
「阪急たびコト塾」連携 

 阪急交通社では、従来の旅行商品の販売だけでなく、旅に役立つノウハウや旅を楽

しむ為の情報などを発信する場として「阪急たびコト塾」を開講致しました。 

 雑学・趣味・健康・歴史ネタなどを取り入れ、主たる顧客ターゲットであるシニア層の

豊富な知的好奇心を掻き立てる講座を目指します。 

 体験など、旅にまつわるさまざまな魅力を発信しています。 

（会場は東京・大阪・名古屋・福岡） 

 



阪急交通社では、様々な自治体様と共に 
多種多様な「阪急たびコト塾」を開催しております。 

①日本歴史講座 安土城に迫る（近江八幡観光物産協会 様） 
②近江国歴史セミナー 一部：織田信長 二部：観音正寺 （同上）          
③釧路エリア長期滞在の楽しみ方(釧路観光コンベンション協会 様） 
④「鳥取砂丘 砂美術館」を知ろう（鳥取市観光戦略課 様） 
⑤潜水調査から知る 戦艦「大和」（呉市観光振興課 様） 

⑥那覇のまち巡り（沖縄観光コンベンションビューロー 様） 
⑦泡盛試飲体験セミナー （同上） 
⑧北海道 後志（しりべし）｢酒と肴｣セミナー(協力：後志総合振興局 様) 

◆開催例 

座学講座に加えて、体験や試飲・試食といった様々なアプローチや切り口、また観光フェアや 
物販コーナーの同時開催などを通して、「地域の魅力」を発信致します。 

泡盛試飲体験 「酒と肴」の試食 観光フェア（資料コーナー） 観光フェア（物販コーナー） 
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◆自治体様との「阪急たびコト塾」共同企画例    

１．篠山市×阪急交通社共同企画 「初夏の文化体験プログラム」 
  日本遺産のまち丹波篠山「デカンショ踊り体験＆丹波篠山フェア」開催   

２０１６年８月１５日（月）、１６日（火）に兵庫県篠山市で開催された第６４回丹波篠山デカンショ祭りのＰＲを兼ねて、
７月２４日（日）に「デカンショ踊り体験＆丹波篠山フェア」を開催し、３部制で総勢９１名のお客様にご来場いただき
ました。   

８／１５（月）デカンショ祭り当日、 
【歴史が受け継ぐ夏の風物詩「丹波篠山 
デカンショ祭」】のバスツアーを催行し、 
３７名のお客様がデカンショ踊りを 
楽しまれました。 

篠山での過ごし方セミナー 

デカンショ祭り 

丹波篠山フェア 

ＤＶＤ放映、パンフレット設置、黒豆茶
の試飲、黒豆甘納豆の試食等 

篠山市イメージキャラクター「まるいの」と一緒に 

デカンショ踊り体験 

デカンショ保存会による 

デカンショ踊り体験講習会 

丹波篠山「デカンショ祭」の歴史や魅力をＰＲ後 
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２． 篠山市協賛 日本遺産「日本六古窯の一つ丹波焼窯元による陶芸体験教室」開催 

２０１７年５月３日～５日に兵庫県篠山市で開催された第１１回丹波焼の里春ものがたりのＰＲを兼ねて、 
３月２８日（火）に「日本六古窯の一つ丹波焼窯元による陶芸体験教室」を開催し、３部制で総勢９２名のお客様に 
ご来場いただきました。 
 
春ものがたり実行委員長から、「丹波焼」の歴史や特徴、丹波篠山の魅力に関するお話も交えた 
「丹波焼の里春ものがたり」のＰＲを行っていただき、窯元による電動轆轤による陶芸実演の後、陶芸体験教室を 
開催いたしました。（材料費、配送料は実費お客様負担）  
また、電動轆轤プチ体験も併せて行いました。 

丹波焼春ものがたり実行委員長による 

丹波焼春ものがたり」ＰＲ 

窯元による陶芸体験教室 

５月３日～５日にツアーを企画・催行し、 
合計１０３名のお客様に参加して 
いただきました。 
また、篠山市は大阪からも近いため、 
個人で春ものがたりのイベントに 
参加されたお客様もいらっしゃいます。 

「丹波焼」の歴史や特徴をＰＲ 
会場入口では黒豆茶の試飲 
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電動轆轤を使用した 
窯元による陶芸実演 



３． 日本遺産 和束町 
  「日本茶インストラクターによる美味しいお茶の淹れ方」＆「抹茶アート」体験教室開催 

和束町は、宇治茶の約４割の一大産地であり、５月は新茶の茶摘みのシーズンでもある事からＰＲを兼ねて、 

４月１４日（金）、１５日（土）に「日本茶インストラクターによる美味しいお茶の淹れ方体験教室」と「抹茶アート体験教
室」を開催し、２日間２部制で総勢９２名のお客様にご来場いただきました。 
 

