
 

  

令和元年７月４日（木） 

 

前半１１：００～１３：３０ 

  ◆一般社団法人ひろしまきもの遊び 

  ◆和香房ゆあん 

  ◆一般社団法人 My Japan 

 

後半１４：３０～１７：００ 

  ◆弓道体験道場 射楽 SHA-RAKU 

  ◆株式会社高山清 

  ◆かえる整骨院 

体験型観光コンテンツトライアルイベント 

出展者一覧 



一般社団法人ひろしまきもの遊び 

○出展者について 
担当者氏名 さわい りつこ 

澤井 律子 

住所 ひろしましなかくのぼりちょう      さかたびる 

広島市中区幟町６－１１ 坂田ビル２F 

URL 公式サイト：http://www.kimonoasobi.info/wa-cul-know/ 

Facebook など：https://www.facebook.com/hiroshimakimonoasobi/ 

連絡先 電話：090-3373-9235                    

メールアドレス：wa-cul-know@kimonoasobi.info 

 

○本日の体験名称と概要について 

名称 wa-cul-know 

着物姿で体験する日本文化 

概要、PR ポイント 

 

和カル know は着物姿で日本文化を体験することでより身近に和の心を

感じていただける体験プログラムです 

 

○体験コンテンツについて                      

英語対応の可否 ■常時対応可  □対応可のスタッフがいる場合がある 

■英語サイトがある  □メール対応可  □電話対応可  □不可 

（http://www.kimonoasobi.info/wa-cul-know/〉 

事前予約の目安 □２週間前まで  □１週間前まで  □２日前まで  ■当日対応可 

予約の方法 ■自社のウェブサイトから（URL：http://www.kimonoasobi.info/wa-cul-know ） 

■体験予約サイト：ACTIVITYJAPAN・Voyagin 

■メール  ■電話  □FAX  □その他（                 ） 

出張の可否 ■可 （別途出張料金を申し受けます。） 

□不可 

参加できる年齢について □幼児  □小学生以上  □大人のみ  ■誰でも可 

一回あたりに受入れ可能

な人数 

■５人未満  ■５－１０人  ■１１人以上  □その他（         ） 

一回の体験にかかる時間 ■ 1.5 時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 5，000 円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

上記住所の箇所・7 月１２日～２７日においては縮景園内「明月亭」にて（午後） 

 

  



和香房ゆあん 

○出展者について 
担当者氏名 にしだ まあこ 

西田真麻子 

住所 しまねけんいずもし たいしゃちょう うど ２３７ 

島根県出雲市大社町鵜峠 237 

URL 公式サイト：https://www.wakoboyuan.com/ 

Facebook など：https://www.facebook.com/wakoboyuan/ 

連絡先 電話：090-4490-8867     FAX： 無し 

メールアドレス：info@wakoboyuan.com 

 

○本日の体験名称と概要について 

名称 ① 伝統的な和の天然香料 100%のオリジナル匂い袋づくり 

② 白檀ベース／天然香料のお線香づくり（コーン型）※ディスプレイの

み 

概要、PR ポイント 

 

① 平安時代から使われている和の天然香料を調合し、オリジナルの匂

い袋を作ります。 

② 香木白檀をベースに、薫り高いオリジナルのお線香を作ります。 

 

○体験コンテンツについて  

英語対応の可否 □常時対応可  □対応可のスタッフがいる場合がある 

□英語サイトがある  ■メール対応可  □電話対応可  □不可 

事前予約の目安 □２週間前まで  ■１週間前まで  □２日前まで  □当日対応可 

予約の方法 ■自社のウェブサイトから（URL：https://www.wakoboyuan.com/） 

■体験予約サイト：じゃらん遊び体験 

■メール  ■電話  □FAX  ■その他（Facebook、Instagram へのメッセージ） 

出張の可否 ■可                         

必要な面積：最小２×２㍍程度（通常６畳程度の一室） 

必要な設備など：机・椅子・簡単な水回り 

□不可 

参加できる年齢について  □幼児  ■小学生以上  □大人のみ  □誰でも可 

一回あたりに受入れ可

能な人数 

□５人未満  □５－１０人  □１１人以上  ■その他（15 名まで） 

一回の体験にかかる時間  ■ ２時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 4，000 円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

