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着物　体型が異なる人でも着ることができ、また、絹織物の染色加
工を発展させ、現在では、美術品としても愛されている

浮世絵　18 ～ 19 世紀に発達した木版画は、10 数度の多色摺り、大
胆なデザインで世界の近代絵画に大きな影響を与えた

茶道　中国からもたらされた茶は、禅や武士道と結びついて発展し、
建築、食、陶器、華道など総合芸術となった

浴衣　気軽に着れる和服として若い女性に大人気。多様な色、柄のものがあり、着付けも簡単に覚えられ、お土産にも良い。

華道　季節感のある花や枝葉を使って、非
対称の調和、清楚な美などを表現

日本舞踊　着物を着て踊る動作のなかに、
女性を美しく見せる仕草が潜んでいる

職人　浮世絵は、和紙、絵師、彫師、摺り師
など、多様な職人の分業で実現した

風呂敷包み　美しい一枚の布を使って、本、
瓶など楽しく包み、帽子にもなる

琴　十三本の弦で演奏し、美しい音色と余
韻を巧みに変化させる優雅な楽器

茶室　小堀遠州が約 400 年前に作った転合
庵や浜離宮、山本亭などで茶会を実施

8時 30 分から 2時間 お一人様 4,000 円

5 時 35 分から 2時間 お一人様 6,500 円

築地市場でお買い物、一般家庭での寿司づくり

早朝の築地市場のガイド付き見学早朝の築地市場のガイド付き見学

築地市場のガイド付き見学築地市場のガイド付き見学

、 円（子供）

寿司づくりと寿司パーティ寿司づくりと寿司パーティ
大人２名の場合一人 11,000 円が、１０名以上の場合 5,000 円、
２０名以上の場合 4,000 円になります

築地市場でお買い物、一般家庭での寿司づくり
円（子供）

料理づくりと築地の特別ツアー料理づくりと築地の特別ツアー

NPO法人NPO法人日本文化体験交流塾日本文化体験交流塾
(Institute for Japanese Cultural Exchange and Experience -IJCEE-)
( 事業 )①外国人の日本文化の体験、②通訳案内士など担い手の
人材育成、③ネットワークの構築
( 組織等 ) 理事長　米原亮三。通訳案内士団体として、国土交
通省に登録。日本政府観光局 (JNTO) 会員。
( 会員数 )149 名。
( 本部 ) 東京都千代田区神田錦町 3-21
ちよだプラットフォーム・スクウェア♯1058
( 活動拠点 ) 王子、赤羽、広尾、水天宮、浅草など

http://www.ijcee.com/http://www.ijcee.com/ホームページホームページ
Institute forInstitute for
Japanese CulturalJapanese Cultural
Exchange and ExperienceExchange and Experience

展示会、国際会議、研修等の方々に、様々な日本文化体験を実施しています。また、教育旅行等
には、2時間～ 2時間 30 分で、4,000 ～ 5,000 円で 2～ 3種目の体験の組み合わせを提供します。

【団体のお客様に】【団体のお客様に】

茶道、料理、浴衣などの日本文化の体験は、お一人様から体験できます。20 名以内ですと、新宿や東京駅から 30 分以内で訪問できる一般家

庭などで実施できます。集合は、会場の最寄駅ですが、グループあたり、3,000 円でホテル等へお迎えにいきます。

【一般家庭で日本文化を体験】【一般家庭で日本文化を体験】

オプション・プログラムオプション・プログラム
浴衣着付け、家庭料理等の会場で、追加と
して実施 (30 分 )

3,000 2,000ミニ茶会、風呂敷、
折り紙、和紙細工

参加者の人数

1人 ２人以上
体験の種目

参加者一人あたり料金

Institute for Japanese Cultural Exchange and ExperienceInstitute for Japanese Cultural Exchange and Experience

( 単位 : 円 )

【お申込み】【お申込み】個人体験は、全額前払いが原則
です。info@ijcee.cominfo@ijcee.comから、申し込み
ホームページホームページ http://www.ijcee.com/http://www.ijcee.com/
の各体験のページから、お支払いができま
す。前日等直前のお申込みでは、対応でき
ない旨、ご了承ください。

【団体等の申し込み団体等の申し込み】お客様の希望に応じて、
プログラムを作成し、お見積もりしますの
で、上記にお問い合わせください。
【取消料等】団体等は見積り額の 20%の前受
け金により、予約が成立します。取消料は、
①3日前まで :20%　②前々日以降 :50%　
③前日以降 :100%

日本文化体験　参加者一人あたり料金表日本文化体験　参加者一人あたり料金表

日本文化体験　団体料金表日本文化体験　団体料金表

(単位 : 円 )

体験の種目

茶道、書道、三味線、琴、
尺八、折り紙、風呂敷包み

浴衣着付け ( レンタル込み )
華道

着物着付け ( レンタル込み )
振袖着付け ( レンタル込み )

料理づくり ( 寿司など )

説明
1人 2～ 4人 5～ 9人 10 人以上
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参加者の人数

東京どこでも自由ガイド (3
時間 )　秋葉原、谷中など

①日本語又は英語で実施
します。( 可能な範囲で、
フランス語、スペイン語、
中国語でも対応します。)

②2種目以上体験する場
合は、2種目目以降の料
金は、40%割引します。

【問合せ先】【問合せ先】
Email: info@ijcee.com Email: info@ijcee.com 
Fax: +81 3 3917 8353Fax: +81 3 3917 8353
日本語 : 090-1607-5099 日本語 : 090-1607-5099 
英語 : 080-3313-1107 英語 : 080-3313-1107 
中国語 : 080-6542-9483中国語 : 080-6542-9483

※当交流塾の用意する借上施設で実施する場合には、別に会場使用料が必要です。

基本時間種　　目

通訳ガイド ( 英語、フランス語、中国語、スペイン語語、韓国語 )

琴、三味線、折り紙、尺八、風呂敷、華道

紙すき、和菓子づくり、浮世絵

剣舞と日本舞踊のショー ( 出演者 5人 )

剣舞と日本舞踊と太鼓のショー ( 出演者 8人 )

基本料金

2時間 30 分 10,000 円

15,000 円

40,000 円

375,000 円

645,000 円80 分

50 分

2時間

2時間


