、屋台が立ち並ぶ回民街の美しいイルミネーションを西安旅行の達人が丁寧に解
説。まるで自分が古都西安にいるような臨場感です！

大唐西市アンティーク蚤の市を生中継でご案内！古都西安で骨董品めぐり
CNY1,700～

土（除外日あり）11:00～開催

所要時間1時間

シルクロードの起点として有名な大唐西市でオンライン骨董品めぐり！たくさんの古書や古銭、古物の露店で
にぎわっているアンティーク蚤の市を中心に骨董品の数々をベテランガイドがご案内します。素敵な蚤の市め
ぐりへ出かけてみませんか？

インド

惑星と星座で見るインド占星術ホロスコープであなたの運命を生鑑定
￥7,000～

月火水金土（除外日あり）14:30～20:00の間に開催

所要時間1時間

悩める時代を乗り越える手がかりをインド占星術で探してみませんか？出生場所や日時から見る惑星と星座の
位置で、人生で体験すべきテーマが縮小図となりホロスコープに表れます。インド文化に精通した日本人鑑定
士が、あなたの人生のシナリオを読み解きます。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

インド

皇帝の愛のシンボル タージ・マハルの裏側を
幻の予定地マターブ・バーグ庭園から生解説！
USD25～

日（除外日あり）14:30～開催

所要時間1時間

インドが誇る世界遺産タージ・マハルの裏側を大公開！中側はオンライン訪問NGのため外観＆建設時の裏話
を現地ガイドがユーモアに解説します。ムガル帝国皇帝の愛のストーリーにも注目。地元民にも人気の英国式
庭園からの眺めを存分にご堪能ください。

インドのデリーからライブ中継！カオスでディープな市場ウォーキングツアー
USD25～

水（除外日あり）19:30～開催

所要時間1時間

インドらしさが存分に伝わる、旧市街オールドデリーの市場からお伝えするハルビンダルさんのオンラインツ
アー。インドの魅力とも言える街の喧騒、ディープな昔ながらの市場の様子、そこを行き交うリキシャや働く
人々の姿など、インドの魅力たっぷりです。

聖なるガンジス川でパワーチャージ！沐浴観賞＆市場散策ライブツアー
USD25～

土（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5時間

ガンジス川では沐浴をする人や僧侶の姿が多く、ヒンドゥー教の色濃い文化があります。市場ではお祈りに使
う色鮮やかな花々やアクセサリー、沐浴用の木の歯ブラシ、フルーツなどを販売。最も賑わう朝のエネルギッ
シュなガンジス川をオンラインツアーで！

インドネシア

バリ家庭料理教室
USD20～

ナシゴレンなど人気のインドネシア料理作りに挑戦！

日（除外日あり）15:00～開催

所要時間2時間

ご自宅のキッチンでインドネシア料理を学べるオンライン料理教室。緑豊かなレストランのキッチから生中
継！料理上手なバリのお母さんが丁寧にお教えします。ご自分で調理したナシゴレンやサテなどを味わいなが
ら、バリ島への旅行気分をお楽しみください。

バリ島からライブ中継！
パワースポットのティルタエンプル寺院で沐浴見学＆お祈り体験
USD30～

土（除外日あり）16:00～開催

所要時間1時間

聖なる泉が湧くパワースポット、インドネシアはバリ島のティルタエンプル寺院を訪ねるオンラインツアーで
す。人々が沐浴で体を清める様子やお祈り方法を紹介し、実際に訪れた時に役立つ情報もお届けします。お家
がバリの香りに包まれるお土産付きプランあり！

バリの風を感じるヨガレッスン おうちで簡単エクササイズ！
USD18～

日（除外日あり）08:00～開催

所要時間1時間

バリ島からお届けする、家にいながら受けられるオンラインのヨガレッスン。シンギングボウルを使ったヒー
リングタイムから始まり、初心者でも気軽に体験できるハタヨガとヴィンヤサヨガをお教えします。バリの自
然を感じながらリフレッシュしてみませんか。

マレーシア

セメンゴ野生動物センターから生中継！保護施設でのオランウータン餌付け見学
＆職員インタビューで保護活動や生態について学ぶ
MYR120～

水木金土（除外日あり）09:45～開催

所要時間1.5時間

ボルネオ島にあるオランウータンの保護施設「セメンゴ野生動物センター」から生中継でお届けするオンライ
ンツアー。絶滅危惧種であるオランウータンの餌付けの様子を見たり、施設や保護活動に関して職員から話を
聞くことができます。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

マレーシア

B級ローカルグルメ巡り＆市内観光ツアー マレーシア流屋台の作法を伝授！
MYR120～

水木金土（除外日あり）12:15～開催

所要時間1時間

マレーシアはボルネオ島から生中継！クチンの名所を観光後、B級グルメの宝庫の屋台でラクサやコロミーな
ど様々な料理を紹介します。ガイドによる食レポもあり！注文方法や食後の対応なども伝授するので、現地で
気軽に屋台に立ち寄れるようになりますよ♪

フィリピン

セブ市内 歴史的遺跡散策オンラインツアー
サンペドロ要塞＋マゼランクロス＋サントニーニョ教会
USD30～

隔週土（除外日あり）12:00～開催

所要時間1時間

セブ市内の歴史的遺跡を散策するオンラインツアー！サンペドロ要塞、マゼランクロス、サントニーニョ教会
の3つの歴史的名所をめぐります。フィリピン最古の都とも呼ばれるセブの観光名所を現地在住ガイドとお楽
しみください。

英語を聞こう、話そう、旅しよう！セブ市内 歴史的遺跡散策オンラインツアー
USD30～

隔週土（除外日あり）12:00～開催

所要時間1時間

現地在住ガイドが生中継かつ「英語」でお届けするオンラインツアー！サンペドロ要塞、マゼランクロス、サ
ントニーニョ教会の3つの歴史的名所をガイドと一緒に散策します。お1人お1人のレベルに合わせて話しかけ
ますので、英語を勉強中の方はぜひご参加ください！

スリランカ

スリランカ占星術「ホロスコープ」プライベート診断
性格診断＋恋愛運や仕事運などからお好きな2つを選択可能！
USD30～

木金土（除外日あり）20:00～21:30の間で開催

所要時間0.5時間

オンラインでスリランカ伝統の占星術を体験してみませんか？スリランカの人々の生活に深く根付く占星術
「ホロスコープ」、生まれた瞬間の天体図から運勢を導きます。先生、通訳ともに女性の完全プライベート診
断なのでお気軽に色々とご相談いただけます。

アーユルヴェーダ専門医があなたのドーシャを診断！健康管理コンサルテーション
USD60～

土（除外日あり）20:30または22:00～開催

所要時間1時間

ヘルシー派の間で話題！アーユルヴェーダのオンライン問診で心身共に健康な状態を目指しましょう。現地で
大人気の専門医があなたのドーシャを診断し、身体のバランスを維持する為に最適なアドバイスをします。ご
自宅からアーユルヴェーダの扉を開きましょう。

