


※ＣＪ（もてなし）内容は、原則として予約が必要になります。「予約・問合せ先」、「予約方法・申込締切日」欄を確認の上、 「日中４０周年 新発見の旅」のツアー予約で
あることを先方担当者に伝えて予約をお願いします。

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

【北海道】

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail

0167-22-2242

0167-22-2513

kamebuchi.masaaki@city.furano.hokkaido.jp

0167-22-2113

0152-43-5951

0152-45-1430

ふらのワイン工場 「ふらのワイン工場」で検索をお願いします。
年末年始休み
9:00～18:00(6月～8月)
9:00～16:30(9月～5月)

ミニふらの果汁ジュースお一人様に一本

営業時間

特に予約の必要はありません。無料乗車す
る場合、外国人（パスポート等）であることの
証明書提示となります。

”非誠勿擾”中国映画のロケ地絵葉書プレゼント
(能取岬 北浜駅）

本物の流氷に触れる体験・５ケ国語の字幕入りハイビ
ジョン映像。流氷の天使クリオネを飼育展示。展望台併

8:00～18:00（4月～10月）
9 00～16 30（11月～3月）

ロープウェイ無料乗車

ＦＡＸで申込み２日前手仕舞い。工場内の説
明が必要であれば、早めに連絡をお願いし
ます。マンニングの問題で説明出来ない場合
もあります。

予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込

,閉館の３０分前までにはご
入館下さい

番号

1

2

3 CJ2

特にいません

三島

亀淵所長

A-01
A-02

CJ1
CJ2

A-03

新富良野プリンスホテ
ル　ロープウェイ

オホーツク流氷館

番号
番号

A-01
A-02

CJ2
CJ3

mishima@ryuhyokan.com

0155-34-7307

0155-34-7307

office@tokachimura.jp

0155-34-7307

0155-34-7307

office@tokachimura.jp

047-434-7055

047-434-7169

山中

山中

周・馬

帯広競馬場＆とかち
むら

年中無休
10：00～

とかちむら全店10％割引チケット（満我菜亭の
みソフトドリンク1杯サービス）

帯広競馬場内にある十勝のフードパークで、農畜産品
や特産品、レストラン、スイーツ店がある。

(能取岬・北浜駅）
映像。流 使 を飼育展 。展 併

設
9:00～16:30（11月～3月）

A-02

到着時間 者 絡先等を 申
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

入館下さい。

予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

専用ＷＥＢサイトで実施日の3日前までに申
込。

帯広競馬場　入場無料招待券
世界で唯一、帯広で開催されているばんえい競馬。ドラ
マや映画化もされている。

毎週土・日・月
11：00～17：30
（5/12～10/29は、ナイト開催の
ため14：00～20：30)

CJ4
CJ3

CJ1

5
(予約先）らら
ぽーとエー施設利用クーポン券

国内外130の店舗が入っている屋内型アウトレット。ブラ
ンドショッピング・グルメ・お土産が一度に楽しめます

定休日/不定休
物販…朝10時～夜8時
飲食…朝11時～夜9時

三井アウトレットパー
ク 札幌北広島

4

A-01
A-04

島流 館

mop-sapporo@lalaport-agency.co.jp

011-616-1601

011-616-1602

konno@sapporo-dc.co.jp

0138-21-3454

0138-21-3324

sugisawa.masaaki@city.hakodate.hokkaido.jp

0152-45-2411

0152-45-2338A-03

入館に関しては予約は不要ですが、館内案
内ガイドが必要な場合は事前に予約をお願
い致します。なお、ガイドについては日本語

入館は閉館時間の１時間
前までにお願いします。

博物館　網走監獄 簡体字パンフレット
知られざる北海道の開拓史を今に伝える歴史野外博物
館

無休
8:00～18:00（4月～10月）
9 00 17 00（11月 3月）

合浦

年間無休
夏期：10：30～22:00
冬期：11:00～21:00

団体予約のみ前日まで団体名・人数・到着
時間・担当者連絡先をＦＡＸで連絡。

天候により、山頂からの視
界が悪い場合があります。

函館 さきいかプレゼント - - 杉澤

コースに組み込まれた入館施設等におい
て，お客様にプレゼントさせていただきます。
場所等につきましては今後ご相談させてくだ
さい

藻岩山ロープウェイ 藻岩山特製絵はがきプレゼント
標高５３１メートルの藻岩山山頂展望台に、ロープウェイ
とミニケーブルカーを乗り継いで行き、札幌市の夜景を
堪能する

