
外国人向け体験型コンテンツ一覧 ～ ボヤジン１８商品

エリ

ア
コンテンツ名 予約（英語） 写真 内容 時間 料金

1

今治市/

しまなみ

海道

サイクリング＆ドライブツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-

shimanami-kaido-cycling-and-

driving-tour-in-ehime-

prefecture/10158

しまなみ海道をサイクリング＆タクシーで巡ります。瀬戸内の多島美、亀老山の高みからの涙が出そうな景色、村上海賊の歴史ロマンは旅人を

魅了します。タクシー送迎付き。心地よい海風を感じ瀬戸内エリアの素晴らしい景色を見たい、でも全長70㎞ものサイクリングはできない…とい

う方に、この短いサイクリング＆貸切タクシーのツアーなら、瀬戸内エリアを存分に楽しむことができます！

4時間
12,108円～

（1名料金/2名利用時）

2

今治市/

しまなみ

海道

ドルフィン・スイム（イルカと泳ごう）ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-

shimanami-kaido-area-dolphin-

swim-experience-in-ehime-

japan/10229

日本最大級のイルカふれあい施設で、「見る、さわる、泳ぐ」を体験できます。イルカのヒレにつかまって一緒に泳いだり、愛らしい姿に癒されたり、

イルカと心が通じ合うような感動と発見が満載です。会場は人気のしまなみ海道サイクリングルート上の伯方島。広々としたオートキャンプ場も併

設しており、瀬戸内の小さな島を舞台に大人も子供も解放感で満たされる体験です。

90分（夏季）

60分（冬季）

5,400円～

（冬季1名あたり）

10,200円～

（夏季1名あたり）

3

今治市/

しまなみ

海道

急流観潮船＆サイクリング＆海鮮BBQツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-

kurushima-strait-boat-tour-and-

shimanami-kaido-cycling-

tour/10228

日本三大急潮流の迫力を間近に感じる体験クルーズです。直下を通過する世界初の三連吊橋「来島海峡大橋」の美しさも見所。馬島に上

陸してのサイクリングコースに出る時にはアンカレイジ内部をエレベーターで抜けるというユニーク体験も有り。活きた食材を七輪で焼く海鮮BBQも

人気です。タクシー送迎付き。

2時間30分
25,000円～

（1名料金/2名利用時）

4
松山市/

道後

竹細工体験＆能舞台体験＆飛鳥乃湯泉　　ツ

アー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-dogo-

onsen-traditional-japan-

experience-in-matsuyama-

ehime/10214

情緒あふれる道後を舞台に、日本の伝統文化と温泉を満喫できます。和の佇まいが美しい老舗旅館で、竹細工（花かご編み）と能舞台

（能面、和楽器）を体験し、飛鳥乃湯泉（入浴、60畳大広間休憩）でホッコリと心身の充電を！
3時間

8,600円～

（1名料金/2名利用時）

5 砥部町
砥部焼（絵付体験、町中散策）＆

酒蔵（見学、試飲、カフェ）ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-tobe-

ware-ceramics-town-near-

matsuyama-ehime/10207

砥部焼（絵付体験、町中散策）と酒蔵（見学、試飲、カフェ）を堪能するツアー。砥部焼は海外発送も可能。酒蔵はお土産有り。松山市

内からのタクシー送迎付き。肉厚＆藍色模様が人気の砥部焼作品の鑑賞・購入もできます。酒蔵を改造したカフェでは酒粕を使ったスイーツや

甘酒でマッタリ笑顔に。

3時間30分
7,600円～

（1名料金/2名利用時）

6 東温市
農泊（古民家）＆ポタリング（自転車散策）

ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-ehime-

japan-farmstay-and-cycling-

tour-near-matsuyama-

city/10154

築130年の農家を改装した古民家で農泊＆ポタリング体験を満喫します。美しい日本の原風景や食事は、多忙な日常からトリップ感　満

点！心身が喜び元気になる宿泊付きのツアーです。
1泊2日

21,384円～

（1泊1人あたり）

7 内子町 伝統工芸ワークショップ（４つの工芸体験）

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-japanese-

crafts-workshop-in-uchiko-

town-ehime-prefecture/10157

