
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】



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



・催行日の14日前まで無料
・13～7日前まで30％
・6日前以降100％

※催行可否は1か月前にお知らせください。

貸切開催のご案内
・催行人数 15名～200名まで催行可能です。
※15名未満の場合は、15名までの不足人数×2,000円の料金を追加で催行いたします。

・特産品 前々日夜便で発送しております。ご希望や予算に合わせてご提案します。

・ツアー出発は、10時以外でも可能です。
※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。

・ご希望のプランナーの指名 ＋11,000円/税込

・団体様専用募集ページの作成 ＋22,000円/税込

・料金のお支払い カードまたは振込でお願いします。出発日までにご入金をお願いします。

・各種団体名で請求書や領収書の発行可能です。

・参加人数の確定・名簿提出（名前・送付先・連絡先）は、ご出発日の2週間前までにお願いします。

キャンセル料
・録画データのお渡しは可能です。
・DVD作成は、1枚2,000円(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



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も可能です。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



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円で追加可能です。

ツアー基本セット



旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松空港（出発） ＝ （車窓案内+クイズ2問/動画10分） ＝
やぎちゃんガイドと表参道町歩き（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/15分）・・
中野うどん学校琴平校（体験LIVE/30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

※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します。
うどん2人前～、オリーブサイダー、おいり、
骨付鳥味スティック、出汁醤油等

※基本セットも同封して、クロネコヤマトで発送いたします。

※コロナの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。

町歩きガイド“やぎちゃん”が誘うDEEPなこんぴら
踊る！中野うどん学校へ体験入学

香川県

現在、耐震工事中で見学出来ない旧金毘羅大芝居「金丸座」、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、通常は入ることができない場所へ、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



旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松港（出発）～フェリー乗船～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/15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）ー
寒霞渓展望台（ガイドLIVE/5分） ＝
オリーブ公園（ガイドLIVE/20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
・おりーぶぐらっせ
・いわしのオイルサーディン

or10月半ば~12月は新漬けのオリーブも選択可
・小豆島パンフレット

※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します。
オリーブオイル、オリーブサイダー等
※特産品は小豆島から直送いたします。

※コロナの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



旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松空港（出発）=阿波池田バスターミナル（ガイド合
流） = （車窓＋クイズ2問/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） =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。

※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します。
こんにゃく、ゆずジュレゼリー、箱菓子等

※特産品は三好市からゆうパックで発送いたします。
※コロナの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。1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



旅行代金 6,480円（北海道・沖縄＋1,000円)

鹿児島市内（出発）＝（車窓＋クイズ2問/10分）＝
武家屋敷（ガイドLIVE/15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

・フリーズドライの鶏飯
・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
・地鶏炭火焼
・白波ノベルティ
・ポストカード
・南九州市パンフレット

※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します。
キャラメルセット、鶏飯等

※特産品は南九州市から佐川急便で発送いたします。
※コロナの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。

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



旅行代金 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)

高松（出発）＝[瀬戸大橋＋クイズ2問/15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）＝
道の駅ゆうひパーク（買物LIVE/15分）＝解散

・あかてん5枚入り
・のどぐろほぐし
・試飲用地酒のどぐろプレゼント
・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。 ※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します。
地元で揚がったお魚の缶詰、のどぐろの加工品等

※特産品は浜田市から佐川急便で発送いたします。

※コロナの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。

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



広島駅（出発）＝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）～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

※写真イメージ

【オプション】料金にあわせてご用意します
※特産品は広島県から直送いたします。

※コロナの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。平和な今だからこそ見てお
きたい、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 4,980円（北海道・沖縄＋1,000円)



那覇空港（出発）＝飛行機（動画）＝宮古島・東洋一美し
い「与那覇前浜ビーチ」（ガイド／LIVE20分）～船（動
画）～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

・ゆんたく店長のまーさんラー油(1個) 
＋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
・小浜島の養殖もずく

※写真イメージ
※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。
辛さを抜いたラー油にすることも可能です。

【オプション】料金にあわせてご用意します
※特産品は沖縄県から直送いたします。

※コロナの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、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 5,480円（東北・北海道＋1,000円)



那覇空港（出発）＝飛行機（動画）＝車窓（動画3分＋ク
イズ1問）＝幻の島（ビッグビーチ 大浜さんガイド／
LIVE20分）＝やえやまファーム（ガイド／LIVE25分） ＝
解散
※海の状況によって、上陸できない可能性もございます。

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

【オプション】料金にあわせてご用意します。
※特産品は石垣島から直送いたします。

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」へ上陸&やえやまファームで石垣の恵みを知る

沖縄県

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・大濱さんの案内で上陸しま
しょう。ツアー後半は、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。

ツアー行程 特産品

旅行代金 5,980円または4,980円（東北・北海道＋1,000円)



高松駅（出発）＝車窓（動画＋クイズ）＝盆栽園見学（ガ
イド／LIVE25分）＝栗林公園（ガイド／動画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。

【オプション】料金にあわせてご用意します。

※特産品は高松から直送、和三盆は書類に同封します。

※コロナの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)


