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⽇本旅⾏バーチャルツアー
-シンガポール・マレーシア・インドネシア・オーストラリアより-

旅をあなたのすぐそばに
⼀年中常夏の東南アジア・日本と四季が逆転するオーストラリアから

皆様を元気にするツアーをお届けします。

セランゴール州の人気スポット マリーナベイ・サンズ大解剖 マレーシア昆虫教室

大好きシドニーぶらり街歩き マレーシアの文化と生活 クアラルンプール観光 ヨガクラス

⽇本旅⾏シンガポール・マレーシア・インドネシア・オーストラリア
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・各種企業（労働組合）
・地方公共団体（労働組合）
・⽼⼈ホームや介護施設
・病院
・ショッピング施設
・各種待合スペース等

こんなお客様におすすめ︕ 各国からのおすすめ動画及びお客様の声

気づかぬうちにストレスを抱えてしまう現代社会において、旅⾏という非日常体験は⼼⾝をリラックスさせる最善の選択
です。なかなか国外に足を運びづらい昨今においても、バーチャルツアーを通じて、世界各地の元気な今の姿をお届け
いたします。
企業様内でのオリエンテーションや福利厚⽣のひとつとして、また事情があり海外旅⾏に⾏くことのできない方に向けた
サービスのひとつとして、是非ご検討ください。

ご提供内容/販売内容
・4か国30本以上のバーチャルツアー
・個⼈様の場合 60SGD/月・ID）

《シンガポール》
風水ツアー 日本⼈風水ガイドによる風水とシンガポールの関わりをご紹介。
マリーナベイ・サンズ大解剖 シンガポール⼈気No.1ホテルを独占取材。
お客様の声 インフィニティプールからのライブ中継は臨場感が伝わって良かった︕︕
《マレーシア》
マレーシア昆虫教室 多くのファンをもつ昆虫博士河⾕先⽣と⼀緒に熱帯⾬林での
昆虫採集体験︕
お客様の声 昆虫の写真や動画もあり、⼦供が最後までワクワクしながら⾒てました︕︕
クアラルンプール観光 ⽼後に住みたい国No.1と言われるマレーシアの首都を観光
地を中⼼にご案内します。
ボルネオ島 国⽴⾃然公園の野⽣動植物をご紹介。現地ガイドとスタッフの掛け合い
も魅⼒的です。
《インドネシア》
ヨガクラス ヨガの聖地バリから日本⼈インストラクターによるヨガクラスをお届け。
お客様の声 リゾートの説明、ゆっくりとしたペースでヨガをガイドしていただきとても癒された︕︕
スピリチュアルバーチャルツアー 神々の島バリ島のとっておきパワースポットへ、バリアン
ヒーラーのマミさんと訪れるスピリチュアル・バーチャルツアー
お客様の声 バリの美しい風景とマミさんの説明で、パワーをもらいました︕︕
《オーストラリア》
シドニーぶらり街歩き 美しい景⾊や街並み、現地の⼈々との交流など、街歩きを通
じてその場にいるような臨場感を体験できます。
お客様の声 ⼀緒に旅をしている気分を味わうことができて、とても楽しかった︕︕

ご視聴方法

・日本旅⾏独⾃システム
*期間中は専用サイトから専用の
ログインIDで24時間いつでもアクセス/ご視聴可能です。
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⽇本旅⾏バーチャーツアー全33本
⽇