台湾

夜の九份散策ツアー
TWD425～

「海悦楼」からの夜景鑑賞＆「九份茶坊」のお茶試飲見学

日金土（除外日あり）17:50～開催

所要時間1.5時間

幻想的な夕暮れの九份を、ガイドが生中継でご案内！狭い路地に連なるローカルグルメ店で足を止めたり、
フォトタイムも設けながら九份の夜景をご紹介します。現地の雰囲気をたっぷりと味わいながら、夜のとばり
が下りる九份の美しい街並をお楽しみください。

シェフ直伝の秘伝レシピで小籠包を作る！
台湾の超名店「京鼎樓（ジンディンロウ）」で小籠包作り教室
TWD425～

日（除外日あり）13:50～開催

所要時間1.5～2時間

自宅から参加できる小籠包作りのオンライン講座です！小籠包の本場台湾の超名店「京鼎樓（ジンディンロ
ウ）」でプロに教えてもらえます。みんなで一緒においしい小籠包を作って、自宅で台湾気分を味わってみて
はいかがでしょうか♪

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

台湾

台湾最大の夜市「士林夜市」散策ツアー
生中継で現地ガイドが美味しさ伝わる食レポで絶品グルメをご紹介！
TWD425～

水金（除外日あり）19:30～開催

所要時間1.5時間

台湾の夜といえば夜市！台湾旅行で訪れる人も多い「士林夜市」から生中継でご案内します。胡椒餅や豆花、
蚵仔煎など台湾の美味しいグルメが食べられるお店をご紹介♪ご自宅にいながら、現地の雰囲気をお楽しみい
ただけます。ぜひおつまみと飲み物もご用意ください！

十分天燈上げ＆ノスタルジックな菁桐老街散策ツアー
最後はみんなの願いをのせてランタンを空へ！
TWD425～

日金土（除外日あり）12:00～開催

所要時間2時間

台湾観光で人気の天燈上げと、ノスタルジックな菁桐老街＆十分老街をご案内します。十分では観光客があま
り訪れない裏路地散策があるのも嬉しいポイント！ローカル列車に乗り、移動中の車窓風景をリモートで楽し
めますのでライブ感を味わってください。

ベトナム

ホーチミンの戦争証跡博物館見学ツアー ライブと動画でベトナム戦争について学習
＆「ベトちゃんドクちゃん」のドクさんと交流
USD45～

日土（除外日あり）15:00～開催

所要時間1時間

ベトナム戦争の記憶を今に伝える、ホーチミンの戦争証跡博物館を見学できるオンラインツアー。博物館ス
タッフの解説を通訳してお届けします。さらに「ベトちゃんドクちゃん」のグエン・ドクさんと交流。ドクさ
んに直接質問できるまたとない機会です。

ベトナムグルメをお家で味わう！ベトナム料理教室
USD35～

水金（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5～2時間

自宅にいながら、生春巻きなど3つのベトナム料理作りのレッスンが受けられるオンライン講座。ベトナム航
空の商品開発に携わり、現地のクッキングスタジオでも教えているベトナム料理のプロが明るく親切にお教え
します！出来立てを食べれば気分はベトナム♪

ウズベキスタン

ウズベキスタンの宝石！
シルクロードの美しき青の都 世界遺産サマルカンド散策ライブツアー
USD437.50～

毎日（除外日あり）14:00～20:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

中央アジア・ウズベキスタンの世界遺産サマルカンド。シルクロードの中心であった街は、モンゴル軍による
破壊を乗り越え、一人の英雄により青の都として再建されました。サマルカンドブルーと呼ばれる美しいイス
ラム建築の街並を日本語ガイドがご案内します。

【ヨーロッパ】
オーストリア

ウィーンの音楽家から学ぶ音楽レッスン 30分体験コース
声楽・ピアノ・弦管打楽器から選択可 日本語通訳オプションあり
EUR60～

毎日（除外日あり）16:30～21:00の30分おきに開催

所要時間0.5時間

遠く離れたウィーンにいる先生から学べるオンラインレッスン。オンライン通話が主流になった今こそ、家に
いながら好きな音楽を習うチャンスです。本場で活躍する現役の音楽家から教えてもらえる貴重な機会！英語
が不安な方は日本語通訳オプションもあります。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

チェコ

チェコ公認ガイドによるプラハぶらぶらオンライン町歩き～旧市街編～
チェコ古の王の道を歩く！
EUR22～

火土（除外日あり）20:45～開催

所要時間1.5時間

チェコ旧市街の町風景や歴史を知ることのできるオンライン町歩きツアー。ゴシック建築の壮大な石造りの建
造物が立ち並ぶ古都プラハを、在住15年以上のベテラン公認ガイドがライブ中継でご案内します！「息を飲
むほど美しい」町の魅力をお楽しみください。

2020年チェコ世界遺産認定！温泉地「カルロヴィ・ヴァリ」源泉めぐりと
ハリウッド有名映画のロケ地訪問ツアー
EUR22～

隔週月（除外日あり）20:00～開催

所要時間1.5時間

チェコの有名温泉地、カルロヴィ・ヴァリを町歩きするオンラインツアー。ひと味違う温泉の楽しみ方や豪華
でカラフルな建造物をご紹介しながら、映画『007 カジノ・ロワイヤル』のロケ地訪問も！在住15年以上のベ
テラン公認ガイドがライブ中継でご案内します。

世界最古にして最大の古城「プラハ城」探索ツアー
「聖ヴィート大聖堂」ほか千年の時を刻むチェコの世界遺産の城へ！
EUR22～

火木土（除外日あり）17:00～開催

所要時間1.5時間

世界最大級の複合建築「プラハ城」が舞台のオンラインツアーが登場しました。世界で最古でありながらも最
大を誇る古城を徹底解説。かつてはボヘミア国王や神聖ローマ帝国の居城でもあり、現在はチェコ共和国の大
統領府があるチェコの重要シンボルの姿とは？各時代の各建築様式の建物が複合的に混在するプラハ城のなか
でも、14世紀に建設されたゴシック様式の聖ヴィート大聖堂は必見！チェコ政府公認ガイドとプラハ城を探
索してみませんか？

チェコから生中継！街歩き＆ビール醸造所はしごツアー
プラハの名所とピヴォヴァール巡り
EUR22～

隔週金（除外日あり）19:00～開催

所要時間1.5時間

プラハ街歩きとピヴォヴァール巡りを楽しむツアー。モルダウ川沿いを出発し、名所を紹介しながらピヴォ
ヴァールを2軒はしごします。醸造所を案内しつつ、ガイドが実際にビールを試飲！ぜひビール片手にバー
チャルなチェコビール巡りをお楽しみください。