（初めて申し込む際は要連絡）
CJ3

6

7

8

今野

A-04

CJ3
CJ2

CJ1

CJ1

ジェンシー㈱
ンドショッピング・グルメ・お土産が 度に楽しめます。 飲食…朝11時～夜9時

フードコート…朝10時30分～夜
ク 札幌北広島A 04

A-01
A-04

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

番号

a-gappo@kangoku.jp
い致します。なお、ガイドについては日本語
のみの対応となりますのでその場合は通訳

前までにお願いします。館
9:00～17:00（11月～3月）

【東北・関東】

0186-30-0248
鹿角市役所 実施日の7日前を目途に団体名 人数 行

道の駅「かずの」内鹿
①鹿角市観光イメージキャラクター「たんぽ小町
ちゃん」によるお出迎え

0186-30-1515

kankou@city.kazuno.lg.jp

0235-62-4727

0235-62-4729

ideha@city.tsuruoka.yamagata.jp

0235-25-5111

0235-25-5112

ns@shonai-kb.co.jp

0235-25-2111

鹿角市役所
観光振興班

A-05 CJ1 9:00～17:00
実施日の7日前を目途に団体名、人数、行
程、時間、担当者名等を記入しFAXで申込。

鶴岡を中心とした庄内南部地区の特産品、約700種類 9:00～17:30
実施日の7日前を目途に団体名 人数 行

庄内観光物産館
デザートサービス（特製だだちゃ豆アイスクリー
ム）

鶴岡ICからすぐの庄内随一の庄内の食と物産店A-07 CJ2

休館：毎週火
9：00～16：30

伊藤 事前申込みのこと（一週間前まで）

なし 渡部 事前申込みのこと

国宝五重塔とミシュラングリーンガイドジャポン杉並木も
案内

A-07 CJ1

道 駅 ず 」 鹿
角ふるさと館「さんと
らあ」

ちゃん」によるお出迎え
②ちょっぴりプレゼント（時期により内容は異な
る）

道の拠点、休憩所、鹿角観光ふるさと館「あんとらあ」

鶴岡市役所

9

いでは文化記念館
（羽黒山）

山伏が歓迎ガイド10

11

022-214-8019

022-214-8316

0279-88-3722

0279-88-3183

info@yumomi.net

0279-72-3151

A-05 CJ2

仙台市内（主な観光
箇所／駅など）

奥州　仙台おもてなし
集団の伊達武将隊が観光個所でお出向かえ

物産大店でがんす ｢ミニ御殿まり」等キーホルダープレゼント を販売しております。鶴岡公園、藩校致道館といった観
光施設も間近です。

10-3月は
9:00～17:00

既に予約が入っており対応
できない場合があります。

実施日の7日前を目途に団体名、人数、行
程、時間、担当者名等を記入しFAXで申込。

実施日の1ヶ月前を目途に団体名、人数、行
程(仙台市内を詳しく)、希望個所、時間、担
当者名等を記入しFAXで申込。

奥州　仙台おもてなし集団の伊達武将隊A-06 CJ1
仙台市国際プ
ロモーション
課

鶴岡市役所
観光物産課

14

13

12

①WELCOME　CARD（飲食店・観光施設の優待
券付きガイドブック）　②県MAP（中文簡体字版）
③ぐんまちゃん缶バッヂ等プレゼント

温泉自然湧出量日本1位、プロが選ぶ温泉9年連続1位
の草津温泉は、江戸時代の温泉番付でもトップ。旅館協
同組合は、草津町バースターミナル前にあり、湯畑等温
泉街に近接しています。

9:00～18:00

予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

伊香保温泉観光協会

星野事務局長A-14 CJ2
草津温泉旅館協同組
合

伊藤課長
予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間 担当者連絡先等を 申込

①WELCOME　CARD（飲食店・観光施設の優待
券付きガイドブック） ②県MAP（中文簡体字版）

温泉都市計画と温泉饅頭発祥の地である伊香保温泉
は石段街が特徴。戦前は皇族の避暑地になっていまし

9:00～17:00
但しイベ ト等 不在 も 0279-72-4452

0288-77-2052

0288-77-0201

info@kinugawa-kawaji.com

0288-54-2497

0288-54-2495

polaris@nikko-jp.org

16

15

17

A-09 CJ3 伊香保温泉観光協会 伊藤課長 到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

券付きガイドブック）　②県MAP（中文簡体字版）
③ぐんまちゃん缶バッヂ等プレゼント。温泉組合
所属の宿泊施設にお泊りになるとグリーン牧場

は石段街が特徴。戦前は皇族の避暑地になっていまし
た。伊香保温泉観光協会は温泉街から、水沢へ向かう
途中にあります。

＊但しイベント等で不在の日も
あり

日光仮面ストラップ
プレゼント

観光案内所
休館日なし
8:30～18:00

団体名･人数・到着時間・担当者連絡先等を
ＦＡXで申込み。２日前までに 終人員をＦＡ
Ｘで報告

A-06 CJ2 日光郷土センター

川添A-11 CJ2
鬼怒川・川治温泉観
光情報センター

船越
団体名･人数・到着時間・担当者連絡先等を
ＦＡXで申込み。２日前までに 終人員をＦＡ
Ｘで報告

日光仮面ストラッププレゼント 観光案内所
休館日なし
8:30～17:00



CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

【東北・関東】

※ＣＪ（もてなし）内容は、原則として予約が必要になります。「予約・問合せ先」、「予約方法・申込締切日」欄を確認の上、 「日中４０周年 新発見の旅」のツアー予約で
あることを先方担当者に伝えて予約をお願いします。

