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ツアーの種類 ツアータイトル オーガナイザー 行程 行き先

省庁関係の仕事
外務省招聘 各国外交官 IHCSA（外務省外郭団体） ５日～14日ほど 全国各地

ネパール、中東、タンザニア、ヨーロッパなど
JETRO招聘 ビジネスマン招聘 JETRO ２日間 京都 数年数回
JETRO招聘 Int'l Educators of Japan   北米、ヨーロッパなどの JETRO

北米、EUなどの教育長、校長，ESL教師など ７月～５日間から 東京、奈良京都　 10年以上
各学校での通訳を含む ２週間ほど ホームステイ先 連続

外務省招聘 各国ジャーナリスト IHCSA（外務省外郭団体） ５日～２週間 全国各地 10年以上
イギリス、アメリカ　など 数回

外務省招聘 各国オピニオンリーダー IHCSA（外務省外郭団体） ５日～２週間 全国各地 10年以上
英国、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中国、など 数回

JETRO アメリカ製造技術センター JETRO NY, 旧通産省 ２週間ほど 全国各地
JNTO招聘 国際観光促進 JNTO １週間ほど 東京、京都

アメリカ、ヨーロッパなどのトラベルエージェント招聘
旧大蔵省 アメリカ財務省 旧大蔵省 ２日間 東京
東京都　姉妹都市
高校生 NY、シドニーコンテスト 東京都 ５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京東京
スピーチコンテスト 優勝者
京都市 アメリカプレス関係者 京都市 ５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都京都

オーストラリアプレス関係　　　　京都市 ３日 京都
JICA／通訳 教育関係、環境関係 JICA ７日～２週間 全国各地 数年にわたり数回

都市設備関係 その他旧厚生省、大蔵省、数多く　
WTO招聘 世界貿易機関（WTO）ハラ事務局次長招聘 （財）貿易研修センター ２日間 京都観光

VIP
日本郵船 ロシアVIPの御客様奈良ツアー 日本郵船 ２日間 奈良

日本郵船会長、副会長、そしてロシアの御客様
箱根観光 NZ 観光省　視察 Nz観光省 １日 箱根

NZ 観光 大臣
全行程アテンド 元スリランカ首相 スリランカ ７日 東京近辺



視察旅行 ボーイング社長と重役 ボーイング社 ２週間ほど 全国各地 数年にわたり数回
重役会議／視察 KOMATSU会長と全ての世界中の役員 KOMATSU １週間ほど 東京と京都 数年にわたり数回
toyota招聘 タイの主なメディアのオーナーの方々 TOYOTA ４、５日 東京名古屋、京都　　　数回数年にわたり数回
重役会議／視察 3M会長を含む世界の重役　３M １週間ほど 東京、
重役会議／視察 TOYOTA　アメリカ重役 TOYOTA １週間ほど 名古屋、京都，伊勢

TOYOTA　アメリカ社長など
KOMATSU重役会議 KOMATSU会長、社長、全世界の重役会議 KOMATSU ４、５日 東京、京都など
MOMA記念ツアー NY MOMA(近代美術館 MOMA 12日間 全国各地

全世界の重要顧客メンバーツアー
箱根観光 タイ王族 タイ大使館 １日 箱根
アテンド／観光 Dr.イグナロ　ノーベル賞受賞医学博士　バイアグラ ファイザー製薬 10日間 全国各地 数回
アテンド ジョーディマジオ WCBF ５日間 開催地 ２回

元野球選手 WCBFは数回
World Cup World Cup 見学 ６日間 開催地

シンガポール国土交通省大臣　　　　ビクター
箱根観光 アメリカ，ドール社 ドール ２日間 箱根

社長、重役
招待旅行 NY 警察　Nypolice commissionerを含む NEC １週間ほど 全国各地
シンポジウム／観光 Japan Cruise Symposium 国土交通省 ３日間 京都，大阪、神戸
通訳 クリスタルクルーズ 通訳／観光

副社長　ビルスミス
国際会議　／観光 E8大阪サミット会議 関西電力 ５日間 京都奈良，大阪

世界主要電力関係者
招待旅行 F1ドライバー　ヤルノトゥルーリ氏 TOYOTA ２日間 京都
家族旅行 ハリウッド有力プロデューサー　ドナルド　デライン氏 ４日間 京都、広島
海上保安庁 インド海上保安庁本部令夫人 近畿日本ツーリスト 京都観光
パナソニック 代表取締役社長大坪文雄様ほか 日本旅行 ２日間 奈良観光