フランス

ルーブル美術館

フランス政府公認ガイドが解説

モナリザ、ミロのヴィーナスなど王道10作品を紹介
EUR458～

毎日（除外日あり）17:00～22:00に30分おきに開催

所要時間1.5時間

世界でもっとも有名な美術館、ルーブル美術館のオンライン講座がついに登場！現地在住のフランス政府公認
ガイドがルーブル美術館を代表する10作品を厳選して、鑑賞のポイントだけではなく、名画に隠されたエピ
ソードや当時の情勢などを徹底解説します！

オルセー美術館

フランス政府公認ガイドが解説

モネ、ルノワール、ゴッホなど必見名画8作品をご紹介
EUR458～

毎日（除外日あり）17:00～22:00に30分おきに開催

所要時間1.5時間

19世紀半ば～20世紀初頭の激動の時代が生んだ名画を所蔵するオルセー美術館。ミレー、マネからモネ、ド
ガ、ルノアールら印象派の巨匠、日本の浮世絵に影響を受けたゴーギャン、奇才ゴッホまでの8作品につい
て、作者の人生や人間関係を踏まえて画像とスライドでじっくりと解説。作品の隠された背景を知ることで、
より深く掘り下げた絵画の楽しみ方を学べます。オルセー美術館の成り立ちや豆知識も！実際に現地を訪れ作
品と対面するのが楽しみになる講座です。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

フランス

パリ 世界最大級クリニャンクール蚤の市から生中継！
レース店やアクセサリー店など巡るライブツアー
EUR458～

日土（除外日あり）19:00～22:00に30分おきに開催

所要時間1.5時間

世界最大級の規模を誇るパリ三大蚤の市の一つ、クリニャンクールの蚤の市。その中でも現地ガイド選りすぐ
りの5店舗を生中継で巡る、ヴィンテージ好き必見のオンラインツアーです。レースやアクセサリ、古着な
ど、めくるめく蚤の市の世界をご自宅からお楽しみください♪気になるものが見えたら、ぜひその場でガイド
に尋ねてみましょう。

映画祭で有名な南仏カンヌの街歩きツアー
活気あふれるマルシェや映画祭会場からライブ中継！
EUR25～

土（除外日あり）18:00～開催

所要時間1.5時間

南フランスの高級リゾート地、カンヌから生中継！映画祭で有名なカンヌをガイドと一緒に街歩きしてみませ
んか？華やかな映画会場だけではなく、庶民的な旧市街の町並みや新鮮な食材が並ぶマルシェ（朝市）など、
現地の生活を体感できるオンラインツアーです。

現地在住ガイドゆかりさんがライブでご案内！
南仏ニースの日常を垣間見る朝市ウォーキングツアー
EUR212～

毎日（除外日あり）16:00～19:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

家にいながらにして、フランスの人々の生活の一部となっている朝市（マルシェ）を歩いた気分になれるオン
ラインツアー。ニースの海岸から旧市街へと移動しながら、街の説明を交えつつ朝市へご案内します。現地在
住者ならではの情報もお伝えします♪

世界遺産「パリのセーヌ河岸」巡り
世界一美しい鉄塔エッフェル塔とパリの旬が揃うイエナの朝市
EUR458～

水土（除外日あり）17:00～19:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

『鉄の貴婦人』の異名を持つエッフェルをはじめ、パリを流れるセーヌ河に架かる美しい橋の数々をクイズを
交えながらご紹介する期間限定ツアーが登場しました。現地在住ガイドならでは、エッフェル塔近くに位置す
るパリ市民に人気のイエナの朝市もご紹介！緩やかな時が流れる世界遺産「パリのセーヌ河岸」へオンライン
でお出かけしてみませんか？

モンマルトルライブツアー 芸術家が集ったパリの丘へ！
サクレクール聖堂＋テルトル広場＋ゴッホのアトリエ他9名所
EUR458～

毎日（除外日あり）18:00～22:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

パリで一番高い丘を散策してみよう！映画「アメリ」の舞台にもなった下町情緒溢れる街・モンマルトルを訪
れます。サクレクール聖堂を出発地に、希少なパリ産ワインの源である唯一のブドウ畑、名前が特徴的なピカ
ソ達の旧アトリエ・洗濯船に、世界を熱狂させたムーラン・ルージュなど9つの観光名所を巡る90分のツ
アー。昔ながらの街並みが残る街の風景と、パリに今も残る美しい景色を存分にご堪能いただけます。

ハンガリー

ブダペストから生中継！リストなどハンガリーを代表する音楽家ゆかりの地を
巡るツアー
EUR25～

作曲家コダーイの弟子へのインタビューも
隔週土（除外日あり）20:55～開催

所要時間1.5時間

リストやコダーイ、バルトークなどの歴史的な音楽家たちの足跡をご紹介！教科書では教えてくれないエピ
ソードを交えながら、ハンガリー国立歌劇場や記念館などブダペストから生中継で解説します。コダーイのお
弟子さんへのインタビューもある特別ツアーです！

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

イタリア

ウフィツィ美術館鑑賞講座
あの名画の秘密が明らかに！ルネサンス美術の世界へご案内
EUR150～

土（除外日あり）17:00～19:30の30分おきに開催

所要時間1.5時間

イタリアに訪れないと体験できなかったウフィツィ美術館のルネサンス美術鑑賞をオンラインで！初めての方
には作品の楽しみ方を、行ったことがある方には美術館の案内とは視点を変えた作品の見方をフィレンツェ公
認ガイドのチヅさんが現地情報を交えご紹介します。

ローマ在住のオペラ歌手兼ベテランガイドが解説！
イタリアオペラの歴史と名作オペラ『トスカ』講座
EUR17～

隔週水（除外日あり）20:00～開催

所要時間1.5時間

イタリアオペラの基礎知識や名作『トスカ』、その舞台となったローマの魅力に迫るオンライン講座です。解
説者はなんと、プロのオペラ歌手でもあるローマ在住のベテランガイド！いつか現地でオペラを見てみたくな
るような魅力たっぷりの内容をお届けします。

イタリア赤ワインの代名詞 キャンティ・クラシコのワイナリー『ラ・サーラ』訪問！
伝統や魅力を生解説
EUR100～

毎日（除外日あり）19:55～開催

所要時間2時間

イタリアワインの代名詞、キャンティ・クラシコのワイナリー訪問！ソムリエ資格を持つガイドと画像や動画
で『ラ・サーラ』をバーチャル見学しながらキャンティ・クラシコワインの伝統や魅力に迫ります。現地の醸
造家と中継を繋いだ質問タイムもご用意♪