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業時間

予約方法 申込締切日 備考(留意事項)
番号

施設名
番号

ポイント
番号

0288-77-1777

0288-77-1781

info@edowonderland.com

029-244-5454

029-244-5866

19

18

偕楽園20 A-09 CJ2 好文亭入館料（１９０円）の無料
木造三階建ての建物。筑波山・千波湖・水戸市内が一
望できる偕楽園 番のビ ポイント

9：00～17：00(2/20～9/30）
9 00 16 40（10/1 2/19）

秋山

鬼怒川地区では町中店舗で立ち寄りの方に無
料でお茶のサービスを実施。中国語MAP提供。

http://kinugawa-
kawaji.jtbguandong.com/areas/download_tea

各店舗営業時間 URLよりダウンロードして利用

A-11 CJ1 日光江戸村

A-11 CJ3
鬼怒川川治温泉観光
協会

入園時にサムライによるお出迎え
江戸時代の街並みを再現したテーマパーク。豪華な時
代絵巻の世界に入り込める人気施設

9:00 ～ 17:00（3/20～11/30
9：30～16：00（12/1～3/19）

一週間前までにFAXで申込むこと

一週間前までにFAXで申込むこと029 244 5866

029-305-2288

029-244-1937

029-896-5107

029-896-5107

偕楽園

お菓子夢工場

20

22

ガマの油売り口上保存会 9：00～17：00

茨城空港利用に限る

A 09 CJ2 好文亭入館料（１９０円）の無料
望できる偕楽園一番のビューポイント 9：00～16：40（10/1～2/19）

21
アクワワールド大洗
水族館

入場料（1,800円）の５０％OFF

秋山

一週間前までにFAXで申込むこと市毛昼食団体に水戸銘菓　水戸の梅1個無料試食 水戸銘菓の水戸の梅・製造ラインの見学もできる 9：00～17：00

筑波山ガマ口上保存
会

筑波山ガマ口上披露23 A-09 CJ1 森 宿泊時の施設内でも可一週間前までにFAXで申込むこと

季節により試食サービスの
内容を変更も可能。
昼食以外のティータイム
セット利用団体も適用可能

週間前までにFAXで申込むこと

048-780-2091

048-668-2323CJ4 大宮盆栽美術館

京成百貨店 キティちゃんファイルのプレゼント
水戸市中心部に位置する百貨店。ルイ・ヴィトンなど約
600ブランド。

５日前までに，団体名･人数・到着時間・担当
者連絡先等をＦＡXで申込み。

会

あみプレミアム・アウト
レット

オリジナルノベルティ，割引クーポン券をプレゼ
ント

アウトレット店が151店舗集まる，茨城県内地域のショッ
ピングスポット。

10：00～20：00

10：00～19：30
日程が決まり次第，団体名･人数・到着時間・
担当者連絡先等をＦＡXで申込み。５日前ま
でに 終人員をＦＡＸで報告

堀井
予約は実施日の前日までに団体名・人数・到
着時間・担当者連絡先等を電話またはFAX

窓口で、行程表の提示又
は口頭

①入館料の割引（一般：300円→２00円、高大
生・65歳以上：150円→100円、小中学生：100円
→50円） ②中国語のミュージアムガイド配布

大宮盆栽村に隣接した当館は、世界で初めての公立の
「盆栽美術館」として、盆栽の名品、盆器、水石、浮世絵

休館：木曜（祝日を除く）、臨時
休館日あり
9：00～16：30（11～2月は ～

26

24

25

A-14

bonsai-art-museum@city.saitama.lg.jp

049-225-2727

049-227-5001

0494-66-3311

0494-66-0308

guide@nagatoro.gr.jp

27

で申込み。
は口頭→50円）　②中国語のミュ ジアムガイド配布

③中国語の音声ガイドサービス（300円）
等を展示しています。

9：00～16：30（11～2月は、～
16:00)

①入館料の割引（３００円→２４０円）※20名以
上の団体で予約した場合。　➁ノベルティおよび
中国語観光パンフレットの配布（川越まつり会館
入館時に受付で配布）。

年間を通して川越まつりの雰囲気を体感できる施設。本
物の山車を常時２台展示。また、大型スクリーンでまつ
りの映像を見ることができます。

休館：毎週第２・４水曜日
9：30～18：30（4月～9月、入館
は18時まで）
9：30～17：30（10月～3月、入
館は17時まで）

予約は実施日の前日までに団体名・人数・到
着時間・担当者連絡先等を電話またはFAX
で申込み。

古澤
予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

CJ4
CJ3

川越まつり会館

①中国語の観光パンフ提供　②長瀞のポスト
カード贈呈　③ポケットティッシュ贈呈　④案内所
には音声ペン、i-Pad等による中国語ガイドあり
⑤長瀞の多くの看板は、スマホ等で利用できる
世界初の音声ガイド付き仕様で、中国語案内も
あり

長瀞の観光情報を提供する中心施設。CJ328 A-08 （社）長瀞町観光協会
年中無休
9：00～17：00

A-09
A-14

043－223-2418

043－225-7345

tourism@mz.pref.chiba.lg.jp

047-434-8300

047-434-7169

mop-kisarazu@lalaport-agency.co.jp

各施設へ連絡する都合上、3日前までに団体
名・人数をFAXで報告

イトーヨーカドーを併設したショッピングモール。成田空
港近くでのスーパーマーケットでのお買い物に 適。

10：00～20：00
（2012年は無休）

各施設へ連絡する都合上、3日前までに団体
名・人数をFAXまたはメールで報告

2012年4月オープンの 新アウトレット
10：00～20：00
（2012年は無休）

ららぽーと
エージェン
シー　船橋本
社

担当：周、馬

各施設へ連絡する都合上、3日前までに団体
名・人数をFAXまたはメールで報告

千葉の魅力をまるごとプレゼントします
月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

石井29
A-08
A-14

CJ5
CJ5

30

31

三井アウトレットパー
ク木更津

中文パンフレット、クーポン付ガイドマップ、成田
空港周辺ウエルカムカード（特典)付きガイドブッ
ク

特典クーポンブックプレゼント

特典クーポンプレゼント

千葉県 商工労働部
観光誘致促進課 海
外プロモーション班

A-08
A-14

CJ5
CJ5

A-08
A-14

CJ5
CJ5

ユアエルム成田店

あり

045-621-0635

045-621-6343

takita@sankeien.or.jp

045-671-3652

成田ゆめ牧場
各施設へ連絡する都合上、3日前までに団体
名・人数をFAXで報告

成田空港近くの牧場。動物たちとふれあえる自然の時
間を御提供します。

9：00～17：00無休
（12～2月は～16：00）

CJ5
CJ5
CJ5

A-08
A-09
A-14

牧場入場料　大人２００円引き、小人１００円引
き及び動物ふれあい用のエサ１カップサービス

A-08 CJ4

横浜友好観光大使である「陳坤」氏（俳優）の画 画像の使用にあたり条件がありますので 担
像 条

滝田

9時～17時
（入園は閉園の30分前まで）
休園日： 12月29日、30日、31
日

財団法人三
溪園保勝会

横浜市文化

32

33 三溪園

特別公開（一般公開）【新緑の古建築公開（重要
文化財　臨春閣・聴秋閣）　4月28日～5月6日】
【夏の古建築公開（横浜市指定有形文化財　鶴
翔閣・白雲邸)　8月11日～16日【】【紅葉の古建
築公開(重要文化財　春草廬・聴秋閣・旧天瑞寺
寿塔覆堂）11月23日～12月9日】

三溪園は生糸貿易により財を成した実業家 原 三溪に
よって、1906年5月1日に公開。175,000m2に及ぶ園内に
は京都や鎌倉などから移築された歴史的に価値の高い
建造物が巧みに配置。（現在、重要文化財10棟・横浜市
指定有形文化財3棟）

