
コトバス
オンラインバスツアー
貸切開催のご案内

【標準コース １時間30分】
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よくある観光地の景色を動画で見るだけのツアーではなく、プランナーの案内を聞きながら、現地の
方や他の参加者と会話しつつ、実際に現地から送られた特産品を食べるという体験もできます。
家にいながら旅行気分を味わえる「バーチャルとリアルの融合」を目指した、全く新しいタイプの
サービスです。
※100社以上のメディア取材・掲載実績あり！

●地域の特産品をご自宅に直送！参加者で同じものを食べる一体感。
●オリジナル”旅のしおり”が届き、ツアー当日はオンラインバスに乗り込んでシートベルトを着用。
●現地からの生中継！臨場感ある映像をみながら、地域を知るガイドとコミュニケーション。
●抽選会やクイズ大会等、ご希望のイベントも開催可能。

90分で日帰りバスツアーを体験

ポイント
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開催パターン
①ご自宅参加
会社や学校のイベント等

②パブリックビューイング
福祉施設等

③ハイブリッド型
学校の授業等

開催
イメージ

準備備品 ・パソコン、スマホ、タブレット等の
機器
・通信の確保

・スクリーン
・パソコン
・カメラ
・マイク
・通信の確保

・スクリーン
・パソコン ＋ 各自機器とイヤホン
・カメラ
・マイク
・通信の確保

メリット ・オンラインバスツアーはもともと1名
（1組）1台の仕様になっているため、没
入感を感じやすい
・チャットを通じて活発に会話ができる
・送付したものを食べながら参加ができる

・不慣れな方も一緒に楽しめる
・参加している他の方とお喋りしながら
参加ができる

・集まってやりたいが、質問もたくさん
したい、学校の授業等でおすすめ

デメリット ・操作が不慣れな方がいるかもしれない
・ご自宅の通信状況によっては、途切れる
可能性がある

・ガイドや添乗員から1人1人の顔はみえ
ない
・チャットは使えない
・会場の方の盛り上げも大事

・イヤホン忘れがあるとハウリングする
ので、設定時に注意が必要
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貸切開催までの流れ

・2週間前までに、旅のしおりの内容確定・参加人数の確定・名簿提出（名前・住所・電話番号）
をお願いします。

・大人数の場合は、特産品準備の関係で3週間前までにお願いする場合がございます。
※当初の予定より大幅に人数が増えた場合、ツアー出発までに特産品のお届けができない可能性がございます。

ツアー1ヵ月前

2～3週間前

前々日夜

・ツアー開始10分前からZoomへの入室が可能です。開始時間になればスタートします。

前日まで

当日

お問い合わせ

電話やメールで
承ります！

・ご希望のコースと開催日時、おおよその参加人数をお知らせください。

※いずれのコースも複数の事業者様にご協力をいただいており、空いている日をお答えすることは出来かねます。ご了承ください。

・催行人数は、15名～200名まで可能です。

※15名未満で開催の場合は、15名までの不足人数×2,000円の料金を追加で頂戴いたします。

・ツアー出発は10時または14時が基本ですが、ご都合にあわせてご相談ください。

※夜の開催は、現地中継が出来ないためお受けしておりません。

・ツアーの開催可否をお知らせください。

・特産品が到着します。

・ツアー基本セット（旅のしおり、紙製シートベルト、コーヒードリップパック）が郵便で届きます。

・旅行代金のお支払をお願いします。支払い方法は、クレジットカード決済または振込です。

各種団体名で請求書や領収書の発行可能です。
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※代理店様は別途規定がございます。

・催行可否は1か月前にお知らせください。

・不在・受け取り拒否など、商品をお受け取りいただけずに返送された場合、

送料の有無にかかわらず返送手数料をご請求いたします。返送の場合は手数料申し受けます。

貸切開催のご案内

・ツアー基本セット：ご家族で参加する場合など、追加が欲しい場合は１セット200円でご用意可能です。

・特産品：ご希望や予算に合わせて、ご提案が可能です。

・抽選会：ご希望や予算に合わせて、ご提案が可能です。

・プランナーの指名：11,000円（税込）

・団体様専用募集ページの作成：22,000円（税込）

キャンセル料

・録画データは無料でお渡し可能です。

・DVD作成は、1枚2,000円(税込)となります。

・これから参加のお客様が楽しめなくなるため、許可なしでYouTube等へ一般公開することは、ご遠慮ください。

録画について

オプション

催行日の21日前まで 21～15日前 14～8日前 7日前以降

実費分を申し受ける場合があります。 20％ 50％ 100％
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Q.幹事側にもZoomの共同ホストをもらえますか？
A.可能です！お名前の設定など、当日のお手伝いをしていただけると助かります。