イタリア最初の銘柄白ワイン、
ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノのワイナリー「チェザーニ」訪問
EUR100～

毎日（除外日あり）20:00～開催

所要時間1時間

トスカーナが誇る白ワイン、ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノのワイナリーを訪問！ソムリエ資格を
持つガイドと画像や動画で「チェザーニ」をバーチャル見学しながら、ワイナリーの伝統や魅力を解説しま
す。現地の醸造家と中継を繋いだ試飲会＆質問タイムもございます。

イタリアの家庭の味をご自宅で簡単に再現！
お仕事終わりの1時間で気軽にOK イタリアオンライン料理教室
￥2,500～

水（除外日あり）19:00～開催

所要時間 お問合せください

ご自宅のキッチンでサクッとイタリアの家庭料理が学べるオンライン料理教室。フィレンツェのご自宅から生
中継で、現地在住歴15年の林さんが簡単・丁寧にお教えします！料理はカルボナーラやアクアパッツァなど1
人でもお手軽に作れるものをはじめ、季節によってラインナップが変わるため自由に作りたい料理を選ぶこと
ができます。食卓の雰囲気をいつもと変えたい日や、お仕事終わりの気分転換などにももちろん、仕事から
帰ってきたパパ、ママへの感謝の気持ちを伝える1品としてもおすすめです！

オランダ

ゴッホ美術館

現地の現役アーティストが語る！

知られざるゴッホの人物像と作品紹介 貸切プランあり
EUR30～

水土（除外日あり）20:00～開催

所要時間1～1.5時間

年間120万人が訪れるゴッホ美術館、時代を経て尚、人々に愛され続ける画家ゴッホの魅力を、オランダ在住
の現役アーティストがご紹介！専門知識を軸に、堅苦しくなりがちなアートのお話を、教科書には載っていな
い小話なども織り交ぜ、わかりやすく解説します！

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

オランダ

フェルメールとデルフトの街
現役アーティストが語る！オランダ黄金時代の画家フェルメールの人生と絵画の魅力
EUR30～

水土（除外日あり）20:00～開催

所要時間1～1.5時間

日本でも人気が高いオランダの画家、フェルメールを現役アーティストがご紹介！「光の画家」と呼ばれる彼
の作品の紹介はもちろん、彼が生きたオランダの黄金時代や、生涯を過ごしたデルフトの街についても詳しく
分かりやすく説明する座学タイプのオンライン講座です。

オランダ・アムステルダム自転車オンラインツアー
ガイド貸切＆お気軽に30分で参加可能！
EUR15～

毎日（除外日あり）16:00～23:00の30分おきに開催

所要時間0.5時間

オランダの首都アムステルダムをオンラインでサイクリング！アムステルダムをバーチャル自転車で観光体
験、オランダの名物や料理などの紹介と、異文化○×クイズもお届け。 このツアーならではのおもしろ情報
をつめこんだ、30分とは思えない盛りだくさんな内容です。

スペイン

ベテラン公認ガイド ペドロさんが人気スポットを案内する
マドリード「ハプスブルク地区」の街歩きツアー
EUR20～

毎日（除外日あり）18:00～開催

所要時間1時間

スペインのマドリードで生まれ育ち、日本語公認ガイドの資格を持つガイドが生中継でお届けするオンライン
ツアー。マドリード観光では欠かせない王宮や太陽の門広場はもちろん、地元民にも人気のバルや市場、ギネ
ス認定の最古のレストランなどもご案内します。

西洋美術公認ガイドのペドロさんによる名画解説！
プラド美術館とスペイン王室の至宝
EUR30～

土（除外日あり）17:00～開催

所要時間1.5時間

世界三大美術館の一つであるスペイン・マドリードのプラド美術館の名画の数々を西洋美術専門の公認ガイド
のペドロさんがオンラインで解説します。2020年7月24日公開の映画『プラド美術館～驚異のコレクション』
の鑑賞の前後にもおすすめの講座です。

サン・セバスティアンのバル巡りツアー 現地ガイドと行く美食の街
EUR20～

金（除外日あり）20:00～開催

所要時間1時間

自宅にいながらスペインバルの雰囲気を味わう！バスク地方の美食の街、サン・セバスティアンへ行くオンラ
イン・バルツアーです。街の由来や特産品など毎週異なるテーマを美食の都に魅了されたガイドがご案内。お
好きなお酒やおつまみ片手にお楽しみください。

スペイン語を聞こう、話そう、旅しよう！ベテラン公認ガイド ペドロさんが案内する
マドリード「ハプスブルク地区」街歩きツアー
EUR20～

隔週金（除外日あり）20:00～開催

所要時間1時間

マドリードで生まれ育ち、日本語公認ガイドの資格を持つガイドが生中継でお届けする「スペイン語」オンラ
インツアー。絶対に外せない王宮や太陽の門広場はもちろん、地元民に愛される世界最古のレストランなども
ご案内します。ガイドがおひとりおひとりのレベルに合わせて話しかけますので、スペイン語を勉強中の方は
ぜひご参加ください。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

スペイン

西洋美術公認ガイドのペドロさんによる名画解説！
ソフィア王妃美術館とピカソの最高傑作「ゲルニカ」
EUR30～

土（除外日あり）20:00～開催

所要時間1.5時間

スペイン最大の近代美術館「ソフィア王妃美術館」が所蔵している最も有名な作品を、西洋美術専門の公認ガ
イドのペドロさんがオンラインでご紹介！ピカソ、ダリ、ミロの代表作の説明の後、ピカソの最高傑作「ゲル
ニカ」も徹底的に解説します。世界一の絵画コレクションをご堪能ください。

スペイン語を聞こう、話そう、旅しよう！ベテラン公認ガイド ペドロさんが案内する
マドリード「ブルボン地区」の街歩きツアー
EUR20～

隔週金（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

日本語公認ガイドの資格を持つガイドが生中継でお届けする「スペイン語」オンラインツアー。近代的なグラ
ン・ビア大通りやプラド美術館などアートが密集しているエリアをご案内。お1人お1人のレベルに合わせて
話しかけるので、スペイン語を勉強中の方はぜひ！

トルコ

トルコからLIVE中継！東洋と西洋の合流点、魅惑のイスタンブールツアー
USD500～

日以外（除外日あり）18:00～21:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

アジア大陸とヨーロッパ大陸にまたがるトルコ最大都市イスタンブール。東西の様々な文化や歴史が入り混じ
る世界遺産の街より、壮大な歴史的建造物や迷路のようなバザールをLIVE中継でご紹介します。トルコらし
いオリエンタルな町並み散策をお楽しみください。