045-663-6540

ya00-nakano@city.yokohama.jp

0555-72-3168

0555-72-2817

055-262-3626

055-263-4812A-08

A-08

横浜友好観光大使である「陳坤」氏（俳優）の画
像提供。

CJ1
富士河口湖
町観光課

富士河口湖町 特性ポストカードプレゼント 富士山に も近い温泉郷
休日：毎週土、日、祝日
8:30～17：00

CJ2
実施日の前日までに団体名・人数・到着時
間・担当者連絡先等を電話またはFAXで連
絡

石和温泉旅館協同組
合

特性ピーチジュースプレゼント 山梨で 大規模を誇る全国屈指の温泉郷
休日：毎週日、祝日
9:00～17：00

実施日の前日までに団体名・人数・到着時
間・担当者連絡先等を電話またはFAXで連
絡

清水

中野
画像の使用にあたり条件がありますので、担
当あてご連絡ください。

画像使用条件あり
横浜市文化
観光局
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部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

番号

【中部・北陸】

※ＣＪ（もてなし）内容は、原則として予約が必要になります。「予約・問合せ先」、「予約方法・申込締切日」欄を確認の上、 「日中４０周年 新発見の旅」のツアー予約で
あることを先方担当者に伝えて予約をお願いします。

部署名 担当者名 TEL/FAX/e mail番号

0263-34-3295

0263-39-7320

yamaishi@matsumoto-tca.or.jp

025-244-3010

025-245-3233

junmai@imayotsukasa.com

0256-47-2208

0256-47-2208

kangaku@city sanjo niigata jp

諸橋轍次記念館CJ2

A-10
A-16

CJ1
CJ1

松本市街 はしごマップ・チケット配布
市民がおすすめする名産品店、レストラン・居酒屋。
バーなど、はしご先の店で様々な特典が得られる

A-14
A-15

今代司酒造
（株）

CJ3
CJ1

松本観光コン
ベンション協
会誘致促進
課

A-15 生家の見学が可能

中国の日本語学習者に広く愛される世界 大の「大漢
和辞典」の編者諸橋轍次博士の遺品、遺墨、中国近代
史上の偉人からの手紙等貴重な資料が展示、隣接する
同博士の生家も見学可

休館日：毎週月曜日
09：00～17：00

山石　徹

・閑散期（冬）を対象に実
施、３月でいったん終了。
新年度の実施現在検討
中。　・特典を受けられるの

田嶋　三喜男新潟酒蔵 酒造見学　中国語パンフレット配布
蔵元数約９０は日本一。互いが切磋琢磨し、個性的・高
品質な逸品を生み出している。

39

37

38

kangaku@city.sanjo.niigata.jp

025-246-3020

025-246-3030

sushi-staff@niigata-sushi.com

0257-48-2130

0257-48-2170

0259-27-5000

0259-23-5031

info@visitsado com

A-13
A-15

CJ1
CJ4

CJ3 佐渡宿泊ホテル

CJ2
CJ3

A-13
A-15

A-13

新潟県すし商
生活衛生同
業組合

佐渡観光協
会

佐渡の伝統芸能を鑑賞、鬼太鼓、佐渡おけさ

同博士の生家も見学可。

田中角栄記念館 中国語の横断幕を用意

田中角栄記念館は、西山町に生まれ育った元内閣総理
大臣田中角栄氏の遺墨・遺品を中心に展示されていま
す。日中国交の道を再び開いた偉業や生前の面影を偲
ぶ事ができる施設です。

休館日：毎週月曜日
10：00～16：00

極み鮨
お鮨の食べ方、ネタ等お鮨に関する基礎知識を
満載した中国語の指南書を配布

０７年、政令指定都市新潟の誕生を祝って当地の鮨職
人が作った新メニュー。旬の地魚＋ウニ＋トロ、イクラの
厳選特上コースで、首都圏の通もわざわざ足を運ぶほ
どの人気。
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info@visitsado.com

0569-43-7788

0569－43－7190

isobe@ceramall.or.jp

0568-44-0341

0568-44-0367

01604@city.inuyama.lg.jp

0564-23-6471

0564-23-6213

sugiura.miho@city.okazaki.aichi.jp

CJ4
CJ1

CJ5
CJ2

A-10
A-12

A-15
A-16

A-15 CJ5
とこなめ焼卸団地協同組合です、国内でも珍しい陶磁
器のショッピングモール

岡崎城

①オリジナルグッズのプレゼント　②入館料の割
引　③武将隊によるおもてなし　④ボイスペンの
貸し出し（先着１００名）　⑤バス駐車料金無料
⑥甲胄試着験 ⑦銀聯カード対応

愛知県岡崎市康生町にあった城で徳川家康の生地で
ある。別名、龍城、戦国時代から安土桃山時代には徳
川氏の持ち城であった。

１２月２９日～３０日休業
9：30～16：30（閉館17：00）

杉浦　美穂 ファクスにて事前の予約が必要

３０名以上１割引き　　　　　　　　　　　　　　１０
０名以上２割引き　　　　　　　　３００名以上３
割引き

事前予約が望ましい犬山城 団体割引
愛知県犬山市にあった城で、現在は江戸時代までに建
造された天守が現存する。また天守が国宝指定された4
城のうちの一つである

１２月２９日～３０日休業
9：30～16：30（閉館17：00）

島内　一基

山田　雅子 ファクスにて事前の予約が必要43

44

45

セラモール（とこなめ
市内焼きもの団地）

呈茶・お菓子サービス、割引など

sug u a o@c ty o a a a c jp⑥甲胄試着験　⑦銀聯カ ド対応

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

番号

【近畿・中国・四国】

0594-45-2006

0594-45-1118

n imada@nagashima-omsen co jp

A-23 CJ4 ナガシマスパーランド インバウンド団体割引
ナガシマリゾートの中核施設であり、東京ディズニーラン
ドに次ぐ国内二番目の敷地面積をもつ大型テーマパー
ク。1966年3月にオープンした。