教室は随時開催しております。HP の「開催予定」に掲載している教室は、事前にご連絡

いただければ視察可能です。 

  



一般社団法人 My Japan 

○出展者について 
担当者氏名 みむらりさ 

三村理紗 

住所 しまねけんおおちぐんおおなんちょうますぶち 

島根県邑智郡邑南町鱒渕１０７ 

URL 公式サイト：http://my-japan-hiroshima.com/ 

Facebook など：https://www.facebook.com/myjapan.hiroshima/ 

連絡先 電話 ０５０－５３６２－１２１６ 

メールアドレス：info@my-japan-hiroshima.com 

 

○本日の体験名称と概要について 

名称 書道体験 ～KANJI を彩ろう～ 

概要、PR ポイント 

 

好きな漢字を筆で書いてみませんか。気軽にお楽しみ頂ける体験です。 

日本らしくうちわに書いて、作品はお持ち帰りできます。広島の伝統的

工芸品熊野筆を使用しております。 

 

○体験コンテンツについて  

英語対応の可否 □常時対応可  〇対応可のスタッフがいる場合がある 

□英語サイトがある  □メール対応可  □電話対応可  ■不可 

事前予約の目安 □２週間前まで  ■１週間前まで  □２日前まで  □当日対応可 

予約の方法 ■メール  ■電話  □FAX  □その他（    ） 

出張の可否 ■可 

条件：広島市内、必要な設備など：机、イス 

□不可 

参加できる年齢について  □幼児  □小学生以上  □大人のみ  ■誰でも可 

一回あたりに受入れ可

能な人数 

□５人未満  □５－１０人  □１１人以上  ■その他（２人以上１０人未満） 

一回の体験にかかる時

間 

■ ２時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 ３，０００円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

中尾美苑書道教室 

広島江戸祭り in 広島東照宮でパフォーマンスします 

 

  



弓道体験道場 射楽 SHA-RAKU 

○出展者について  

担当者氏名 きん けんじ 

金 憲司 

住所 広島県広島市中区大手町１丁目５ー１２ にしむらビル３階 

URL 公式サイト：hiroshima-kyudo.com 

Facebook など：https://www.facebook.com/kyudo.experience.hiroshima/ 

連絡先 電話：080-6469-0220  

メールアドレス：sharaku910@gmail.com 

 

○本日の体験名称と概要について 

名称 KYUDO“Japanese traditional archery” experience 

概要、PR ポイント ミニ弓道体験。 中てるのは難しいけど、中ると興奮と感動があります！ 

 

○体験コンテンツについて  

英語対応の可否 ■常時対応可  □対応可のスタッフがいる場合がある 

□英語サイトがある  ■メール対応可  □電話対応可  □不可 

事前予約の目安 □２週間前まで  □１週間前まで  □２日前まで  ■当日対応可 

予約の方法 

 

□自社のウェブサイトから（URL：                     ） 

■体験予約サイト：ACTIVITYJAPAN・asoview!・Airbnb experience・ 

tripadvisor experience・Viator 

■メール  □電話  □FAX  □その他 

出張の可否 ■可 

必要な面積： 幅 2.5ｍ×奥行き 5ｍ  

□不可 

参加できる年齢について  □幼児  ■小学生以上  □大人のみ  □誰でも可 

一回あたりに受入れ可

能な人数 

□５人未満  ■５－１０人  □１１人以上  □その他（   ） 

一回の体験にかかる時間  ■ 1 時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 1，000～3，000 円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

店舗 

 

  