「和束町」の紹介、お茶の製法や宇治茶（和束茶）の特徴を交えながらの紹介、また新茶に関するお話も交えＰＲを
行っていただき、「日本茶の美味しい淹れ方」と「抹茶アート」の体験教室を開催いたしました。 
（材料費は実費お客様負担）  

５月４日にツアーを企画・催行し、 
８４名のお客様に参加して 
いただきました。 
また、和束町は大阪からも近いため、 
個人でも和束町へお越しいただいた 
お客様もいらっしゃいます。 

お茶の美味しい淹れ方体験 

和束茶のＰＲ 抹茶の点て方 

抹茶アート体験 

和束茶の試飲・販売 

抹茶アート体験（お客様の作品紹介） 
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た び コ ト 塾  開 催 

大阪会場 東京会場 福岡会場 名古屋会場 

東日本営業本部 
フロント営業課 

中部日本営業本部
フロント営業課 

西日本営業本部
たびコト係 

九州営業本部本部
九州統括センター 

   自 治 体 様 （ 観 光 協 会 ・ コ ン ベ ン シ ョ ン 協 会 等 ）  

マ ー ケ ティ ン グ 部 ・ 地 域 観 光 促 進 課 

阪急電鉄 

北海道 東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中・四国 九州 沖縄 

営業 

高橋 藤田 元永 吉田 上野 佐場 桑原 山本 
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福岡会場           〒８１０－８５８９ 福岡市中央渡辺通２-１-８２ 電気ビル共創館１２Ｆ 
                                                                                                                                       電気ビル共創館 １２Ｆ説明会場  
                      （最寄り駅） 西鉄薬院駅  地下鉄七隈線渡辺通駅  

東京会場           〒１０５－０００４ 東京都港区新橋３－３－９ KHD東京ビル２Ｆ 
                                                                                           新橋KHD東京ビル ２Ｆ説明会場 
                      （最寄り駅） ＪＲ新橋駅 

名古屋会場          〒４５０－８５３３ 名古屋市中村区名駅２－４５－１４ 
                                            東進名駅ビル ５Ｆ説明会場 
                      （最寄り駅） ＪＲ名古屋駅 

大阪会場            〒５３０－８３８３ 大阪市北区角田町８－４７ 
                                            阪急グランドビル ３０Ｆ 説明会場 
                      （最寄り駅） 阪急梅田  ＪＲ大阪駅  地下鉄梅田駅 

 「阪急たびコト塾」 開催会場 住所 
 
（交通アクセス）    全ての会場におきまして、契約駐車場はございません。 
            公共交通機関をご利用をお願いしております。 
 

札幌会場      〒０６０－０００５ 札幌市中央区北５条西５丁目２－５ 信金中央金庫ビル９Ｆ 
 
                      （最寄り駅） 札幌駅 
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東京（新橋）会場のご案内 

© HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD. all rights reserved.  

新橋駅近辺 地図 旅行受付カウンター 新橋KHD東京ビル 

パシフィックルーム（収容：１１０名） アトランティックルーム（収容：８０名） メディテラネオルーム（収容：１２名） 
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●弊社ホームページ （東京） 

     http://www.hankyu-travel.com/tabikoto/tyo.php 



東京（新橋）会場のご案内 

※１ アトランティックルームは、可動式間仕切を開閉する事により二つの説明会場にすることが可能です。 
※２ パソコンは設置されておりますが、講座当日にUSB等の対応が出来ないため事前にデータを 
    メール等でお送りいただくか、ご自身のパソコンをご持参頂きますようお願いいたします。 
 
  

＊会場利用時間  10：30～17：30  平日のみ 
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告知方法 例（東京） 
トラピックス倶楽部（月刊誌 約６５万部） 
メールマガジン及び弊社ホームページで可能です。 
メールマガジン「阪急たびマガ」は隔週日曜日配信です。 
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名古屋会場のご案内 

名古屋駅近辺 地図 

阪急たびコト塾 会場（約１３０平米 収容：６０名） ＯＡ設備：マイク・プロジェクター・スクリーン・ブルーレイディスク 

東進名駅ビル外観 旅行受付カウンター 
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告知方法 例 （名古屋） 