レトロな町並みが人気の内子町で、４つの伝統工芸（和ろうそく、和紙すき、あんどん、酒枡）を体験します。工芸の楽しさ＆美しさを実感で

きます。完成品は持ち帰りOK。どの作品も見た目もクールで日本の伝統文化を濃厚に感じます。愛着がわいて周囲に自慢したくなるでしょう！
2時間

6,250円～

（２名利用時）

8
宇和島

市

プライベートグループでの闘牛観戦＆ふれあい体

験ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-japanese-

bullfighting-private-group-

experience-in-uwajima/10152

他の写真を見る
ドーム型の闘牛場を少人数で貸し切り、大迫力の闘牛を眼前で観戦できる贅沢な体験です。観戦後の闘牛との触れ合い（さわる、背中に乗

る、化粧回しで記念撮影等）も他ではお目にかかれない貴重な体験です。
1時間

71,760円～

（何名でも料金一律）

9
松山市/

道後

飛鳥乃湯泉＆地ビール・地酒飲み比べ　　　　ツ

アー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-dogo-

onsen-experience-dogo-beer-

bar-drinking-ehime/11436

他の写真を見る

道後の新名所「飛鳥乃湯泉」と、道後温泉と共に歩んできた老舗酒蔵の「地ビール・地酒」をたっぷり楽しめるツアーです。飛鳥乃湯泉は、飛

鳥時代の建築美、皇族のために造られた特別浴室の再現（入浴可）、愛媛の伝統工芸職人による美術館の様な休憩室（5部屋）など、

見所満載！更に、温泉のすぐ向かいには、120年の歴史を持ち道後温泉とともに歩んできた老舗酒蔵の経営するスタンディングBARがありま

す。愛媛の気候と土壌が育んだ、他にはない地ビール・地酒を湯上がりに一杯…最高の瞬間をお楽しみ下さい！

2時間 3,563円～

10
松山市/

道後

着物着付け＆人力車で写真スポット巡り　　　ツ

アー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-kimono-

experience-ancient-dogo-onsen-

matsuyama-ehime/11433

湯の町情緒あふれる道後を舞台に、自分好みの着物をレンタルして「坊っちゃん＆マドンナ」に変身！更に、人力車に揺られて道後の「フォト

ジェニック・スポット巡り」を楽しみませんか？道後周辺には写真映えスポットがいっぱい！人力車の心地よいリズムと、にぎやかで温かい道後の雰

囲気は、あなたを忙しい毎日からトリップさせ、心身を思いきり解放させることでしょう！

1時間 9,625円～
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11
松山市/

道後
芸者お座敷遊び＆会席料理ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-geisha-

entertainment-kaiseki-meal-

matsuyama-ehime/11437

愛媛に「芸者」＆「美食」あり！「愛媛」は、その名の由来の通り、太古の昔から「美しく愛らしい女性」が多い所です。そんな愛媛の芸者と一緒

にお座敷遊びと会席料理を楽しみましょう！彼女達の美しい歌と踊り、ワイワイ盛り上がるお座敷ゲームは、あなたを子供の様に夢中にさせるこ

とでしょう！また、食材王国でもある愛媛の季節料理は、あなたの目と舌を驚かせるでしょう！情緒ある道後の町を舞台に、華やかで上品な芸

者文化＆美食体験は、忘れられない思い出になること間違いなし！

２時間 8,640円～

12
松山市/

道後

歩き遍路体験（遍路衣装で３か寺巡り）　ツ

アー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-shikoku-

henro-pilgrimage-near-dogo-

onsen-ehime-prefecture/11438

四国遍路（88か所霊場巡り）の抜粋版です！お遍路に興味はあるが、時間や知識がない・・・そんなあなたにピッタリの体験です。わずか４

時間のツアーですが、３つの寺院を歩いて巡る中に、1200年の四国遍路のエッセンスが詰まっています！経験豊富な英語ガイドによる案内

は、非常に分かりやすく、楽しく、ユニークな遍路文化を理解できると大人気！白装束に着替え、菅笠をかぶり、金剛杖をついて歩き出せ

ば・・・新しい自分に出会えるかも？

4時間 7,500円～

13 東温市
農村体験（棚田、どぶろく）＆ヘルシーランチツ

アー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-nature-

walk-lunch-farmers-restaurant-

ehime/11432

この地には、美しく清らかな日本の原風景（農村風景）が広がります。地元のガイドと一緒に、地形・土壌・気候・水など・・・自然の恵みを感