株式会社高山清 

○出展者について 
担当者氏名 たかやま なおや 

高山 尚也 

住所 〒730-0033 広島市中区堀川町 2-17 

URL 公式サイト：https://www.takayamakiyoshi.com/ 

Facebook など：https://www.facebook.com/takayamakiyosi 

連絡先 電話：082-241-5058    FAX：082-241-6751 

メールアドレス：info@takayamakiyoshi.com 

 

○本日の体験名称と概要について 

名称 手作り体験 伝統工芸 

「金箔鉛筆づくり」「匂い袋づくり」「お香づくり」 

概要、PR ポイント ◆「金箔鉛筆づくり」経済産業大臣指定 伝統工芸品にも指定される広島仏壇の

金箔押しの体験です。鉛筆に金箔を押して、黄金に輝く鉛筆を作ります。 

◆「匂い袋づくり」お香の匂い袋を作ります。袋へ入れる香木のチップは天然

の香料です。自分好みの香りをブレンドして世界にひとつのオリジナルの匂い

袋をお作りいただけます。 

◆「お香づくり」香水系(ラベンダー・ローズ・桜・ゆずなど)の香りを楽しみな

がらお香を作ります。お香のもととなるタブ粉に少量の水とお好きな香りを加

えたら、後はひたすらこねるだけ。かわいい型で型抜きすれば完成です。 

 

○体験コンテンツについて  

英語対応の可否 □常時対応可  □対応可のスタッフがいる場合がある 

□英語サイトがある  □メール対応可  □電話対応可  ■不可 

事前予約の目安 □２週間前まで  ■１週間前まで  □２日前まで  □当日対応可 

予約の方法 ■自社のウェブサイトから（URL：takayamakiyoshi.com/taiken/taiken-2/ ） 

□メール  ■電話  ■FAX  □その他（     ） 

出張の可否 ■可 

必要な設備など：長机と椅子（長机 1 脚で 2 名） 

□不可 

参加できる年齢について  □幼児  □小学生以上  □大人のみ  ■誰でも可 

一回あたりに受入れ可

能な人数 

□５人未満  ■５－１０人  □１１人以上  □その他（        ） 

一回の体験にかかる時間  ■ 1 時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 １，０００円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

弊社で漆器・仏壇等の漆塗りをしていますので見学ができます。 

 

  



かえる整骨院 

○出展者について 
会社名（団体名）     せいこついん 

かえる整骨院 

担当者氏名 うえの かつや 

上野 克也 

住所 ひろしまけん はつかいちし かみへら 

広島県廿日市市上平良 122-3 

URL 公式サイト：http://leap-power.net/kaeruseikotsuin/ 

Facebook など：http://ameblo.jp/kaeruseikotsuin/ 

連絡先 電話：0829-38-1888        FAX：0829-38-1888 

メールアドレス：karadawokaeru@gmail.com 

 

○体験名称と概要について 

名称  

概要、PR ポイント 東洋医学由来のツボを使った整体・ストレッチをしながら 

日本食で健康になるようなお食事指導も行います。 

 

○体験コンテンツについて  

英語対応の可否 □常時対応可  ■対応可のスタッフがいる場合がある 

□英語サイトがある  □メール対応可  □電話対応可  □不可 

事前予約の目安 □２週間前まで  □１週間前まで  ■２日前まで  □当日対応可 

予約の方法 □自社のウェブサイトから（URL：                     ） 

■メール  ■電話  □FAX  □その他（     ） 

出張の可否 ■可 

必要な面積：ベッドが入る広さ 

□不可 

参加できる年齢について □幼児  ■小学生以上  ■大人のみ  □誰でも可 

一回あたりに受入れ可能

な人数 

■５人未満  □５－１０人  □１１人以上  □その他（         ） 

一回の体験にかかる時間  ■ 30 分～１時間程度  □半日  □１日 

現在設定している価格 1，200～5，000 円程度 

現在視察できる場所や 

イベントなど 

かえる整骨院 

 

 