Q.Zoomに慣れていないメンバーがいるのですが、練習をお願いできますか？
A.個別に連絡をいただければ、弊社スタッフが練習します。お気軽にご連絡ください。

Q.予算があるのですが、特産品の追加は可能ですか？
A.大歓迎です！ご予算にあわせて、ご提案をさせていただきます。

Q.冒頭や締めの挨拶はできますか？
A.はい、幹事さんや代表者のご挨拶の時間をとることが可能です。代表者の出席が難しい
場合には、事前に撮影した動画を流すことも可能です。

Q.こちらで準備した動画を流してもらうことはできますか？
A.お早めにデータを送っていただければ、対応いたします。

Q.抽選会は可能ですか？
A.はい、可能です。商品の準備や発送も可能ですので、ご相談ください。

よくある質問
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旅の思い出になる
「団体名入り旅のしおり」
ZoomのURLを記載して送ります。

コトバスオリジナル
「紙製シートベルト」

コトバスツアーオリジナル
「アロバーコーヒードリップパック」

・団体名入り 旅のしおり
・紙製のシートベルト
・アロバーコーヒードリップパック

ご家族で参加する場合など、追加が欲しいという場合は１セット200円でご用意可能です。

ツアー基本セット
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旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松空港（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） ＝
（車窓案内+クイズ2問／動画5分） ＝
表参道町歩き（ガイドLIVE／10分）・・
金陵の郷（楠広場LIVE・琴平蔵動画・買物LIVE／20分）・・
旧金毘羅大芝居「金丸座」（案内／動画アテレコ10分）・・
休憩（うどん学校体験の準備／5分）
中野うどん学校琴平校（体験LIVE／25分）・・解散

・讃岐巻物うどん(5人前)
・金陵の甘酒(1本)
・銘菓灸まん(3個入)
・琴平パンフレット

【発送方法】
基本セットも同封して、
クロネコヤマトで琴平バスより発送いたします。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

DEEPなこんぴら町歩き
踊る！中野うどん学校へ体験入学

香川県

旧金毘羅大芝居「金丸座」、通常は入ることができない西野金陵の琴平蔵（未成年団体の場合は表参道散策に変更で
きます）など、動画×アテレコで特別にご案内します。中野うどん学校では、みんなでうどんダンス&うどん切りで
「さぬきうどん作り体験」。学生団体や留学生にも人気のコースです。

ツアー行程 特産品
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旅行代金 5,480円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松港 ～フェリー乗船（動画1分）～
（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分）～小豆島へ上陸＝
土渕海峡＆エンジェルロード等（案内＋クイズ2問／動画10分）
ヤマロク醤油（ガイド動画アテレコ／15分）＝
寒霞渓ロープウェイ（ガイド動画／ 5分）・・
寒霞渓展望台（ガイドLIVE ／ 15分）＝休憩（5分）＝
オリーブ公園または東洋オリーブ（ガイドLIVE ／ 25分） ＝解散

・寒霞渓の売店限定販売
オリーブナッツチョコレート
・ヤマロク醤油 鶴醤(145ml)
・しょうゆあげせん 島の味
・いわしのオイルサーディン
またはオリーブオイル

・小豆島パンフレット

【発送方法】
基本セットは、郵送で送付します。特産品は、佐川急
便で道の駅オリーブ公園より発送します。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

自然と食をめぐる小豆島の旅
醤油蔵「ヤマロク醤油」と絶景・オリーブ公園

香川県

瀬戸内海に浮かぶ「小豆島」。穏やかな海と温暖な気候に囲まれた島内には「オリーブ公園」や「エンジェルロー
ド」「寒霞渓（かんかけい）」など、フォトジェニックなスポットがたくさん！食も豊かな島で、米、オリーブ、そ
うめん、醤油等がありますが、今回は木桶づくりの醤油蔵へご案内します。

