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株式会社 旅工房 MICEセクション・ICセクション

【東京本社 ICセクション】〒170-6046 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 46階

TEL : 03-5956-3020  E-mail : tyo@tnsic.com 

【大阪支店 ICセクション】〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ14階

TEL：06-7639-6573  E-mail : osa@tnsic.com

歓送迎会、同門会、懇親会、
職場旅行、親睦旅行 などを

お考えの皆様へ
～ オンラインによる「旅行、体験、視察、イベント、食事会」などのご提案 ～



会 社 概 要

社名 株式会社 旅工房

英文名 TABIKOBO Co. Ltd.

本社
〒170-6046 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 46階
TEL：03-5950-3505 FAX：03-3986-1837

大阪支店
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ14階
TEL：06-7639-6590 FAX：06-7639-6591

名古屋支店
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目16番17号 花車ビル南館 703号室
TEL：052-589-8881 FAX：052-589-8895

設立 1994年4月18日

資本金 4億2694万円（2019年4月1日現在）

従業員数 378名（2020年4月1日現在）

主要取引先銀行
三井住友銀行 池袋支店
三菱東京UFJ銀行 西池袋支店
みずほ銀行 池袋支店

取扱高

2009年度 81億円
2010年度 95億円
2011年度 118億円
2012年度 140億円
2013年度 185億円
2014年度 216億円
2015年度 221億円
2016年度 224億円
2017年度 241億円
2018年度 289億円

旅行業登録 観光庁長官登録旅行業第1683号（第1種）

加入団体

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
国際航空運送協会（IATA）公認代理店
旅行業公正取引協議会会員
中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会（1511-002）
一般社団法人日本経済団体連合会

顧問弁護士 五木田・三浦法律事務所 三浦 雅生



新型コロナウイルスによる影響

※ 国内外における移動制限、
実質的な旅行・出張の禁止

※ クラスター(集団感染)防止の為、
『三密』を避けた行動の義務付け



なぜ、今、オンライン商材が注目されているのか？

※ コロナ禍の状況で、訪れる事の出来ない国内外の様々な
サプライヤーのサービスや技術、取組み、最新事例に、
リアルタイムで触れる事が可能！

※ 5名、10名程度の小規模での開催から、1,000名を超える
参加者が集まる大規模な形での開催も可能！

※ 圧倒的なコストパフォーマンスの良さと、
時間の節約！(家に居ながら出来る！)



皆様のご要望に合わせて、上記を組み合わせた企画も
ご提案させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

・場所、状況問わずに様々な旅行、体験、視察、イベント、食事会などが可能

・出張・アポイント・旅行の段取り等、手間の省エネ化

・イベントや旅行の中止により同僚や仲間におけるコミュニケーションが不足している

・リモートワーク中心で他人とのつながりが感じづらい

⇒“3密”を避けた、同僚や仲間のエンゲージメントUPの代案として

⇒オンライン化による効率化や経費削減につながります

*オンラインによる「旅行、体験、視察、イベント、食事会」のメリット

上記の他、会議、入社式、入学式、卒業式、株主総会、
会社説明会、学校説明会、表彰式、展示会、商談会
などのオンライン開催もお手伝いさせて頂いております。
ご希望の方には詳しい資料をご案内させて頂きますので、
お気軽にお申し付けください。



オンラインによる
「旅行、体験、視察」ご案内・実施例



基本的な流れ（所要時間 45分～90分）

・責任者による挨拶（ライブ中継）
・概要の説明（パワーポイント）
・現場の説明（パワーポイント＆ライブ中継）
・通訳によるインタビュー（ライブ中継）
・Q&A（ライブ中継）

※展示会・見本市視察も同様



当日の流れ

●企業名：FC
●日程：2020年12月
●旅行形態：オンライン旅行
●内容：バーチャルツアー（オーストラリア）
●人数：約13名

①ガイド挨拶／ツアー紹介（ZOOMで機内背景設定）
②動物園生中継 （LIVE）

コアラ等の動物登場。動物にまつわるクイズ
③シドニー動画放映（事前収録）

現地マーケット巡り等
④ワイナリー見学／ワイン講座（LIVE）

事前配布ワインを飲みながらワイン講座視聴
⑤ゴールドコースト動画（事前収録）
⑥質疑応答

※zoom開催

Vineyard Selection
NV Sparkling

ツアー中訪れるワイナリーで
生産したワインを予め視聴者
のご自宅へ郵送。

当日ワイナリーを生中継する
際お手元にご用意いただき、
ワイン講座を視聴しながら
現地のワインを味わって
いただきました

事前配布ワイン



①多角化経営農場視察(CASCINA CAREMMA )

【プログラム例】
イタリア：ミラノ近郊の多角的経営をしているアグリツーリズム農家をオンラインで視察。

通訳による農場の紹介 ～ 農場と全施設を録画にて紹介 ～ 農場の歴史、生産物、特色のある
経営方法(多角化)や課題などを農場主にインタビュー形式質問 ～ 最後に質疑応答。

例えば、場合によってはワインなどの生産物を事前に取り寄せて、参加者がワインを片手に
楽しめるような企画も可能です。



②ワイナリー視察（BODEGA TORRES)

スペイン：1870年創立「キングオブスペイン」

と称されるスペインを代表するワイナリー。
これまでに数多くの賞を獲得。

TORRES＆EARTHプロジェクト

• 再生可能エネルギー ： 活動の25%は再生可能エネルギーの利用を行っています。
（太陽光エネルギ、地熱エネルギー、バイオマスエネルギー）

• エネルギー効率 ： エネルギー需要を増やさないための建築を施しています。
• 持続可能な運搬 ： 電気自動車や太陽光パネルによる電気列車の利用をしています。
• 森林の管理 ： チリのパタゴニア、カタルーニャ、カナリア諸島における植林活動