じながら、「段々畑」を散策したり、珍しい「どぶろく工房」（お酒）を見学します。お昼には、飛びっきり新鮮で、美味しい「ヘルシーランチ」が、あ

なたをノックアウトすることでしょう！更には、地元の大型産直市場にて農家直送の野菜・果物・加工品をお手頃価格で購入する機会まであり

ます！日本の田園地帯を巡るこの体験は…、自然との対話、疲れた心身のエナジーチャージに最適です！

3時間30分 4,944円～

14

今治市/

しまなみ

海道

（大久

野島）

大三島周遊（＆大久野島オプション）ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-explore-

omishima-okunojima-

prefecture/11435

絶景や海風を求めて、世界中からサイクリストや旅人が集まる「瀬戸内しまなみ海道」。６つの島を繋ぐその海道の真ん中あたりに、「大三島」

はあります。人口減少・高齢化が進む中、若者達が移住し次々と新事業を立ち上げているこの島では「今と昔の共存」を感じます。古来より名

だたる武将達が崇拝してきた「大山祇神社」、「オーガニック野菜の収穫体験＆ランチ」、「クラフトビール工房」、「旧小学校を改装した胸に響く

施設」等・・・盛り沢山の体験です！オプションで海上タクシーでクルージングをしながら「大久野島（うさぎ島）」へ行くコースも追加できます！

4時間30分 18,750円～

15

今治市/

しまなみ

海道

松山市

三原市

VIP向け 瀬戸内周遊 建築・アートツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-setouchi-

architecture-luxury-day-cruise-

hotel-stay/11659

瀬戸内エリアを舞台に、「クルージング」＋「建築・アート」を堪能する「ラグジュアリー・ツアー」をご用意しました。三原港（広島県）を貸切ク

ルーザーで出発、瀬戸内海の多島美や海風を楽しみながら、しまなみ海道の「大三島」へ。大三島では英語ガイドの案内で、伊東豊雄建築

ミュージアム、大三島ところミュージアム、憩の家、岩田健母と子のミュージアムを巡ります。更に、大三島から再びクルーザーに乗り、船上ランチ

を満喫しながら、松山の港に着けます。そこから安藤忠雄設計の全7室のスモール・ラグジュアリー「リトリート青凪」に向かい、芸術的施設にて

宿泊ができます。

1泊２日

or

７時間

100,000円～

16
宇和島

市
九島サイクリングツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-uwajima-

local-island-life-electric-bicycle-

tour/11644

愛媛県の南部・宇和島。その沖合いに浮かぶ小さな島「九島」に橋（468ｍ）がかかりました。Eバイク（電動自転車）にまたがり、英語ガイ

ドと一緒に、「天然の美しい景色」と「底抜けに楽しい人々」が待つ九島に乗り込みましょう！開発されていない島の景色、港町独特の雰囲

気、漁師や家族のフレンドリーで飾らない日常生活は、あなたを新鮮で温かい気持ちにするでしょう！

４時間 7,000円～

17
宇和島

市
真珠養殖見学＆アクセサリー作りツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-cultured-

pearl-farming-oysters-

uwajima/11671

愛媛県宇和島市は日本一の真珠養殖の地として有名です。あのまばゆく輝く真珠は、どの様な場所で、どの様な工程を経て誕生するのか？

良い真珠/悪い真珠の見分け方はあるのか？それらについて、真珠養殖の現場に足を踏み入れ、その道のプロフェッショナルから直接に学びま

す！更にその後は、海底の母貝から「自分専用の真珠」を取り出し、デコレーション＆加工をして「世界で一つだけのアクセサリー」を作ることがで

きます！

1時間30分 3,667円～

18
八幡浜

市
雅楽演奏＆参拝体験ツアー

https://www.govoyagin.com/ja/a

ctivities/japan-ehime-gagaku-

imperial-court-music-

experience-yawatahama/12077

1300年の歴史をもつ日本の伝統音楽「雅楽」を、1300年の歴史をもつ格式高い「八幡神社」で演奏するという貴重×貴重な体験です！

今では日本人でも滅多に見れない雅楽を、このツアーでは、美しい伝統衣装を身にまとい、笙、篳篥、龍笛の３つの和楽器を演奏します。遥

か時を越える音色に酔いしれましょう！最後に演奏会を開き録画映像がもらえる特典あり！また、会場の八幡神社は「八幡浜市」の地名の

元になった高名な場所です。フレンドリーな神主から直々に参拝の作法を教わったり、フォトジェニックな記念撮影もできます。Let's Enjoy

Music♪

2時間 6,250円～
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