ツアー行程 特産品
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旅行代金 5,480円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松空港（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） =
阿波池田（ガイド合流）=（車窓＋クイズ2問／動画15分） =
祖谷のかずら橋・琵琶の滝（ガイドLIVE／20分） =
ホテル祖谷温泉（入浴動画／5分） =祖谷美人（昼食動画／5分） =
休憩（5分）＝夢舞台（買物LIVE/15分） =解散

・祖谷そば(生そば2～3人前)
・ゆずみそ
・フリーズドライのそば米雑炊
・徳島県の羊羹
・ゆず、すだち、阿波尾鶏の商品1点
・大歩危、祖谷パンフレット
★そばアレルギーの方は、
徳島ラーメンに変更可能です。

【発送方法】
基本セットは、郵送で送付します。特産品は、佐川急便で(株)
にしいやより発送します。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

日本三大秘境祖谷渓絶景旅
スリル満点のかずら橋&地元ガイドのマル秘案内

徳島県

案内人は、元有名バス会社のバスガイド、今は地元でバスガイドをしている太田さん。一度は渡ってみたいスリル満
点の「祖谷のかずら橋」、川や山の恵み、温泉など、地元の方がだからこそ知る、秘境の魅力をたっぷりとお伝えし
ます。歌を歌ったり、クイズをしたり、飽きることのないバスガイドの喋りが魅力です！

ツアー行程 特産品
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旅行代金 6,480円（北海道・沖縄＋1,000円)

鹿児島中央駅（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／
15分） ＝（車窓＋クイズ2問／動画10分）＝
武家屋敷（ガイドLIVE／15分）＝休憩（5分）＝
知覧茶の話（ガイドLIVE／10分）＝
知覧平和公園（ガイドLIVE／25分）＝解散

Aセット
・フリーズドライの鶏飯
・地鶏炭火焼
・知覧茶ティーバッグ(16包)
・知覧茶粉茶(12本)
・知覧茶ペットボトル(500ml)
・知覧茶ドーナツ 2種
・ポストカード
・南九州市パンフレット

【発送方法】
基本セットは、郵送で送付します。
特産品は佐川急便で南薩観光より発送します。
※Bセットかるかんの賞味期限は、
到着後4～5日程度です。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップし、
商品が急遽変更になる可能性があります。

鹿児島・南九州市の旅
小京都「武家屋敷」と平和の尊さを知る「知覧」

鹿児島県

日本人なら一生に1度は訪れておきたい「知覧」を、地元バス会社・南薩観光の社員が魂をこめてご案内します。ラ
イブでの薩摩弁の案内に、旅気分が高まること間違いありません。武家屋敷と平和公園2か所のライブ案内と、お茶
についての話と、ほぼライブでお届けする点も魅力のツアーです。

ツアー行程 特産品
Bセット
・フリーズドライの鶏飯
・地鶏炭火焼
・黒豚とんこつラーメン(4人前)
・かるかん (6個)
・知覧茶ペットボトル(500ml)
・ポストカード
・南九州市パンフレット
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旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） ＝
（車窓 瀬戸大橋＋クイズ2問／動画10分）＝
小谷SA（休憩／5分）＝三宮神社（ガイドLIVE／5分）・・
神楽鑑賞（動画15分＋質問タイム5分）＝
道の駅ゆうひパーク（買物LIVE／15分）＝解散

・あかてん(5枚入)
・のどぐろほぐし
・試飲用地酒プレゼント
・浜田市パンフレット
・神楽パンフレット
★お酒が飲めない方は、
ブルーベリージュースに変更可能です。

【発送方法】
基本セットは、郵送で送付します。特産品は、佐川急便で道の
駅ゆうひパークよりクール便で発送します。
※あかてんの賞味期限は、製造から1週間です。

※コロナ商品が急遽変更になる可能性があります。等様々な影響でお土
産生産がストップする可能性がございます。

伝統芸能「石見神楽」と
現地旅行会社が案内する地域の魅力

島根県

島根県浜田市にある石王観光の社員が現地案内します。石見神楽の観覧やだけでなく、終了後には質問をすることも
できます。夕日の美しい景勝地「道の駅ゆうひパーク」では、景色や浜田の美味しいものを紹介してもらいましょ
う。。車窓案内の瀬戸大橋で歌う「瀬戸の花嫁」もお楽しみに。

