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〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグランB1

期 間：2020年3月20日(金)～5月6日(水)毎日 A.M.09:00～12:00

お問い合わせ

当日、ガイドと一緒にコースを決める
贅沢なプチプライベートまち歩き！

WEBサイト：https://centraltokyo-tourism.com/about_us

☎ 03-6262-6481 営業時間：9:00～21:00 ※年中無休 （京橋エドグラン休館日を除く）

E-mail：info@centraltokyo-tourism.com

ガイド待機場所：中央区観光情報センター

参加費無料！ 英語対応ＯＫ！！

①ガイドにコースを相談！

＜最寄り駅＞
東京メトロ銀座線京橋駅8番出口直結
JR東京駅八重洲南口徒歩約5分
都営浅草線宝町駅A6 A7出口徒歩約3分

注 意 事 項

●本サービスは、中央区観光情報センターにガイドが待機中の場合に限ります。 ●12:00までに終了する1回60分以内のコースとなります。

●1回のツアーは、1ガイドにつき1名～最大10名までとなります。 ●ガイドの人数に限りがございますので、ツアーに出発している場合は、次の回までお待ちいただきます。

●日帰り傷害旅行保険に加入するため、申込み時はお名前と連絡先を記入いただきます。（保険料のご負担はありません。）

●区内の観光スポットやお店に限ります。（立寄れないお店もございます。事前にご相談ください） ●荒天の場合は中止になる事があります。

●ガイド中に係る経費（交通費、入場料等）が生じる場合は、ガイド分も含めてお客様のご負担となります。 ●最後に簡単なアンケートにお答えいただきます。

●酒気帯びの方、観光や買い物目的で無い方、ガイドの注意を聞かない方、目的が違う方については、ガイドの途中であっても案内を中止することがあります。

●混雑時は、複数のお客様と一緒にご案内する事もございます。 ●すべての掲載画像はイメージです。

中央区京橋2-2-1京橋エドグランB1

②コースが決まれば
ガイドと出発！

③ガイドが案内しながら
一緒に観光を楽しむ！

④事前に決めた解散場所まで
ガイドが案内し解散！

たとえば・・・
・区内で桜が見たい・・
・日本のお土産が買いたい・・
・銀座の主要コースを1時間で案内してほしい・・
・日本橋の老舗に行ってみたい・・

アンケートにご協力をお願いいたします。

■協力：一般社団法人 中央区観光協会
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When : March 20th, 2020 (Fri)～May 6th, 2020 (Wed) Everyday Hours: 9:00am～12:00pm
Where : Tokyo Chuo City Tourist Information Center

N o t e s

●Due to the limited number in the guides, please wait until the guide returns when the first tour has started. ●The tour will be within one hour long.
●The tour can be cancelled due to weather conditions. ●One tour, one guide can take up to ten persons.
●Please provide your name and phone number for application.
●The tour will only visit the places in Chuo City. Please ask and plan where to visit with your guide before starting.
●Please pay your and the guide’s extra expenses if you are visiting places with entrance fee or transportation fee.
●Please answer to our questionnaire at the end of the tour.
●The guide can stop the tour whenever he founds the participants drunk, not joining for sightseeing purposes or not paying attention to the guide. 
●When crowded, the guide can take two or more groups together in one tour. ●The photos are for illustrative purposes.

B1F Kyobashi Edogrand, 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku

■Supported by Chuo City Tourism Association

〒104-0031 B1F Kyobashi Edogrand, 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku

Contact

Website：https://centraltokyo-tourism.com/en/about_us

☎ 03-6262-6481 Hours：9:00～21:00 ※No holidays

E-mail：info@centraltokyo-tourism.com

①Plan a course with
your guide!

②Let’s start off once
your course is decided!

③Explore the city with
your guide and enjoy!

④You will be dismissed at
the point where you have
decided to end the tour.

Please fill out the questionnaire at the
end of the tour.

No reservation needed! 
Explore Chuo City with a semiprivate 

English speaking guide for FREE!

＜Access＞
-Directly connected from exit 8, Kyobashi Station on the Tokyo Metro
Ginza Line

-5 min walk from Yaesu south exit, JR Tokyo Station
-3 min walk from exit A6/A7, Takaracho Station on the Toei Asakusa Line

For example…
・I want to go see the cherry blossom trees!
・I want to buy Japanese souvenirs!
・Show me the highlights of Ginza in one hour!
・Take me to the long established stores in Nihonbashi!

※The tour must end by 12:00.

Special gift for 
all participants!
“Japanese Manners
Book for Inbound
Visitors"
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