その他数多くの方々

企業関係／各専門ツアー　 回数が多いもの
TOYOTA 重役会議、F１ツアー TOYOTA １日～２週間 全国各地 20年にわたり20回以上

メディアオーナー
ディーラーインセンティブ
環境関係
アメリカ、イギリス、タイ、など

HONDA F1ツアー、オハイオ教育者 HONDA ５日間～２週間 全国各地 20年にわたり20回以上



ツアー、インセンティブ
アメリカ、イギリス、タイ、
中東、ハンガリー、マレーシア
Nhサークル活動ツアーなど

Kubota 優良ディーラートリップ Kubota ５日～10日間 全国各地 10年以上
ニューディーラートリップ 12回以上
マネージャートリップなど

Komatsu 重役会議、インセンティブツアー Komatsu ５日～10日間 全国各地 15年以上
アメリカ、ヨーロッパ、など 10回以上

キャノン マネージャートリップなど キャノン ５日～10日間 全国各地 ５回以上
パナソニック社のアドバイザーの皆様 日本旅行 能鑑賞と大阪観光

NEC 政府関係者招待旅行 NEC ２日間×２回 仙台、松島、京都 ５年以上
ファイザー製薬 ファイザー招聘医学博士 ファイザー製薬 ５日～10日間 全国各地 ５年以上

レクチャー／観光 ５回以上
アメリカ、ヨーロッパ、など

ヤマハ インセンティブツアーなど ヤマハ発動機、ヤマハ楽器 5日～２週間 全国各地 ５回以上
文化／建築ツアー ファンドレイザー、教育関係 ボストン美術館 １０日から２週間　　　全国各地 10年以上

メンバーツアーなど ５回以上
カナダ大使館 カナダのTravel Agent      カナダ大使館 ２日間 松島、箱根 ２回

関係者ツアー
ロスガーデンツアー オーストラリア　ガーデン ロスガーデン 11日～13日間 全国各地 ７年以上

専門ツアー ９回以上
エストニア エストニア　アルビオンツアーエストニア ２週間ほど 全国各地 ７年以上
日本文化ツアー ９回以上
DCDSツアー デトロイトプライベートスクール DCDS １～２日 京都、奈良 ４回以上

高校生に本学習ツアー

文化／建築ツアー関連（上記以外のもの）
ハーバード大学美術館ツアー アートツアー ハーバード大学アートミュージーアム ２週間ほど 全国各地
スタンフォード大学 アートツアー スタンフォード大学 ２週間ほど 全国各地
スミス大学　同窓生ツアー文化ツアー ビジュアルアーツセンターツアー スミス大学 ２週間ほど 全国各地 ２回以上
バッサー大学研修ツアー 日本文化ツアー バッサー大学 ２週間ほど 全国各地 ２回
NY　botanical garden ガーデンツアー Nyボタニカルガーデン ２週間ほど 京都中心
Gardens & temples 日本文化ツアー Distant Horizon ２週間ほど 全国各地 ４回以上

(アメリカトラベルエージェント）



MIT　研修ツアー 日本研修ツアー MIT ５日ほど　　　　　　　　　　　　　　　　　東京地区東京地区
その他数多く

企業関係のツアー（上記以外のもので数回しているものも含む）
日産、三菱自動車、 富士ゼロックス、パイオニア、 東芝、パナソニック、NTT,KDD,seiko, 電通、三井物産、丸紅、
ブリジストン、GM，　 その他数多く

イベント関係
WCBF（少年野球）　NHL, JSP(サッカー）、東京映画祭、ワールドカップ、　東京フィルハーモニーーオーケストラ、
国際会議　関連ツアー／観光 数多くありとあらゆる分野で20年以上

通訳
各種トレードショー、　花マサ社長通訳、IEJ（International Educators to Japan) 通訳 約10年
ドーマン研究所通訳、（自閉症、障害児関係通訳）
JICA青年招聘プログラムチーフ通訳など　環境問題、教育問題、都市開発問題

翻訳
地雷撤去問題、医療経営など

英語　教育
日本旅館　あさば 専門家の投票で あさば 2000年より１年ほど

日本一になる修善寺の
旅館　あさばにて
従業員に英語／異文化コミュニケーションを教える