ツアー行程 特産品
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広島駅（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） ＝
車窓観光（動画＋クイズ1問／5分）＝
平和記念公園・原爆ドーム（ガイド／LIVE25分）
～フェリー（動画2分）～休憩（5分）・・
宮島・表参道商店街（ガイド案内／LIVE25分）＝解散

・錦もみじ饅頭
(6種:粒あん・こしあん・チョコ・
チーズクリーム・お餅・お芋)

・かき串焼き(炙り焼き)
・三大 呉イカ天
・かりんとう レモン味
・広島パンフレット
・折り紙

【発送方法】
基本セット＋折り紙は、郵送で送付します。特産品は、佐川急
便(6~10月はクール便)でたびまちゲートひろしまより発送。
※もみじ饅頭の賞味期限は10日前後です。代替品として、因島
はっさくゼリー（3個入）またはあおぎり（3枚入）がご用意可
能です。
※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

地元ガイドと行く！広島が誇る２つの世界遺産
平和記念公園・原爆ドームと宮島表参道商店街

広島県

世界遺産からグルメまで、魅力たっぷりの街・広島を地元ガイドチームがご案内します。広島の有名観光地、平和記
念公園と原爆ドームを訪ねます。ツアー中に皆さんで平和のシンボルである鶴を折り、恒久の平和を祈りましょう。
その後は、フェリーに乗って、宮島へ。宮島表参道商店街で美味しい宮島グルメをご案内します。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,480円（北海道・沖縄＋1,000円)
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那覇空港＝飛行機（動画）＝（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方
等／15分）＝宮古島・ビーチ（ガイド／LIVE15分）～船（動画2
分）～休憩(5分／ラー油試食準備)・・
石垣島・手作り体験工房ゆんたくでラー油作り見学（ガイド／
LIVE20分）＝久米島・カラオケ民謡バー「島ぐくる」（ガイド／
LIVE20分）＝解散
※当日の天候によっては、LIVEから動画や画像に変更させていただく可能性が
ございます。あらかじめご了承ください。

・ゆんたく店長のまーさんラー油
・スパイスの葉っぱ
・八重山そば(2人前)
・小浜島の塩せんべい
・石垣島のアンダギー
・小浜島のもずく
※ラー油の中にナッツや甲殻類(エビ)などが入っています。アレル
ギーがある方は、事前にお問い合わせください。

【発送方法】
基本セットは、郵送で送付します。特産品は、クロネコヤマト
でゆんたくより発送します。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

オンラインだから実現！沖縄の離島めぐり
宮古島のビーチ・石垣島でラー油作り・久米島で沖縄民謡ライブ

沖縄県

沖縄には148の離島があります。美しいエメラルドグリーンの海に囲まれた離島は、島ごとに違った魅力があります。
いずれも沖縄本島から日帰りでいけないところですが、90分のオンラインバスツアーで3島を一気に楽しみましょう。
※こちらのツアーは船・飛行機でのご移動となり、バスの乗車はございません。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,980円（東北・北海道＋1,000円)
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那覇空港（出発）＝飛行機（動画）＝挨拶+Zoom説明+ツアーの楽
しみ方等／15分）＝石垣島の車窓（動画3分＋クイズ1問）＝
やえやまファーム（ガイド／LIVE35分）＝休憩(5分)＝
幻の島（ビッグビーチ 大浜さんガイド／LIVE20分） ＝解散

※海の状況によって幻の島に上陸できない場合がございます。また、当日の天
候によっては、LIVEから動画や画像に変更させていただく可能性がございます。

黒糖＋いずれかをご選択ください。
A.石垣島産パイナップル100％ジュース

900ml（4,980円／常温便）
パイナップル不作のため、受付をストップしております。

B. 南ぬ豚ハンバーグ(140g×３)＆
ソーセージ(100g×2個)セット
（5,980円／冷凍便）

【発送方法】
基本セット＋黒糖は、郵送で送付します。特産品は、クロネコ
ヤマトでやえやまファームより発送します。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

透明な海と食が魅力のリゾートアイランド「石垣島」
幻の島「浜島」上陸&やえやまファームで石垣の恵みを知る

沖縄県

石垣島ならではのグルメが楽しめる「やえやまファーム」へご案内し、パイナップル畑と豚や牛の畜産、両方をご案
内します。ツアー後半は、エメラルドグリーンの海にぽつんと浮かぶ幻の島と呼ばれる「浜島」へ、ビッグビーチ・
大浜さんの案内で上陸しましょう。