休園日　平成24年6月25日
（月）～6月29日（金）
9：30～18：00

今田　雅彦 ファックスにて事前の予約が必要
割引には事前予約が必
要、バス駐車料バス１台
２，０００円

46

n_imada@nagashima omsen.co.jp

06-6941-3044

06-6941-2197

06 6211 1114

A-17
A-18
A-19
A-22
A-23
A-24
A-25
A 10

CJ2
CJ2
CJ4
CJ6
CJ1
CJ2
CJ7
CJ1

大阪城天守閣 先着２，０００名様限り

到着の３日前までＴＥＬ又はＦＡＸにて（来館
日時・会社名・担当者名・連絡先・人数）を事
前連絡要。　　　天守閣改札口にて代表者に
一括で渡す。

天守閣入場者にポストカード進呈
地上55m、5層8階。 上層の屋根の鯱、勾欄（こうらん）
下の伏虎など、いたるところに施された黄金の装飾が燦
然と輝く大阪のシンボル

休館：年末年始
9:00～17:00（ 終入館は
16:30、季節により開館時間延
長あり）

大阪城天守
閣

---

A-23 CJ3 大阪ＵＳＪ 特別料金＋記念品

大阪府大阪市此花区にある、ハリウッド映画のテーマ
パークであり、またエクストリーム・テーマパークの競技
場である。東京ディズニーリゾート(TDR)と並び、日本の
2大テーマパークのうちの一つ

年中無休
平日09：00～18：00（土日20：
30）

47

48

06-6211-1114

06-6212-0116

06-6576-5533

06-6576-5530

072-458-4609

072 458 4611

A-10
A-17
A-18
A-19
A-22

A-10
A-23

A-18
A-21

CJ2
CJ2

CJ4
CJ2

心斎橋筋商店街振興
組合

心斎橋筋商店街MAP　大丸心斎橋店５％割引
券

CJ1
CJ1
CJ3
CJ3
CJ5

休業： 2月第3木曜日
Shops 10:00～20:00
Restaurants 11:00～21:00

入館者にポストカード進呈
太平洋を取り囲む自然環境を再現した世界 大級の水
族館。飼育展示されている生き物の数は580種、30,000
点にのぼる。

休館：不定
9:30～20:00（入館は閉館の1時
間前まで）

海遊館団体
予約

---

りんくうプレミアムアウ
トレット

クーポンブック(シート)プレゼント
アメリカの港町チャールストンをイメージ。約150のブラン
ドを擁する、2階建ての建物が立ち並ぶリゾート感溢れ

りんくうプレミ
アムアウト

海遊館

３日前までに連絡要。　　　　　　　大丸百貨店
前のめがねのミキ地下１Ｆのくつろぎサロン
にて当日配布。

前日までに予約要　　　　　　　　　　（１４名以
下の場合も同様）　　　　チケットと一緒にポス
トカードを渡す。

長堀通の南側から宗右衛門町通まで、南北に約580m
つづく商店街。平日で約6万人、日・祝日には約12万人
もの買い物客が訪れる。

高木店舗により異なる
心斎橋筋商
店街振興組
合

インターネット
予約のみ

訪問５日前迄のインターネット予約に限る。
クーポンは国内指定場所に事前送付
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072-458-4611

ahiraoka@chelseajapan.com

0744-54-1850

0744-54-1852

078-783-7172

078-785-3440

A 21

A-19

CJ2

A-18 CJ1

CJ1

Cafe 9:30～21:00
※店舗により異

トレット
る街並みの中でショッピングが楽しめる レット

予約のみ
https://www.premiumoutlets.co.jp/reserve/

政府団体等は館長及び研
究員の説明が可能な為、
出来るだけ早く連絡要。

予約が重なる場合は沿え
ないケースがあります。

孫文記念館 中国語による説明
中国の革命家・政治家・思想家である孫文を顕彰する
日本で唯 一の施設

休館：月曜日（月曜祝日の場合
は翌日）、年末年　　　10：00～
17：00

孫文記念館 ---
原則１０日前までに、ＦＡＸにて詳細（団体名・
日時・人数・連絡先など）を連絡要

休館：毎週水曜日（水曜日が祝
日の場合は翌日の木曜日）、年
末年始
10:00～17:30（入館17:00）

奈良県立万
葉　文化館

---

観光バス駐車スペース確保及び、２０名以上
の団体は事前予約要
http://www.manyo.jp/access/dantaiyoyaku.p
df

奈良県立万葉文化館 パスポート提示により入場料無料
日本 古の歌集『万葉集』をテーマとする美術館・博物
館
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部署名 担当者名 TEL/FAX/ il

CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

番号

【近畿・中国・四国】

※ＣＪ（もてなし）内容は、原則として予約が必要になります。「予約・問合せ先」、「予約方法・申込締切日」欄を確認の上、 「日中４０周年 新発見の旅」のツアー予約で
あることを先方担当者に伝えて予約をお願いします。