を行っています。
• ワインボトルの軽量化 ： 22%の軽量化を行い、二酸化炭素排出を減らしています。
• 二酸化炭素の回収と再利用 ： CCR技術によってワインの発酵に二酸化炭素を活用

しています。
• サプライヤープラン ： 密な協力関係による二酸化炭素排出の削減、

Torres&Earthアワードの開催を行っています。



プラットフォーム

スクリーンイメージ画像

※ 画面には同時に6名までの
登壇者が登場

※ スライドや動画も勿論、
同時放映可能。

※ 会議終了後に、参加者が
アンケートに回答し、
その集計・分析も可能！



オンラインによる
「イベント、食事会」ご案内・実施例



～ オンラインイベント・食事会 モデルプラン ～

オープニング

90分~ 60分~15分~

食事会
表彰・グループ

ディスカッション
チーム

ビルディングアイスブレイク



懇親会当日の流れ
18：30開始（ZOOM開催）
※入室は可能な限り5分前にと案内済
①全員揃ったことを確認、旅工房ご挨拶
②ファシリテーターより謎解きの際に使う機能などの説明
③本番の前にミニゲーム感覚で機能の使い方を練習
④謎解きについて、ファシリテーターより説明
⑤謎解き本番
⑥謎解き終了後、結果発表＆記念写真

終了後(19：00頃)、各自Teamsへ移行し、お食事

●企業名：飲料系企業
●日程：2020年12月
●旅行形態：オンライン懇親会
●内容：オンラインチームビルディング18:30~19:00/お食事19:00~
●人数：約14名

ゲーム：インバイトジャパン
便利なのGoogle Photoや
スプレッドシートの機能を使用。
ファシリテーターと共に楽しく
学びながら文字埋めパズルをする
謎解きゲームを手配。



リモートワークリアル宝探し

作戦会議や役割分担が勝利のコツ！
円滑なコミュニケーションで

他チームより多くの宝を探し出せ！

トレジャーコレクションオンライン

リアルタイムランキングで白熱！
限定ミッションやクイズに挑戦で
大逆転の波乱が巻き起こる！

シーフタウンに眠るフォースリング

家族の協力がクリアのカギ！
好きな部屋・好きなタイミングで
封筒を開ければ大冒険が始まる

！
2時間～2時間半

ZOOM、LINE

1 0名～100名まで

4～5名

1時間～1時間半

1 0名～100名まで

4～6名（英語ver .アリ）

ZOOM、専用ブラウザ

1時間半～2時間

1 0 0部～制限なし

ご自宅など

福利厚生、家族イベント

オススメのラインナップ

所要時間

対応人数

チーム人数

実施場所

利用シーン

なし（各家庭ごと）

＠

PC、スマートフォン、LINEアカウント PC、スマートフォン、筆記用具 参加キット(事前郵送)、筆記用具

利用シーン 研修、チームビルディング

所要時間

対応人数

チーム人数

利用ツール

利用シーン 懇親イベント、家族イベント

所要時間

対応人数

チーム人数

利用ツール

※お子様は6才以上推奨



リモートワークリアル宝探し (オンライン)

①ZOOMに入室しLINE＠でゲーム登録をしたら、スタッフがルールを説明します。
②暗号を解き場所を特定したら宝物GET！見つけた宝物の数を競います。

プログラムの流れ

③解説／表彰式

1 0
分

①ルール説明 ②宝探し

9 0
分

1 0
分

リモートワークリアル宝探しとは？

データで共有される宝の地図を元に7つの宝を、制限時間内で
いかに多く見つけられるかを競うオンライン型プログラムです。

チームでの共通目標が
一体感を創りだす！

協力必須の仕組みで
コミュニケーション促進！

短時間で振り返り
PDCAサイクルを疑似体験！

リモートワークリアル宝探し

作戦会議や役割分担が勝利のコツ！
円滑なコミュニケーションで

他チームより多くの宝を探し出せ！

2時間～2時間半

1 0名～100名まで

ZOOM、LINE

4～5名

＠

PC、スマートフォン、LINEアカウント

利用ツール

利用シーン 研修、チームビルディング

所要時間

対応人数

チーム人数

③制限時間が過ぎたら解説発表！順位発表と表彰式を行います。



トレジャーコレクションオンライン (オンライン)

①ZOOMに入室しゲーム登録をしたら、スタッフがルールを説明します。
②宝の地図の暗号を解いたら宝物をGET！見つけた宝物のポイント数を競います。

プログラムの流れ

③解説／表彰式①ルール説明 ②宝探し

トレジャーコレクションオンラインとは？

データで共有される宝の地図を元に約50個もの宝を、制限時間内で
いかに多く見つけられるかを競うオンライン型プログラムです。

誰もが夢中になる
本格的な謎解き！

年代問わず楽しめる
限定ミッション＆クイズ！

能動的参加を促す
リアルタイムランキング！

トレジャーコレクションオンライン

リアルタイムランキングで白熱！
限定ミッションやクイズに挑戦で
大逆転の波乱が巻き起こる！

PC、スマートフォン、筆記用具

1 5
分

1 2 0
分

1 0
分

A B C

1時間～1時間半

1 0名～100名まで

ZOOM、専用ブラウザ

4～6名（英語ver .アリ）

利用シーン 懇親イベント、家族イベント

所要時間

対応人数

チーム人数

利用ツール

③制限時間が過ぎたら解説発表！順位発表と表彰式を行います。