マレーシア昆虫教室　憧れのオオカブトを親子で手掴みする感動体験へあなたも！－第1回　 昆虫採集を超えたマレーシア昆虫教室の魅力ってな～に？

マレーシア昆虫教室　憧れのオオカブトを親子で手掴みする感動体験へあなたも！－第2回　昆虫採集のすごさと面白さ！

マレーシア昆虫教室　憧れのオオカブトを親子で手掴みする感動体験へあなたも！－第3回　昆虫教室《夢の3日間》のバーチャルツアー

マレーシア昆虫教室　憧れのオオカブトを親子で手掴みする感動体験へあなたも！－第4回  昆虫博士集まれ！カブト・クワガタ　ウルトラクイズ

マレーシア昆虫教室 特別企画　海野和男先生と楽しむ昆虫教室

マレーシア昆虫教室　特別企画　昆虫ヒーロー「ミヤマ仮面」と「クワガタ忍者」と楽しむ昆虫教室

もう一つのマレーシア、もう一つのボルネオ島、サラワク州は、熱帯ジャングル天国－総集編

ディープなボルネオ島サラワク州クチンの自然や歴史をご案内　第1回　動物篇

ディープなボルネオ島サラワク州クチンの自然や歴史をご案内　第2回　　植物篇

ディープなボルネオ島　サラワク州クチンの自然や歴史をご案内　第3回　　果物篇

スタディーツアー　第1回　日本統治時代のマラヤの傷跡を辿る‐英領だったシンガポールを陥落した日本軍とその後の3年8ヶ月

スタディーツアー　第2回　アジアから見た日本のマラヤ・シンガポール‐占領期の歴史を紐どき平和とは何かを学ぶ

スタディーツアー　第3回　日本のマラヤ占領期に何が起きたのか・アジアから見た日本を知る

観光では決して行かない【昭南島】の戦跡を訪ねて　～シンガポール～

世界遺産の街、マラッカを巡ろう！ ~楽しい！かわいい！マレーシアの古都を完全制覇！

クアラルンプール盛りだくさん観光！

マレーシアの文化と生活のすべてを大公開　~留学、働き方などすべて網羅！

世界に誇るマレーシアの伝統工芸、「バティック」＆「ピューター」の魅力ついてご紹介！

スカイミラーとブルーモスクでフォトジェニックな旅☆~その他セランゴール州の人気スポットをご紹介！~

シンガポール人気No.1ホテル マリーナ・ベイ・サンズ・シンガポール大解剖！

シンガポール風水大解剖！

バリ島ヨガの聖地、大人気ヨガスタジオ ヨガバーンの日本人インストラクター、マリカ先生によるヨガクラスパート1　陰ヨガ

バリ島ヨガの聖地、大人気ヨガスタジオ ヨガバーンの日本人インストラクター、マリカ先生によるヨガクラスパート2  陰陽ヨガ

バリ島ヨガの聖地、大人気ヨガスタジオ ヨガバーンの日本人インストラクター、マリカ先生によるヨガクラス パート3　 美容と健康ヨガ

バリ島ヨガの聖地、大人気ヨガスタジオ ヨガバーンの日本人インストラクター、マリカ先生によるヨガクラス パート4　 チャクラチューニング

バリ島のバリアンヒーラーマミさんと
行くスピリチュアルツアー

バリアンヒーラーのマミさんと行く、バリ島パワースポット巡り！「ブドゥグール高原にある神様の木と女神様のいるウルンダヌ寺院」

大好きシドニーぶらり街歩きシリーズ！第1弾　初夏の賑わいを感じるロックスと世界三大美港シドニー湾

大好きシドニーぶらり街歩きシリーズ！第2弾　「クリスマス特別企画」 真夏のシドニーの人気クリスマス・スポットをめぐる”わくわくクリスマス・
ウォーキング”！

大好きシドニーぶらり街歩きシリーズ！第3弾　シドニー歴史探訪ウォークと世界遺産シドニーオペラハウス

大好きシドニーぶらり街歩きシリーズ！第4弾　開拓時代の名残が残る歴史地区ロックスと世界三大美港シドニー湾

大好きケアンズ！人気の世界遺産キュランダ観光と動物との触れあい

待望の新シリーズ！！スーブーさんとめぐるシドニー・パトロールシリーズ！ 第1弾 市内中心部編

スーブーさんとめぐるシドニー・パトロールシリーズ！ 第2弾 ワイルドライフ・シドニー動物園編

カテゴリー セミナー名

オーストラリアのバーチャルツアー
（オーストラリアの魅力満載ツアーを

お楽しみください）

マレーシア昆虫教室
（お子様向け）

マレーシアボルネオ島サラワク州は、
熱帯ジャングル天国

知ることへの大切さに気づく旅。
（日本占領時代の東南アジアの傷跡を

辿るスタディツアー）

マレーシアのバーチャルツアー
(マレーシアの魅力が盛沢山！）

シンガポールのバーチャルツアー（マ
リーナ・ベイ・サンズ、風水を大解

剖）

バリ島はヨガの聖地。ヨガバーンのマ
リカ先生によるヨガクラス
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⽇本旅⾏バーチャーツアー例

過去に観光局からのアワードも受賞している
シンガポール在住30年の弊社きってのツ
アーガイドがシンガポールでの風水のポイント、
⽣活へ取り入れ方などを分かりやすくご説明
させていただきます。
風水の知識と知恵を活かし、⾃分たちの⽣
活に運気をもたらしましょう︕シンガポール風水ツアー︓75分

動画を通じて実際にホテルに宿泊している
ようなワクワク感や臨場感をご体験いただけ
ます。
ホテル最上階からインフィニティプールからの
⽣中継もあり、素晴らしい景⾊もご堪能い
ただけます。
NTAスタッフおすすめ滞在プランをご紹介︕

マリーナベイサンズ大解剖︓30分

シンガポール インドネシア
リラックス効果、デトックス効果があり、⾃律
神経を整え、⾃⾝の治癒⼒を⾼める効果
があるのが、マリカさんの陰陽ヨガです。バリ
島が大好きな方、ヨガ愛好者の方はもちろ
ん、今までヨガをやったことがない方や、今
のこのコロナ禍で⼼と⾝体が不安定になっ
ている方等にもおすすめです。

陰陽ヨガクラス︓90分

オーストラリア

シドニー街歩き第1弾︓60分

動画を通じて実際にシドニーの街並み
を歩いているかのようなプチ街歩き体験
をお楽しみください。
世界遺産オペラハウスとシドニーハー
バーブリッジが織りなす「これぞシド
ニー︕︕」というオースラリアが誇るシド
ニー湾の絶景をお届けします。シドニー街歩き第2弾︓60分