【中東】
アラブ首⾧国連邦

テレビで紹介されました！LIVE中継で行くドバイ・スパイスツアー
政府公認ガイドと巡る異国情緒たっぷりのドバイ旧市街
USD30～

土（除外日あり）21:00～開催

所要時間1.5時間

近未来的なドバイに残るアラビアンテイストの建築物や異国感溢れる旧市街を歩きます。庶民の足、アブラの
ノスタルジックな雰囲気やスパイススークのカラフルな空間、ゴールドスークの煌びやかな世界もご案内。ガ
イド歴20年のカリアさんがナビゲートします。

近未来都市ドバイを体感！政府公認ガイドと巡るドバイモール
ブルジュ・ハリファ＆巨大噴水ショーも生中継！
USD30～

金（除外日あり）22:30～開催

所要時間1時間

ドバイより生中継でお届け！ドバイ歴20年のベテラン日本語ガイドがドバイモールをご案内するオンライン
ツアーです。世界最大規模の巨大水槽や本物の恐竜の化石、オリンピックサイズのスケートリンクは圧巻のス
ケール。他にも近未来を感じるVRパークやヒューマン・ウォーター・フォールなど、主な見所を一緒に回っ
ていきましょう。最後は光り輝くブルジュ・ハリファを背景に巨大噴水ショーを鑑賞！壮大で多様なエンタテ
イメントを楽しめるドバイモールをオンラインでぜひご体感ください。

【アメリカ・カナダ】
ボストン

ボストンのフリーダムトレイルで紐解くアメリカの歴史講座
現地在住ベテランガイドによる解説付き
USD30～

隔週火（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

ボストン現地在住のベテランガイドが、フリーダムトレイルをご紹介するオンライン講座です。独立宣言が初
めて読み上げられた旧マサチューセッツ州会議事堂など、アメリカの歴史が刻まれた全16ヶ所の史跡を余す
ところなく解説します。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

ロサンゼルス

ロサンゼルス在住のプロ講師から学ぶ！
ハリウッドスタイルを取り入れたメイク＆ヘアレッスン
USD75～

毎日（除外日あり）11:00～開催

所要時間1.5時間

アメリカで活躍する講師が丁寧に教えるオンラインレッスンです。小顔に見えるベースの作り方（コントゥア
リング）、アイメイクやリップなどのポイントメイク、ハーフアップなどのヘアレッスンを日替わりでご案
内！ロサンゼルスのコスメ事情についても画像を使いながらご紹介します。マンツーマンで気兼ねなく相談で
きるプライベートプランもご用意！

ニューヨーク

メトロポリタン美術館鑑賞講座 ニューヨーク在住の熟練ガイドが解説！
ハイライト・フリックコレクション所蔵付など
USD30～

土（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

NY在住のガイドが厳選した初心者にやさしいオンライン美術館鑑賞。創立150年の歴史を持つ美術館を舞台
に、歴史や時代背景、使われている技法など様々な視点から、2つのテーマでメトロポリタン美術館の作品を
詳しく解説します。季節限定で、門外不出・貸し出し不可のフリックコレクション所蔵の作品をご紹介するプ
ランもご用意しております。

NYハーレムに精通したKimikoさんとバーチャル・ハーレムツアー
＋ちょっとゴスペル歌ってみよう！
EUR30～

隔週日（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5時間

映画『天使にラブソングを』などで有名になったゴスペルを、実際にハーレムの教会で20年歌っている講師
がわかりやすくご説明します。映像で少しハーレムの街を散策した後は、ハーレムの教会に行った気分で、初
めての方でも歌いやすい簡単なゴスペルをちょっと一緒に歌ってみましょう。

サンフランシスコ

サンフランシスコ在住のソムリエ親子が解説！
カリフォルニアワインの魅力 貸切プランあり
USD150～

毎日（除外日あり）11:00～開催

所要時間1時間

ワインをもっとカジュアルに。サンフランシスコ在住ソムリエガイドがカリフォルニアワインの魅力をお届け
します。現地からの最新情報やローカルならではのとっておきの情報も！テイスティングしながらのオンライ
ン参加で、自宅にいながら参加者の皆さまと一緒に楽しめます。

【ハワイ】
ハワイ島

ウナケア山麓星空観測＋ワイピオ渓谷を含むハワイ島内観光をKojiが生解説
USD30～

日（除外日あり）09:30～開催

所要時間1時間

ハワイ島でしか見られない絶景をご自宅から！ワイピオ渓谷やホノカアの街を巡る島内観光と、宇宙に一番近
い場所、マウナケアからの夕日鑑賞＆星空観測をお楽しみいただける贅沢ツアー！現地在住の人気ガイドのご
案内でハワイの魅力をたっぷり堪能♪

マウイ島

天文知識が豊富な人気ガイド、ヤマピーがご案内！
マウイ島最高峰ハレアカラ山＆星空解説講座
USD30～

金土（除外日あり）20:00～開催

所要時間1時間

自宅に居ながら気軽に参加できるハレアカラ山&星空解説講座！アメリカ天文惑星協会会員で知識豊富なベテ
ランガイド、ヤマピーがマウイ島最高峰のハレアカラ山とそこから見える満点の星空を動画やスライドでご紹
介。魅力あふれるトークで充実の1時間をお届けします。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

マウイ島

人気ガイド、ヤマピーが西マウイをご案内！
ラハイナタウンとサンセットを生中継でお届け
USD30～

金（除外日あり）12:30～開催

所要時間1.5時間

自宅でハワイ気分に浸れる、西マウイのオンラインツアー！カハクロア村などの見どころを動画やスライドで
ご紹介します。中継では秘密のビーチから見るサンセットとラハイナタウンの様子をお届け！リピーター続出
の人気ガイド、ヤマピーがご案内します。

人気ガイド、ヤマピーが手付かずの自然残る「天国のハナ」をご案内！
ウミガメスポット含む2か所からの生中継付き
USD30～

木（除外日あり）12:00～開催

所要時間1.5時間

ハワイの中でも手付かずの自然が残り、天国の地とよばれるハナの魅力を動画でご案内します。サーファーの
町パイアとウミガメスポットのホオキパビーチからの生中継もあり♪ご自宅からマウイ島の魅力を堪能しま
しょう。ご家族と一緒にご参加いただくことも可能です。

オアフ島

タンタラスの丘サンセット観賞＆ワイキキドライビング！
USD20～

日（除外日あり）12:30～開催

所要時間1時間

オアフ島屈指の絶景「タンタラスの丘」夕日観賞オンラインツアー！ワイキキの街並みやビーチなどの車窓ド
ライブもお楽しみいただけます。オンラインなのでどこからでも参加OK♪ハワイの今を教えてくれるベテラ
ンガイドがお連れします！

パールハーバー航空博物館オンライン講座
真珠湾の歴史や航空機について公認ガイドが徹底解説
USD25～

日（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5時間

ハワイ現地在住の公認ガイドがオアフ島の真珠湾（パールハーバー）にある、パールハーバー航空博物館に展
示されている主な航空機と真珠湾攻撃、太平洋戦争についてわかりやすく解説をするオンライン講座です。戦
時中に実際に使用された航空機のご紹介もします。