ツアー行程 特産品

旅行代金 4,980円または5,980円（東北・北海道＋1,000円)
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高松駅（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） ＝
車窓（動画＋クイズ／5分）＝盆栽園見学（ガイド／LIVE25分）＝
栗林公園（ガイド／動画5分）＝休憩(5分)＝
高松 盆栽の郷（ガイド／LIVE25分）＝解散

・和三盆
・松のミニ盆栽

針金をかけたものを送ります。
曲げる体験をしてみましょう。

【発送方法】
基本セット＋和三盆は、郵送で送付します。松のミニ盆栽
は、クロネコヤマトで盆栽の郷より発送します。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

盆栽の郷 高松でミニ盆栽体験
特別名勝「栗林公園」と職人が案内する盆栽園

香川県

香川県高松市・鬼無地区から国分寺地区にかけて、松の盆栽で全国約８割のシェアを占める、盆栽の一大産地です。
樹形の美しさに加え、水はけのよい砂壌土で栽培した松は、「根腐れしにくく、傷まない」といわれています。ツ
アーでは、松のミニ盆栽を送りますので、育て方を聞きながら、盆栽に触れてみましょう。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,980円（北海道・沖縄＋1,000円)
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高知駅（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分） ＝
車窓案内 (動画／5分)＝高知城＆日曜市（動画アテレコ／10分）＝
四万十川佐田沈下橋と屋形船(ガイドLIVE10分＋動画5分)=
休憩(5分)＝久礼大正町市場・田中鮮魚店 鰹の見学・みんなで実食
(ガイドLIVE30分)＝解散

※スタート時間は原則14：00～となります。

・冷凍トロ鰹のタタキ（200g／1.5人前）
・田中鮮魚店特性タタキのタレ（1個）
・高知県産天日塩（1袋）
・青のりかりんとう（45g）
・創業100年の田中鮮魚店が創業150年の老舗鰹節屋
に頼んで作ってもらった味付鰹節「田中のつまみ
（1袋）

【オプション】料金にあわせてご用意します。
冷凍トロ鰹のタタキ（200g／1.5人前）＋1,300円

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

日本最後の清流四万十川と高知城・日曜市
鰹の町中土佐町「久礼大正町市場」で鰹の藁焼き体験

高知県

高知市内と西エリアのいいとこどりツアーです。最後の清流四万十川は全長196km。この川に掛かる数ある沈下橋の
中でも最下流にあり最長の佐田沈下橋より沈下橋とは、どんな景色が見られるのかなどを現地ガイドがご案内します。
その後は中土佐町にある久礼大正町市場へ移動し、高知名物の鰹をさばくところから藁焼きづくりまでを実演、皆さ
んと一緒に実食します！地元ならではの色々な食べ方も紹介します。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,480円（北海道・沖縄＋1,000円、東北＋500円)
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トロッコ嵯峨駅（挨拶+Zoom説明+ツアーの楽しみ方等／15分）
＝嵯峨野トロッコ車窓案内 (動画アテレコ／5分)＝バス車窓案内（動
画＋クイズ／5分）＝グンゼ記念館(ガイドLIVE15分)=
美山かやぶきの里(ガイドLIVE20分)＝休憩(5分)＝
道の駅味夢の里(ガイドLIVE15分)＝解散

・生八つ橋おたべ
ニッキと抹茶（10個入）

・丹波黒豆きなこ使用
かりんとう（1袋）

・黒豆ごはんの素（1袋）

【発送方法】
基本セットは、郵便で送付します。特産品は、クロネコヤマト
(6~10月はクール便)で道の駅味夢の里より発送します。
※生八つ橋の賞味期限は、到着後1週間程度です。

※コロナ等様々な影響でお土産生産がストップする可能性がございます。
商品が急遽変更になる可能性があります。

美山かやぶきの里と嵯峨野トロッコ列車
シルクの都・グンゼ記念館と道の駅味夢の里

京都府

嵯峨野トロッコ列車とバスで移動しながら、森と山に囲まれた緑豊かな京都へ。四季折々の姿を見せる美山かやぶき
の里や、蚕都として栄えた綾部の繊維製品メーカー「グンゼ」について、それぞれの現地ガイドがご案内します。道
の駅京丹波味夢の里では地元の食にも触れられる、盛りだくさんのツアーです。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,480円（北海道・沖縄＋1,000円)
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