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株式会社 下町ップロ 東京都台東区松が谷１－１－１ 松が谷２１３ビル 5 階 https://www.shitamachippro.com 

  ＜本物の浅草芸者に学ぶ伝統的なおもてなし＞ 

日時：11月 29 日（木）13：30～20：30 
日本政府観光局の発表によると 2017年度の訪日外国人客数は 2,869万人で前年度比 19.6%の増加でした。その

中で特に欧米系を中心に、従来型の団体旅行ではなく深堀型、体験型の個人旅行客が増えてきております。旅

行業界における多品種少量生産化が全国に広がりつつある昨今、今回のセミナーが日本のインバウンドビジネ

スや日本の伝統的なおもてなし文化に興味のある方々にとって少しでもお役に立てれば幸いです。 

まず第一部では、現在各専門分野でご活躍中の３名の講師をお招きしハイエンドのおもてなしを念頭にお話を

していただきます。次に第二部では、一流料亭の懐石料理やお酒を味わいつつ、おもてなしのプロ、浅草の芸

者衆による日本舞踊やお座敷遊び、そして粋な会話など、非日常的な花街の世界を体験していただきます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第一部：「日本のおもてなし文化」セミナー 

・ 開催場所：浅草ビューホテル 4階「言問の間」  

アクセス：https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/access/ 

・ 開場・受付：13：00 

 

１）13:20～13:25    

プログラムご紹介：菅野陽子 株式会社下町ップロ代表（主催者） 

 

２）13:30～14:30    

吉澤 勉氏「インバウンド・ラグジュアリーツアー」 

プロフィール： 株式会社プレステージインターナショナル国内事業本部 

地方創生事業開発室長、株式会社ライジンゲート代表取締役社長、 

ビジットジャパン大使、地球の歩き方総合研究所研究員、他 

 

３）14:35～15:35   

細野 助博氏「インバウンド・酒造ツーリズム」 

プロフィール： 中央大学教授、財務省財政制度審議会委員、 

日本公共政策学会元会長、日本酒造ツーリズム推進協議会会長、他 

 

４）15:45～16:45       

柘 恭三郎氏「浅草・お座敷遊びの基本マナー」 

プロフィール： 株式会社柘製作所 代表取締役社長、浅草下町文化研究家、 

テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」パイプ鑑定士、生粋の浅草っ子、他 

https://www.shitamachippro.com/
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第二部： 「粋」が生きる江戸・浅草のお座敷文化体験 

＜本物の浅草芸者に伝統的なおもてなしとその神髄を学ぶ＞ 

・ 時間： 18:30～20:30  

・ 場所： 料亭 浜清「懐石・瓢庵」 

・ 参加人数： １０名～２０名（個室） 

・ 料理： 秋の懐石コース  

・ お座敷遊び：浅草芸者衆４名  

＊立方（踊り）地方（三味線）幇間（太鼓持） 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

セミナー参加費 

ア）第一部＋第二部 合計 78,000円／人 

   ＊領収書は基本的に「日本のおもてなし文化セミナー参加料」となります。 

 イ）第一部セミナーのみ参加の場合： 6,000円／人 

   ＊領収書は基本的に「日本のおもてなし文化セミナー参加料」となります。  

 ウ）第二部のみ参加の場合： 75,000円／人 

   ＊領収書は基本的に「日本のおもてなし文化体験セミナー参加料」となります。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

オプショナルツアー「粋な下町徒歩ツアー」（ツアーガイド付き） 

11月 30 日（金） 9:00～12:00 （所要時間 徒歩約２～３時間） 

＜下町ップロの認定ガイドが浅草とその周辺をご案内いたします＞ 

＊下記の中からお好きなコースをお選びください。（各コース 2名以上で催行 5,000円／人） 

a) 浅草寺 1400年の歴史ツアー：浅草寺・浅草神社とその周辺 

b) かっぱ橋道具街・食と職のツアー：かっぱ寺、かっぱ橋道具街等  

＊フードサンプル体験（要予約、オプショナル） 

c)上野の森歴史と芸術のツアー：西郷隆盛、世界遺産、東京藝術大学、その他 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東京の六花街の 1つで古い歴史を持つ浅

草組合。そちらの一流の芸者衆・幇間さ

んによるおもてなしと、当店自慢の懐石

料理で料亭文化をお楽しみください。 

瓢庵女将：大瀧洋子 

 

協力： 

東京浅草組合 

（浅草見番） 

 

 

定員 

第一部： 40名様 

第二部： 20名様 

＊定員になり次第

締め切ります。お

早めにお申し込み

ください。 

21:00～22:00 浅草寺ナイトツアー： 第二部お座敷遊び終了後、下町ップロの認定ガイドによる浅草寺ナイトツ

アーを無料にてご提供いたします。ライトアップされた浅草寺と朝日ビール本社の「金のオブジェ」、刻々変化する東京

スカイツリーのイルミネーションなど、幽玄で神秘的な夜の浅草をご覧いただいてからホテルまでお送りします。 

https://www.shitamachippro.com/
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浅草満喫「粋」生き ラグジュアリー欲張りツアー! 
 