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail番号

078（882）7788

078（882）6777

078-822-8907

078-822-4891

078-854-1029

078-854-1028

A-19
A-21
A-22

CJ2
CJ1
CJ4

試飲無料（中国語ＤＶＤによる説明）
灘の酒蔵（魚崎郷）
菊正宗酒造記念館

灘の酒蔵（御影郷）
白鶴酒造資料館

試飲無料

菊正宗酒造
記念館

休館：水曜日・盆・年末年始
10：00～16：00

事前予約要---

--- 事前予約要

沢の鶴資料
館

昭和40年代中頃まで実際に清酒醸造に使われていた
本店1号蔵を改造して開設

休館：月曜日（祝日の場合は次
の平日）・盆・年末年始
9:30～16:30（ 終16時）

旧酒造記念館の柱や梁に使われていた、樹齢400年以
上も経た柱や梁が随所に復活　館内には、国指定・重
要有形民俗文化財「灘の酒造用具」や所蔵する小道具

休館：年末年始
9：30～16：30

灘の酒蔵（西郷）　沢
の鶴資料館

試飲無料
酒造りの歴史を現代に伝えるために、古い酒蔵をその
まま資料館として昭和53年11月に公開。兵庫県「重要
有形民俗文化財」

--- 事前予約要

白鶴酒造資
料館
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082-513-3390

082-241-4004

082-542-7941

047-434-8300

047-434-7169

k hiki@l l j

A-20

A-20
A-22

A-20
A-22

CJ6
CJ2

CJ7

CJ8
CJ3

宿泊の１週間前までに事前連絡要
（チェックイン日、宿泊施設名、予約団体名、
人数）

数に限りがありますので、
予めご了承ください。

周・馬

事前に左記のメール又は連絡先にお問い合
わせください。ブックレット・ノベルティ進呈 中国地方 大のアウトレットモール

休館：不定休
シッピング：10～20時

ららぽーと
エージェン
シー

広島平和記念資料館 中国語資料・ＭＡＰ進呈
原爆投下までの広島市の歴史や原爆投下の歴史的背
景に関する展示と広島原爆の人的・物的被害に関する
展示

休館：年末年始
3～7・9～11月　8:30～18:00
8月　 8:30～19:00　12月～2月
8:30～17:00 (入館30分前まで)

--- ---

広島県内宿泊 広島県内宿泊で宮島杓子進呈
１８世紀末、僧誓真（せいしん）が弁財天の持つ琵琶の
形 からヒントを得て、島民に作り方を教えたのが始まり

広島県観光
課

山本

三井アウトレットパー
ク倉敷

要有 民俗 財 灘 酒 用具」 所蔵す 具
類を展示

58

59

57

mop-kurashiki@lalaport-agency.co.jp

086-226-7282

086-224-4127

0859-48-3030

0859-48-3040

0859-47-3880

0859 47 3885

A-20 CJ9

A-20

A 20

CJ1

岡山空港

※助成金交付は、日本円
による銀行振込。振込手数
料は、申請者（旅行会社、
航空会社）の負担。※予算

岡山県航空
企画推進課

松尾 ※助成を希望する場合は、事前に相談要

シ

営業部とっとり花回廊

バス代助成・団体集客助成（岡山空港利用の場
合）※予算がなくなり次第終了

CJ2 水木しげるロ ド 妖怪着ぐるみの出迎 商店街には鬼太郎グッズのショップがずら～り
基本的には毎日（イベントが重 境港市観光

福留 ７日前までに電話連絡

福田 パスポート提示入場料半額
「フラワードーム」や展示館 、日本初の屋根付「展望回
廊」など、天候や季節に左右されず一年中花が楽しめる
施設

4～11月：休館：なし
9:00～17:00（入館16:30）
12～3月：毎週火曜日（祝日の
場合は翌日）、12/26～12/31
9:00～16:30（入館16:00）

61

62

60

0859-47-3885

info@sakaiminato.net

0859-42-2171

0859-42-2172

info@sakaiminato.net

0854-28-7111

0854-28-6733

0852-27-0417

0852-27-0341A-20

A-20

A-20

CJ2

CJ3

A-20

舟に揺られながら見る城と堀が当時のまま現存する松
休業：なし
3～6月・9月～10月10日：9時～

CJ4
堀川遊覧船

---
事前予約必要
書式自由で日時 団体名 人数 清算方法

※パスポートの提示
団体の場合は代表者申告松江堀川遊覧船 乗船料３３％割引

※パスポートの提示
団体の場合は代表者申告
による

休館：なし
4～9月：9:00～17:30
10～3月：9：00～17：00

庄司
休館：なし
9：30～17：00(入館16：30)

水木しげる記
念館

水木しげる記念館 水木しげる記念館音声ガイド無料貸出

CJ2

足立美術館 入場料半額
９年連続日本一の庭園　ミシュラングリーンジャポンで３
ツ星獲得

足立美術館 ---

締め切りは無いが他のお客様が使用される
場合もあるので早めに予約いただきたい。

無料貸し出し（２０台）
迫力満点の妖怪オブジェやジオラマ、映像、が溢れ、重
厚な雰囲気とともに水木ワールドの魅力を満喫

水木しげるロード 妖怪着ぐるみの出迎 商店街には鬼太郎グッズのショップがずら～り。
なった場合には、） 協会事務局

福留 ７日前までに電話連絡62

63

64

65 0852-27-0341

0854-89-0183

0854-89-0089

0854-89-0347

0854-89-9003

A 20

A-20 CJ5

休館： 終火曜日・年末年始
9 30 17 00( 終16 30)

江城下の懐かしい日本の風景を堪能できます。 17時　　7・8月：9～18時　　10
月11日～2月：9～16時

CJ4

石見銀山御料における有力商人の生活の 変遷を も
よく示す民家建築

熊谷家住宅 ---

管理事務所
書式自由で日時、団体名、人数、清算方法
等連絡

※パスポートの提示
団体の場合は代表者申告
による

※パスポートの提示
団体の場合は代表者申告

石見銀山龍源寺間歩 入場料５０％割引
御直山五ヶ山のひとつ、江戸時代の中頃に開発された
代官所直営の坑道（約600ｍ）

休業：年末年始
3～11月：9：00～17：00
12月～2月：9:00～16:00

龍源寺間歩 ---

石見銀山熊谷家住宅 入場料４０％割引

石見銀山世界遺産セ
ンター

入場料３３％割引 より深く石見銀山を体感できる鉱山と暮らしの学習施設

休館： 終火曜日・年末年始
3月～11月：8:30～18:00
有料展示室 9:00～17:30
12月～2月：8:30～17:30

石見銀山世
界遺産セン
ター

---
※パスポートの提示
団体の場合は代表者申告
による

団体の場合は代表者申告
による

松江堀川遊覧船 乗船料３３％割引65

66

67

68

083-933-0088

083-933-0089

info@yamaguchi-city.jp

0877-45-2344

0877-45-2419

087-862-3411

A-22

A-25

ず

CJ1

CJ2

休場：日曜日（但し，1月5日，12 高松市中央 事前に高松市中央卸売市場管理事務所に http://www.city.takamatsu.