クリスマスをテーマにしてシドニーの街中を
ぶらり街歩き!⼈気のクリスマス・スポットを
⽣配信でお届けしながらめぐります。
息の合った3名が更にパワーアップしてお
届けする大好きシドニーぶらり街歩きシ
リーズの第2弾企画︕

シドニー街歩き第3弾︓70分

シドニーが世界に誇る2大世界文化遺産
のハイドパーク・バラックス（オーストラリアの
囚⼈遺跡群）とシドニーオペラハウスをご
覧いただきます。
お馴染みの3名が更にパワーアップしてお
届けする大好きシドニーぶらり街歩きシリー
ズの第3弾企画︕

世界遺産キュランダと動物触れあい︓60分

ケアンズの2大世界遺産の1つキュランダ村
の魅⼒と楽しみ方をご紹介します。
⽣配信で実際にキュランダ村を散策しなが
らご案内。
コアラをはじめとしたオーストラリア固有のかわ
いい動物たちをご紹介します。

陰ヨガクラス︓90分

バリ島の空気を感じながら、マリカさんの陰
ヨガがご⾃宅で体験できます︕︕
陰ヨガは、1日使った⼼と⾝体を休める効
果があるといわれております。。
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⽇本旅⾏バーチャーツアー例
⽇

マレーシア昆虫教室︓60分

マレーシア

マレーシアでの昆虫採集そのものについて
たっぷり⼀時間、動画で楽しみましょう︕
マレーシアは、種類・大きさ・極彩⾊のすご
さに溢れる世界レベルの昆虫の宝庫︕。
図鑑の昆虫たちも多くがマレーシア産︕

クアラルンプール観光︓60分

多⺠族国家マレーシアの文化や伝統
を知ることができる充実の内容。通常
1日かけて回るクアラルンプールの観
光スポットを経験豊かな日本語ガイド
と共に疑似体験の旅へ出発︕

伝統工芸バティック＆ﾋﾟｭｰﾀｰ︓60分

クアラルンプール最大の手工芸品専門
店の代表がバティック（ろうけつ染め）
の魅⼒を紹介します。
ピューターの歴史、匠技の⾒学、製作
体験、お土産購入等、個⼈から団体
までピューターを堪能できます。

マラッカは、植⺠地⽀配を通じて様々
な文化が流入したと共に、この地に移
住した中華系移⺠とマレー系などの現
地⼥性との結婚によって⽣まれた⼦孫
が育んだミクスチャー文化が花開いた
地です。
2008年には世界遺産に登録されて
います。魅⼒のあふれるマラッカをわかり
やすく、楽しくご案内します。世界遺産の街、マラッカを巡ろう︕︓60分

マレーシア昆虫教室︓60分

セランゴール州⼈気スポット︓60分

マレーシアの⽣活と⽂化の全てを大公開︓
60分

⼀⽣に⼀度は⾏ってみたい世界の絶景
スポットで知られる南米・ボリビアの「ウユ
ニ塩湖」のような絶景写真が撮れるマ
レーシアの新名所『天空の鏡、スカイミ
ラー』とは︖
インスタグラマーにも⼈気の『スカイミラー』
の魅⼒に迫ります︕

13年連続で日本⼈が住みたい国「世
界No.1」に選ばれたマレーシアの実際
の⽣活を隅々までお教えします。物価
は本当に安いのか︖治安はいいの
か︖などの疑問にお答えします︕

ボルネオ島のサラワク州の州都クチンを
代表する3つの国⽴公園の特徴と、それ
ぞれの国⽴公園で観察できる希少動物
や珍しい植物などを⼀気にご紹介。
バコ国⽴公園
グヌンガディン国⽴公園
クバ国⽴公園

マレーシア昆虫は4回に分かれて開催します︕
1弾︓マレーシア昆虫教室の魅⼒
2弾︓マレーシア昆虫採集のすごさと⾯⽩さ
3弾︓夢の3日間のバーチャルツアー
4弾︓昆虫博士は集まれ
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ご条件等
⽇

＜お申込みと当日の流れ＞
•お申込みは10名以上からとなります。
•一人当たり5000円（SGDでのお支払いの場合は60SGD）となります。
※お振込みの手数料等は含まれておりません。お客様払いとなります。

•101名様以上の場合は、別途ご相談させていただきます。
•視聴期間は1か月となります。
※視聴開始日はお客様の方で決定していただけます

＜重要事項＞
•お申込後の途中解約はできませんのでご注意ください。
•各バーチャルツアーは以前に放映された生放送のものを録画しておりますので、
一部音が聞こえずらい、画面が光の関係で見ずらい箇所もございますが、予めご
承知おきの上、お申込みください。

お問合せ・お申込みはこちら

https://forms.gle/JCPTgz9UjBwJqgax7