遠方よりご参加希望の方、宿泊してじっくりと浅草を楽しみたいという方のために、断然お得な

プランをご用意しました。浅草の中心部に位置し、第一部のセミナー会場、そして第二部のお座

敷にも近い浅草ビューホテルのスカイツリービューのお部屋でゆっくりお休みいただけます。 

 

ホテル宿泊：セミナー当日の夜のみ、浅草ビューホテル スカイツリー・ビュー（禁煙）のお部屋をい

くつかご用意してございます。(第二部お座敷文化体験お申込みの方限定。数に限りがございます。) 

 

浅草満喫「粋」生き・・ツアー 詳細 

日時：2018 年（平成 30年）11月 29日（木）～11月 30 日（金） 

催行地：東京都台東区浅草 

目的：浅草におけるインバウンド ビジネス「体験型」「滞在型」「夜型」ラグジュアリーツアーの視察体験 

全て込み（ご自宅より催行地までの交通費を除く） 

①第一部セミナー ＋ ②第二部お座敷文化体験 ＋ ③浅草寺ナイトツアー ＋  

④オプショナルツアー ＋ ⑤浅草ビューホテル宿泊 

 

ホテル宿泊込みツアー特別価格：浅草ビューホテル スカイツリー・ビュー（禁煙） 

 

１．朝食付きデラックスシングルルーム （４部屋） 

ホテル込み価格：103,700円のところを ツアー特別価格：89,000 円 

２．素泊まりスタンダードシングルルーム （２部屋）  

ホテル込み価格：99,700円のところを ツアー特別価格：85,000円 

 

３．朝食付きスタンダードツインルーム （３部屋）2名様ともセミナー申込みの場合 

ホテル込み価格：95,850円/１人分 のところをツアー価格：83,000 円/1 人 

４．素泊まりスタンダードツインルーム （２部屋）2名様ともセミナー申込みの場合 

ホテル込み価格：94,000円のところを ツアー価格：81,000 円/1人分 

 

５．朝食、東京スカイツリー展望チケット付きスタンダードツインルーム （１部屋） 

ホテル込み価格：100,850円のところをツアー価格：88,000 円/1人分 2名様ともセミナー申込みの場合 

６．朝食、東京スカイツリー展望チケット付きスーペリアツインルーム 高層 21-22F（１部屋） 

ホテル込み価格：103,000円のところをツアー価格：93,000 円/1人分 2名様ともセミナー申込みの場合 

 

尚、ツインルームを 1名様でご利用、または 1名様のみセミナー参加でお連れ様は宿泊のみの場合はお値段が

多少異なります。お手数ですが、弊社までお問合せいただくか、ホームページをご参照ください。       

https://www.shitamachippro,com  event@shitamachippro.com    

03-55860-6790  株式会社下町ップロ 

https://www.shitamachippro.com/
https://www.shitamachippro,com/
mailto:event@shitamachippro.com
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お申込み 

１．インターネットから： 

「下町ップロ」で検索、または https://www.shitamachippro.com を入力 

ホームページより「ハイエンド インバウンドビジネス」をクリックしてお申込みページにお進みください。 

２．メールまたはファクス： 

event@shitamachippro.com または 03-5830-6791まで次の項目をお知らせください。  

① お名前、 ② お電話番号、 ③ Ｅメールアドレス、④ お申込内容（ア、イ、ウ のいずれか）、 

➄ 浅草ビューホテルご宿泊希望の場合 ＊ご希望のお部屋タイプの番号（   ）と宿泊人数（   ）人       

⑥ オプショナル「粋な浅草徒歩ツアー」お申し込みの場合は（a. b. c.）のいずれか 

 

３．お支払い：  

銀行振込み、またはペイパル（弊社ホームページより）にて承ります。 

・銀行振り込み：  

 

 

 

４．お問い合わせ：  
 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

５．主催者・株式会社下町ップロについて： 

 

会社概要： 

商号：株式会社下町ップロ、 代表取締役：菅野陽子 

所在地：東京都台東区松が谷１－１－１ 松が谷２１３ビル５階 

電話：03-5830-6790 ファクス: 03-5830-6791 

ホームページ https://www.shitamachippro.com  

 

事業内容 

１）旅行業：訪日個人外国人観光客を対象の通訳ガイド付きの小グループツアー 

２）教育業：通訳ガイド（英語）の養成 

＊事業者様のご要望に応じたカスタムメイドの社員・店員の英語トレーニングを承ります。 

３）セミナー・イベントの企画・開催：日本文化、特に江戸下町庶民文化のご紹介 

旅行業登録：  

登録番号 東京都知事登録旅行業地域-7500号登録年月日 平成 30年 1月 18日 

登録有効期間  平成 30年 1月 18日から平成 35年 1月 17日まで 

振込先銀行：みずほ銀行、 支店名：稲荷町支店（店番号 090）、 
口座名義：カ）シタマチップロ、 口座の種類：普通口座、 口座番号：2008306 

Eメール:  info@shitamachippro.com 
ホームページ: https://www.shitamachippro.com 
Tel: 03-5830-6790、Fax: 03-5830-6791 

https://www.shitamachippro.com/
mailto:event@shitamachippro.com
mailto:info@shitamachippro.com
https://www.shitamachippro.com/