毎週月曜日（祝日の場合は翌
日・ただし、GW・夏休み期間は
開館）、年末年始
10：00～17：00（入館16:30）

瀬戸大橋記念館
ブリッジシアター「瀬戸大橋人と未来とをつなぐ
橋」

世界 大級の道路鉄道併用橋「瀬戸大橋」の工事全貌
や架橋技術の枠を、わかりやすく紹介

（財）瀬戸大
橋記念公園
管理協会

団体で観覧希望のお客様は、あらかじめご
連絡ください。その際、中国語での放映と希
望上映時刻をご連絡ください。

9:30～17:00( 終16：30)

---

予約は実施日の原則７日前までに団体名･
人数・到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申
込む

着付けを行う山口市菜香
亭１００円要

よく示す民家建築

竹内、香西

熊谷家住宅

山口市菜香亭 和装着付無料体験

山口市菜香亭は明治10年頃の創業から平成８年までの
間、広く親しまれてきた料亭〈祇園菜香亭〉を移築復元し
たもので、田中角栄元総理大臣の書が展示されていま
す。

観覧時間　９時～１７時
施設利用時間　９時～２２時
休館日： 火曜日（祝日の場合
は翌日）　年末年始（12月29日
～1月3日）

財団法人山
口観光コンベ
ンション協会

団体の場合は代表者申告
による

石見銀山熊谷家住宅 入場料４０％割引

69
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70

08 86 3

087-862-3417

088-665-2126

088-665-5301

088-683-6262

088-683-6266CJ5

A-25

中国語による説明

高松市のみならず香川県全域に生鮮食料品等を供給
する拠点施設

月27日～12月30日の日曜日は
除く）・ 1月2日～1月4日，12月
31日，祝日及び振替日

高松市中央卸売市場
水産セリ見学　5:30～7:00　青果セリ見学　6:30
～8:30　花きセリ見学　7:30～10:00

A-25

CJ3A-25
卸売市場管
理事務所業
務課

休館：3月、6月、9月、12月の第
2月曜日／3月～9月　9:00～
18:00（入場17:30）　GW/夏休み
8:00～19:00（入場18:30）

電話で日程・見学内容を調整。その後、ＨＰ
に掲載している申込書に必要事項を記入し
て郵送またはＦＡＸにて申し込みをする。

kagawa.jp/2128.html
・市場内には少し危険な箇
所もありますので，係員の

上原

CJ4

渦の道
ガラス床をのぞき込めば、激流渦巻く海面がスリル満点
に楽しめます

見学日の１週間前までに電話で予約くださ
い。

中国語スタッフの手配がで
きない場合がありますの
で、予めご了承ください。

大鳴門橋遊
歩道 渦の道

米澤

大塚製薬株
式会社　徳島
本部　総務部

渡辺
見学日の2週間前までに電話予約（電話での
受付後、申込書をFAX・メールで送付）、受付
は見学希望日の1ヶ月前から

http://www.otsuka.co.jp/c
ompany/production/factor
y/tour/itano/guide.html

大塚製薬板野工場
大塚製薬・徳島板野工場の概要説明・製造ライ
ン見学及び記念品進呈

医薬品又は、栄養製品（SOYJOYなど）の製造ライン見
学、屋外ではビオトープの散策も楽しめる

土日・祝祭日・お盆・年末年始、
製造ラインが停止している日を
除く
9:00～16:00
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72



CJ(おもてなし）内容 施設概要
営業日

営業時間
予約方法・申込締切日 備考(留意事項)

MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

【近畿・中国・四国】

※ＣＪ（もてなし）内容は、原則として予約が必要になります。「予約・問合せ先」、「予約方法・申込締切日」欄を確認の上、 「日中４０周年 新発見の旅」のツアー予約で
あることを先方担当者に伝えて予約をお願いします。