メールマガジン（東海３県約１２万通配信） 

弊社ホームページ 【阪急たびコト】検索 

弊社情報誌「トラピックス倶楽部（中部版）」 
（月間発行部数約２０万部） 

旅行参加者へチラシ配布 
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●弊社ホームページ （名古屋） 

     http://www.hankyu-travel.com/tabikoto/ngo.php 



大阪会場のご案内 

大阪駅近辺 地図 阪急グランドビル近辺 地図 

レインボールーム（収容：８０名） ギャラクシールーム（収容：４０名） サンセットルーム（収容：４０名） 

説明会場受付 

・ＪＲ大阪駅、阪急梅田駅、地下鉄御堂筋線梅田駅 徒歩約３分 
・阪神梅田駅、地下鉄谷町線東梅田駅 徒歩約５分 

大阪梅田の中心にあり駅直結でアクセスの良いロケーションです。 
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 利用可能時間   １０：３０～１７：３０ 土日祝可 

 使用料・・・無料 

 
 

大阪会場 ご利用のご案内 

映像モニター 映像モニター
（１つの部屋として使用時）

ﾊﾟｿｺﾝ
接続

ﾌﾞﾙｰﾚｲ
ﾌﾟﾚｲﾔｰ

ﾎﾜｲﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ

ﾏｲｸ
演壇

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

レインボールーム 125㎡ 80名
100ｲﾝﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
60ｲﾝﾁｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：2台

－ ○ ○ ○ ○ ○

ギャラクシールーム 62㎡ 40名 100ｲﾝﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ○ ○ ○ ○ －

サンセットルーム 80㎡ 40名 60ｲﾝﾁｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：2台 ○ ○ ○ － －

※１　ギャラクシールームとサンセットルームは、可動式間仕切を開閉する事により一つの説明会場にする事が可能です。
　　 　一つの部屋にした場合、設備はギャラクシールームに準じ、映像モニターはレインボールームと同等となります。
※２　パソコン接続時のパソコンはご持参頂きますようお願い致します。
※３　旅行受付カウンターと併設しておりますので、ご使用の際は必ず説明会場受付に人員の配置をお願い致します。

100ｲﾝﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
60ｲﾝﾁｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：2台

設備
面積

収容
人数

ルーム名

＜その他備品＞ 
 テーブル：１５台、演壇（移動式）：１台、演台（移動式）：１台 
＜各部屋共通項目＞ 
 全室メモ台付椅子、全室ＬＥＤ照明使用 
 

デュアル、トリプルプロジェクター が使用可能です 
レインボールームでは画像２つ、３つを壁一面に映し出すデュアル、トリプルプロジェクター 
が利用可能です。大画面で印象的な迫力のあるプレゼンテーションが可能です。 
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※「阪急たびコト塾」には、月間約１，０００名～１，２００名のお客様にご来場いただいております。 

告知方法 例 （大阪）  

●メールマガジン（関西約４８万通配信） 

●弊社ホームページ （大阪） 

     http://www.hankyu-travel.com/tabikoto/osa.php 

●弊社情報誌「トラピックス倶楽部（関西版）」 
（月間発行部数約５７万部） 
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電気ビル共創館のご案内 

 
（最寄り駅） 

西鉄天神大牟田線「薬院駅」徒歩５分 

福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通駅」３分 

西鉄バス「渡辺通一丁目電気ビル共創館前」駅 

福岡会場のご案内 
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福岡会場のご案内 

電気ビル共創館 外観 

講義風景 説明会場（収容：５０名） 

たびコト塾案内板 
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告知方法 例 （福岡）  

●メールマガジン（福岡県内約８万通配信） ●弊社ホームページ （福岡） 

http://www.hankyu-travel.com/tabikoto/fuk.php 
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札幌会場のご案内 
 

（株）阪急交通社 札幌支店 ９Ｆ説明会場 
 
〒０６０－０００５ 
札幌市中央区北５条西５丁目２－５ 
               信金中央金庫ビル９Ｆ 
 
（最寄り駅） 
札幌駅 
 
☆契約駐車場はございません。 
  公共交通機関のご利用をお願いしております。 
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●弊社ホームページ （札幌） 
http://www.hankyu-travel.com/tabikoto/spk.php 



 

  ◆お問合せ先   
 
 

 
                   株式会社阪急交通社   
                   営業統括本部 マーケティング部 
                   地域観光促進課 
 
                   〒５３０－８３５５ 
                     大阪市北区梅田２－５－２５ ハービスOSAKA１４階 
 
                    TEL : ０６－４７９５－５９０１    FAX : ０６－４７９５－５８１７ 
 
                     担当 ： 山本 孝司 （ t.yamamoto@hei.hankyu.co.jp)  
                        坂本 宏美 （h.sakamoto@hei.hankyu.co.jp） 
                                                                    中野 友美 （h90393@hei.hankyu.co.jp） 
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