イルカハワイの学⾧と博士から学ぶイルカ講座 イルカの生態や鳴き声を解説
USD30～

日（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5時間

人生をかけてイルカの魅力を伝えるユリコさんと博士から学ぶイルカ講座。今までのツアーの動画や写真を盛
り沢山でお届けします。経験豊富な2人のお話をぜひお楽しみください。コミュニケーション時間もたっぷり
なので、お家にいながらハワイにいるような気分に。

カカアコウォールアートと「ソルト」のグルメ巡りツアー
現地在住ガイドJodyさんの軽快トークでご案内
USD25～

土（除外日あり）10:00～開催

所要時間1.5時間

ハワイの注目エリア「カカアコ」を、家にいながら観光できるオンラインツアー！街中に描かれたフォトジェ
ニックなウォールアートと、人気のグルメをウォーキングツアーでご案内。車でワイキキやダイヤモンドヘッ
ドの撮影スポットへもお連れします。

石鹸手作り体験レッスン
USD38～

デザイナーと作るオリジナルハワイアンソープ

毎日（除外日あり）09:00～11:00の1時間おきに開催 所要時間1時間

ハワイ在住の現役デザイナーと一緒に自宅でカラフルな石鹸づくり♪全7色からお好きな色を3つ選んだら事
前に届いたキットを使ってオリジナルの石鹸づくりを開始！真っ青な海やトロピカルなハワイのイメージを石
鹸に込めて。お家にいながらハワイ気分を楽しみましょう。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

オアフ島

マリ・ヘイズ（Mari Hayes）による本格フラ＆オリタヒチレッスン
USD100～

隔週水（除外日あり）09:00または10:30～開催

所要時間1～1.5時間

クムフラ資格を持ち、ハワイで現役プロダンサーとして活躍しているマリ・ヘイズによる本格フラレッスンを
自宅から受けてみませんか？初めての方や経験者、お子様でも気軽にレッスンを受けることができます。心身
のリフレッシュにもおすすめです。

電動自転車でめぐるカイルアタウンとビーチ散策ツアー
人気ガイドJodyさんによる人気パンケーキ店「シナモンズ」食レポ付き
USD25～

日（除外日あり）08:00～開催

所要時間1.5時間

ワイキキとはまた違った魅力のあるカイルアを巡るオンラインツアー！自転車レンタルから始まり、地元に人
気のシナモンズでパンケーキをテイクアウトした後は、美しいカイルアビーチへ移動します。レンタル手続き
やチップの支払いなど、実際のハワイ旅行で役立つ情報満載です♪

東北楽天ゴールデンイーグルスの元トレーナーによるエクササイズレッスン
マカプウ・トレイルを登るように楽しく足腰を鍛えよう
USD20～

土（除外日あり）09:30～開催

所要時間1時間

お出かけが減り、テレワークなどで運動不足を感じている人も多いはず。初心者向けでハワイの海を見下ろす
ことができるマカプウ・トレイルの動画と一緒にエクササイズを楽しみませんか？プロのトレーナーがアドバ
イスをしながらご案内します。少人数制、器具の必要なしのため気軽にご参加可能です♪

ドリームキャッチャー手作り体験教室 オリジナルハワイアン雑貨
USD38～

毎日（除外日あり）09:00～11:00の1時間おきに開催 所要時間1時間

自宅で気軽に体験できるドリームキャッチャー手作りレッスン。ミントと白から選べるカラー&オプション
パーツで自分だけのオリジナルドリームキャッチャーを完成させよう。お友達やお子様とお家に居ながら楽し
く参加できるのはオンラインレッスンならではの魅力！

ハワイ在住講師が教える英会話レッスン
すぐに使える！レストランやカフェでのオーダーの仕方を学ぼう
USD20～

土（除外日あり）09:30～開催

所要時間1時間

ご自宅から参加できるオンライン英会話レッスン！基本的な注文の仕方や飲み物を頼むときに便利な表現など
ハワイ旅行で使える英語を学びましょう。カカアコにあるカフェで実際に注文している様子を動画で見なが
ら、発音や様々な言い回しを丁寧にご説明します。ただ動画を見るだけでなく、講師と一緒に発音しながら学
べる参加型です♪

ハワイ在住カメラマンから学ぶスマートフォン、デジカメ基本撮影講座
基本的な撮影テクニックをハワイの映像と共に解説
USD100～

日（除外日あり）09:50～開催

所要時間3.5～4.5時間

スマホまたはデジカメで誰でもプロのような写真が撮れるようになるオンライン講座です。初心者から中級者
セミプロの方までプロのカメラマンがマンツーマンで丁寧に教えます。これからカメラや写真撮影を学びたい
方、プロレベルの写真を撮れるようになりたいと思っている方におすすめの本格プライベートレッスン。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

オアフ島

ヨガレッスンまたはハワイ料理ポキのクッキング講座
現地在住ショウコさんこだわりのハワイライフスタイル紹介付き
USD15～

土（除外日あり）12:00～開催

所要時間1時間

初心者向けのヨガレッスンと、ハワイ名物アヒポキ丼の作り方講座をオンラインでお届け！どちらか1つでも
参加OK、両方に参加する場合は5ドルお得です♪日本人初のSUPヨガインストラクターのショウコさんが、現
地流のライフスタイルを伝授します。

トートバック手作り体験教室 オリジナルハワイアン雑貨
USD38～

毎日（除外日あり）09:00～11:00の1時間おきに開催 所要時間1時間

自宅で気軽に体験できるトートバッグ手作りレッスン。選べるステンシルを使って、ハワイを感じるオリジナ
ルトートバッグを完成させよう。お友達やお子様とお家に居ながら楽しく参加できるのはオンラインレッスン
ならではの魅力！

【オセアニア】
ニュージーランド

360度高画質映像で楽しむテカポ
生解説で見るテカポ湖畔＋マウントジョン＋星空鑑賞＜PCのみ／Youconnect＞
NZD25～

日（除外日あり）17:30～開催

所要時間1時間

高画質360度絶景動画を見ながらプロのガイドが旅のアドバイスをするバーチャルオンラインツアー！テカポ
湖畔散策はもちろん、マウントジョンのハイキングで見られる壮大な景色や、人気のカフェも訪問。写真を
使ったテカポの星空解説もお楽しみに！

360度高画質映像で！クライストチャーチ散策ツアー
ガイドが市内の見所を生解説！＜PCのみ／Youconnect＞
NZD23～

日（除外日あり）16:00～開催

所要時間1時間

まるでクライストチャーチにいるような臨場感で参加できる、45分間のバーチャルオンラインツアー！ス
ローな時が流れる市内の見所を中心に、トラムの乗車体験もします。経験豊富なガイドが進化し続けるクライ
ストチャーチの魅力を余すことなくお伝えします♪