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail
営業時間番号 番号

番号

088-687-3737

088-687-1117

088-823-1434

088-873-6181

A-25

A-25

CJ6

CJ1 馬路村の入浴剤
植物園と博物館が同居する国内には例のない総合施
設で、人と自然の関係を大切にした安らぎと憩いの空間

http://www.makino.or.jp/石元
随時応相談ですが、少なくとも実施日1週間
前までにご連絡をいただきたい。

高知県観光コ
ンベンション
協会

大塚国際美
術館

休館：年末年始
9：00～17：00

大塚国際美術館 専門ガイドよる説明
日本 大級の常設展示スペース（延床面積29,412平
米）を有する「陶板名画美術館」

休館：毎週月曜日（祝日の場合
は翌日・ただし、GW・夏休み期
間は開館）、年末年始／9：30
～17：00

安東
見学日の１週間前までに電話で予約くださ
い。

ガイド・研究員の手配がで
きない場合がありますの
で、予めご了承ください。

高知県立牧野植物園

74

75

部署名 担当者名 TEL/FAX/e-mail
CJ(おもてなし）内容 施設概要

営業日
営業時間

予約方法・申込締切日 備考(留意事項)
MAP
番号

予約・問合せ先
施設名

ツアー
番号

CJ特別
ポイント

番号

【九州・沖縄】

092-823-0234
A-26
A-29

福岡タワー 入場料２０％割引
海浜タワーとして日本一（234ｍ）、8000枚のハーフミ
ラーで覆われた外観は「ミラーセイル」の愛称で親しまれ
ている

休業：6月 終週の月・火（いず
れかが7月にまたがる場合はそ
の前週）
4～9月：9：30～22：00

福岡タワー株
式会社 営業
課

---
当日チケット窓口で外国人団体である旨を伝
える

76
CJ3
CJ4

0952-28-6260

0954-43-0137

0954-62-2151

0954-62-2153

CJ2

祐徳稲荷神社

A-29

A-30

境内に常に置かれている

野辺田
訪問予定日の７日前まで連絡要。　　嬉野の
宿泊先又は指定場所へ郵送。

在庫がなくなり次第終了嬉野 嬉野の多言語散策マップ 自由散策

澤野館長
訪問予定日の３日前までに、団体名・訪問時
間・人数及び連絡先とともに事前連絡するこ
と。

境内自由
祐徳稲荷神
社社務所

---
中国語パンフレット　　五ヶ国語のおみくじ（有
料）

日本三大稲荷の一つに数えられ商売繁昌、家運繁栄、
大漁満足、交通安全等種々の祈願が絶えず、参拝者は
年間300万人

嬉野温泉観
光協会

休館：月曜日（当日が祝日の時
は翌日）、年末年始
09：00～17：00 （ 終16：30）

78

79

77 徐福長寿館
中国語パンフレット　事前予約で中国語ガイドの
案内

健康と長寿」がテーマの金立公園徐福の里薬用植物園
のメイン施設

徐福長寿館

A-30

休園：なし

CJ2

CJ3

0956-27-0311

0977-73-1155

0977-73-1130

m-matsumura@sanrio-entertainment.co.jp

097-532-5010

097-536-2500

0982 55 0235

A-24

入園管理

野生のサルなので、山から
下りて来ない時間もありま
す。天然記念物につき触れ
ません。

当日窓口で対応---

CJ1

CJ1
CJ1

休館：なし　　　　　　　　　08：30
～17：00　　　　　　（ 終16：30）

村田 Ms.
入園3日前迄にFAXで「高崎山自然動物園入
園割引申請書」を申請。

ハーモニーラ
ンド営業課

松村昌晴

前日までに営業課へ電話連絡をお願いしま
す。81

82

ハーモニーランド

80
ハウステンボスリゾー
ト

A-29 CJ3

高崎山自然動物園
A-29
A-30

オランダの街並みを再現したテーマパークである

休園：なし
9：00～21：00（週末は22：
00/23：00）
※ＨＰにて確認要

ハウステンボ
ス国際営業

中国語パンフレット・ハローキティー出迎・サンリ
オグッズ進呈

サンリオのキャラクター（ハローキティ）をテーマに した
テーマパーク

休園：木曜日月３～４回
営業時間：9：30～17：00（
短）・8：00～21：00（ 長）　　＊
ＨＰで確認要

中国パンフレット・職員による説明(日本語)・大
分ＰＲグッズ進呈

ニホンザルの棲息地として知られ現在約1700頭のサル
がいる

中国語パンフレット

0982-55-0235

099-247-1551

099-247-9539

0980-48-3748

0980-48-4444

m　zayasu_@kaiyouhaku.or.jp

098 886 2020 中国語ができるガイドが一

沖縄美ら海水族館 座安正子

休園・休館（毎年７月の第１水 予約は実施日の7日前までに団体名･人数・

ポストカードの提供（水族館オリジナル、３枚入
り）

「沖縄の海との出会い」をテーマにした世界 大級の水
族館

通常期（10月～2月）8:30～
18:30夏期（3月～9月)8:30～
20:00入館締切は1時間前となり
ます。※休園日は12月の第1水

予約は実施日の7日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。変更の場合は２日前までに 終人員をＦ
ＡＸで報告お願いします。

訪問予定日の３日前まで連絡要。　　馬ヶ瀬
入口の観光案内所で当日配布。（観光案内
所９～１７時）

休園：なし
8時30分～17時30分

島津家別邸仙巌園は、桜島を築山に錦江湾を池に見立
てた壮大な借景庭園であり、日本の伝統美と中国や琉
球の文化も感じることができる庭園となっております。

企画課 --- 当日窓口で対応

自由見学
観光案内所は９～１７時

中田馬ケ背岬 中国語パンフレット
「馬ヶ背」は日向灘（太平洋）に突き出た柱状節理の上
に立つ小さな岬

84

85

83
日向市観光
協会

仙巌園 中国語パンフレットA-26

A-27
A-28

A-26

CJ2

CJ2
CJ2

CJ1

098-886-2020

098-886-2022

t_hirayasu@kaiyouhaku.or.jp

098-965-1234

098-964-3411

info@ryukyumura.co.jp

098-983-1111

098-983-1112

info@nutima-su.jp

絶景スポット、パワース
ポットの案内にガイドはつ
きません

沖縄の歴史と文化を紹介する文化村。芸能パレードも
人気

琉球村
入園料金10％OFF＆オリジナルポストカードプレ
ゼント

【人気商品　美容用シルクソルト（マッサージソ
ルト・500円相当）】または【ぬちまーす３ｇの小袋
２個入り】プレゼント　※ショップで２～３人づつ
ハンドマッサージ体験も交代で体験していただ

ぬちまーす 年中無休　　　　9：00～17：30 比江島　勇ニ
予約は実施日の７日前までに団体名･人数・
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。２日前までに 終人員をＦＡＸで報告

ミネラル含有ギネス認定、世界初の製塩法による、沖縄
に降る塩の雪景色と絶景スポット＆パワースポット

中国語ができるガイドが
人しかおりませんので、対
応が難しい日もございま
す。

鈴木 耕太
予約は1日前までに弊社営業部予約課へ。
TEL098-965-1234　予約専用FAX098-965-
3457

首里城公園
・中国語ガイドによる案内　・オリジナルシール
の提供

琉球王国の栄華を物語る真紅の世界遺産

休園 休館（毎年７月の第１水
曜日及び翌日）
     開園時間  開館時間
4 月 ～ 6 月 8：00～19：30  8：

平安 常幸

予約は実施日の7日前までに団体名 人数
到着時間・担当者連絡先等をＦＡXで申込
み。変更の場合は２日前までに 終人員をＦ
ＡＸで報告お願いします。

年中無休
8：00～17：30
7月～9月
9：00～18：00
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