360度高画質映像で！世界遺産マウントクック絶景ハイキングツアー
ベテランガイドが生解説＜PCのみ／Youconnect＞
NZD25～

日（除外日あり）19:00～開催

所要時間1時間

高画質な360度絶景動画を見ながらバーチャルハイキング！ニュージーランドで最も人気の観光地、世界遺産
のマウントクックでのハイキングをご堪能いただけます。8年以上このコースを案内したガイドが、他の誰に
もできないネイチャーガイドをお届け！

360度高画質映像で！世界遺産のフィヨルド＆大迫力の滝「ミルフォードサウンド」
VRツアー＜PCのみ／Youconnect＞
NZD25～

土（除外日あり）19:00～開催

所要時間1時間

現地クルーズ会社のリアルジャーニー社の協賛とNZ環境保護局の許可を得て撮影した特別なオンラインツ
アー。通常の映像では味わえない360度の臨場感あふれる映像で、世界遺産認定のフィヨルド景観の素晴らし
さと、大迫力の滝のしぶきをお届けします！

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

ニュージーランド

360度高画質映像で！ニュージーランドのリゾート地「クイーンズタウン」
VRツアー＜PCのみ／Youconnect＞
NZD23～

土（除外日あり）17:30～開催

所要時間1時間

高画質な360度絶景動画を見ながらニュージーランド随一の観光地「クイーンズタウン」を訪問。ゴンドラ山
頂駅からのワカティプ湖とリマーカブル山脈の美しい絶景や、人気のアクティビティ「リュージュ」のバー
チャル体験、街ナカ紹介など楽しみ満載です！

【ビーチリゾート】
グアム

グアムの空を飛ぶ感覚を体験！セスナ操縦体験オンラインツアー
プライベートプランあり
USD60～

土日（除外日あり）13:00～開催

所要時間1時間

グアムの空でセスナ操縦体験ができるオンラインツアー。普段は見られない格納庫見学やセスナの機器説明、
フライト体験など、日本人飛行教官がライブ中継と動画視聴を交えながらわかりやすく解説します。飛行機の
操縦の仕方を学んでみたい初めての方におすすめです！

パラオ

テレビで紹介されました！お家でダイビング！
パラオの人気ポイント「ブルーコーナー」を潜る バーチャルダイビング
USD20～

日月火金（除外日あり）19:00～開催

所要時間1時間

自宅にいながらダイビング気分♪パラオの人気ポイント「ブルーコーナー」を潜るバーチャルツアー。ダイ
バー目線の映像を見ながら、生物の紹介やダイビング中に気を付けたいこと等をガイドが生解説。まるで自分
も一緒に潜っているかのような感覚が味わえます。

パラオの大自然の中で暮らすイルカに出会おう！
ドルフィントレーナーによる生解説付き
USD20～

土（除外日あり）14:30～開催

所要時間1時間

パラオの自然を活かした専用プールを回り、のびのびと暮らすイルカたちと出会うオンラインツアー。リアル
な姿をご覧いただきイルカの生態や身体能力を解説します。素敵なラグーンもご紹介。スクリーンショットタ
イムではイルカが可愛らしくポーズを決めてくれます。

【中南米・カリブ海】
ブラジル

南米アマゾンからライブ中継！マナウスの市場ウォーキングツアー
USD25～

水（除外日あり）21:00～開催

所要時間1.5時間

地球の裏側、ブラジルのマナウスからライブ中継！秘境アマゾンの市場を日本語ガイドがご案内します。市場
には見たことがない巨大な魚や果物、インディオの薬草などが並び、見ごたえ十分。陽気な現地ブラジル人た
ちとのコミュニケーションもお楽しみください！

テレビで紹介されました！ピンクイルカに会いに行こう！
南米ブラジルのアマゾン川から生中継☆ピンクイルカ観賞ツアー
USD25～

火（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

ピンクイルカが目の前を飛び跳ねる衝撃映像を体験！地球の裏側、ブラジルのマナウスからライブ中継。ネグ
ロ河の広大な景色のなか、元気印ガイド・トモヒロさんの案内で、ピンクイルカと出会えるフローティングハ
ウスへ。⾧い時間をかけてピンクイルカと信頼関係を築いてきたゼーさんへのインタビューの後、ピンクイル
カの呼び寄せスタート！大迫力のライブ映像をお楽しみください。

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

ブラジル

ブラジル・アマゾンの二河川合流点の圧巻映像！
アマゾン河の水上集落訪問＆巨大魚ピラルクの釣り掘り体験付きライブツアー
USD25～

金（除外日あり）21:00～開催

所要時間1.5時間

「ペルー」と「コロンビア」から流れ着く特徴の全く異なる二つの大河が奇跡的に合わさる合流点から生中
継！生活の全てをアマゾン河の上で過ごす集落を訪問し住民にインタビュー。巨大魚ピラルクの養殖場では、
ガイドのデニスさんが一本釣りに挑戦します！

グアテマラ

現地人でごった返す市場の衝撃映像！
グアテマラの世界遺産、古都「アンティグア」オンラインツアー
USD25～

土（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

歴史的な佇まいが印象的なアンティグアから生中継！過去何回もの地震に見舞われたコロニアル都市であるア
ンティグア。今でもその姿を大きく変えることなく世界遺産にも登録されています。最終目的地は現地人が行
き交うローカルマーケット！コロナ禍では信じられない大迫力の光景が目の前に広がります！

グアテマラの先住民カクチケル族が住む
サンアントニオ・アグアス・カリエンテス村の民家訪問ツアー
USD30～

隔週金（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

織物で有名なサンアントニオ・アグアス・カリエンテス村の民家をオンラインで訪問！普段見ることのできな
い現地の生活をのぞいてみませんか？美しい民族衣装を身にまとったカクチケル族の生活を、グアテマラ⾧期
在住のベテランガイドがご案内します♪

スペイン語を聞こう、話そう、旅しよう！現地人だらけの市場に潜入！
グアテマラの世界遺産都市「アンティグア」＜スペイン語＞
USD20～

木（除外日あり）22:30～開催

所要時間1時間

歴史的な佇まいが印象的なアンティグアから生中継！過去何回もの地震に見舞われたコロニアル都市であるア
ンティグア。今でもその姿を大きく変えることなく世界遺産にも登録されています。最終目的地は現地人が行
き交うローカルマーケットへ潜入！

ジャマイカ

レゲエの神様ボブマーリーが暮らした貧困街「トレンチタウン」からライブ中継！
たくましく生きる人々の生活に迫る
USD30～

土（除外日あり）23:00～開催

所要時間1時間

ボブマーリーが母親と11歳の時から過ごし治安がよくないと言われているジャマイカの街「トレンチタウ
ン」。オンラインツアーなら治安を気にせず訪問可能！ジャマイカに魅了され移り住んだ日本人女性ガイド
が、皆様をボブマーリーの原点へお連れします！

ベリーズ

テレビで紹介されました！
ジャングルで保護された希少動物と対面！謎の生態に迫るベリーズ動物園ツアー
USD25～

日（除外日あり）09:00～開催

所要時間1時間

迫力満点のライブ配信で迫る！ベリーズのジャングルに生息する多種多様な動物たち！野生に帰れなくなった
動物を保護して飼育している国内唯一の動物園「ベリーズ動物園」があなたを一気にカリブ海のジャングルへ
お連れします！

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

ベリーズ

中米カリブの魅惑の国ベリーズからライブ中継！ベリーズ市内観光ツアー
USD20～

土（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

"カリブ海の真珠"と呼ばれるベリーズは人口40万人の小国ながら、世界遺産であるブルーホールやマヤ遺跡な
どの観光資源に恵まれ、上級トラベラーの憧れの国。そんなベリーズに行った気になれるライブツアーです。
陽気なカリブの雰囲気を存分に感じてください！

スリナム共和国

異色の国スリナムからオンライン中継！
オランダを感じる世界遺産パラマリボ市街歴史区の街歩き
USD30～

木（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

世界遺産の街の歴史ある建造物をオンラインで巡ります！当時から変わらず残るものや現在の姿になった過程
などオランダ植民地時代を中心に解説します。街から感じる先住民やアジア系が混ざった多民族文化の国スリ
ナムの知られざる異色の姿をご堪能ください！

トリニダードトバゴ トリニダード・トバゴの朝は忙しい！
首都ポートオブスペインの日常をのぞく朝の市街観光オンラインツアー
USD25～

隔週火（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

カリブ海に浮かぶ島トリニダード・トバゴの首都ポートオブスペインから生中継！朝の通勤スタイルをカメラ
で追いながら、カリブらしい地元の会社員のファッションや朝食屋台の市内の様子をレポートします。街中に
残るイギリス植民地時代の歴史的建造物も見どころです。 現地在住の日本人女性ガイドが、皆様をトリニ
ダードの日常へご案内いたします。

英語を聞こう、話そう、旅しよう！
朝のトリニダード・トバゴ街歩きオンラインツアー
USD20～

隔週水（除外日あり）21:00～開催

所要時間1時間

現地在住ガイドが生中継かつ「英語」でお届けするオンラインツアー。朝のトリニダード・トバゴは大忙
し！？行き交う人々の様子を観察しながら街歩き！トリニダード・トバゴ生まれのガイドさんが、あなたを本
当のトリニダード・トバゴへご案内します。

トリニダード・トバゴから生中継！
現地のスティールパン製作工程をライブ見学！ミニセッション付き♪
USD30～

日（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

心地よい音色を奏でるスティールパンの製作過程を見学できるオンラインツアー！ごく普通のドラム缶にどう
やって音階を作り上げていくのか、美しい音を生み出す楽器になるまでを丁寧にご紹介。職人の熟練した調律
＆実際の生演奏風景をお楽しみください。

日本で見られないハチドリを生中継で観察！写真家が撮影した珍しい生態もご紹介
USD25～

土（除外日あり）22:00～開催

所要時間1時間

15種類のハチドリが観測されているYerette。蜜を求めに来る様子を望遠レンズでオンライン観察します。写
真家でもあるオーナー撮影の珍しい生態もご紹介。アメリカ大陸とカリブ海にしか生息しないハチドリの色鮮
やかで美しい姿をお楽しみください！

お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

【アフリカ】
エジプト

ピラミッドへ徒歩5分の家庭を訪問！
ガイドの自宅から生中継でエジプトの朝食や現地の生活をお届け
USD30～

日（除外日あり）18:00～開催

所要時間1時間

ピラミッドの目の前にあるエジプトの家庭を訪問しながら、現地の様子を知ることができるオンラインツ
アー！現地の人々の朝食購入から、実際にお宅を訪問して生活の様子や習慣をご紹介。エジプトの今がわかる
盛りだくさんで貴重な家庭訪問です！

ギザの3大ピラミッドとサッカラオンラインツアー
USD30～

水土（除外日あり）21:00～開催

ピラミッドを詳しく解説！

所要時間1時間

ピラミッドについてオンラインで詳しくご案内！エジプトが世界に誇るギザの3大ピラミッドとサッカラの階
段ピラミッドの見どころを動画を交えながら解説します。その他、エジプトの代表的な昼食についてもご紹
介！最新のエジプト情報もお伝えします。

古代エジプト象形文字ヒエログリフ 簡単ABC講座
USD30～

土（除外日あり）18:00～開催

現地のお店の様子もお届け

所要時間1時間

象形文字について学べるエジプトのオンライン講座！古代エジプト人が使っていた象形文字は、漢字と同じく
それぞれの文字に意味があります。日本語ガイドが象形文字のアルファベットとそれらの意味を簡単にご紹
介！現在のエジプトのお店や街の様子もお届けします。

観光に役立つ簡単アラビア語講座 使えるジェスチャーもご紹介！
USD833.75～

毎日（除外日あり）13:00～20:00の30分おきに開催

所要時間1.5時間

観光に役立つ簡単なアラビア語をオンラインで学ぶ！エジプトの母国語アラビア語。実際にエジプトで観光す
る時に英語が通じない場合に使える、便利かつ簡単なアラビア語＆ジェスチャーが学べます。観光に行く前の
下準備や基本情報を学ぶのにも最適です！

ケニア

ケニアからライブ中継！
雄大なキリマンジャロを望むサバンナからお届けするサファリ体験
USD30～

日（除外日あり）18:00～開催

所要時間1時間

ケニアのアンボセリ国立公園より生中継でオンラインサファリをお届け！広大なサバンナ・アンボセリは至る
所にシマウマ、バッファロー、ゾウ等の草食動物の群れが生息しています。天気が良ければ、キリマンジャロ
をバックにゾウが歩く光景が見られるかも！？

※商品内容、ご料金等は2021年12月現在のものでございます。
お申込みのタイミングによって変更となる場合がございますのでご了承ください。
※記載の開催時間はすべて日本時間となります。
※画像は全てイメージです。
※催行日、ご参加人数が限られている商品がございます。
詳しくはお問合せ下さい。
※ご参加までに必ずパソコンやスマートフォンにZoomアプリケーションをインストールしてください。
お申込み・お問合せ
株式会社ジェイワールドトラベル
TEL 03-3402-9955
営業時間 平日 09 : 00～17 : 00

