
No. 地区 対象名 情報 追加情報

28 東京
オリエンタルバザー

（表参道）

取り壊され、コンパクトな店構えへ改装中

去年2021年６月より改装工事に入っていますが、その前

から半ばクローズ状態で、土日祝の６時間のみ営業とい

う、規模を非常に縮小

した形態で営業していたようです。

再開は2022年となっていますが、本当に今年

じゅうに再開されるのかどうか不明です。また再開後は

営業規模を縮小し、中国風の外観は取りやめるそう。

（同様1通）

29 東京
かわいいモンスターカフェ

（原宿）

去年2021年１月一杯でクローズしていた。現在ではくら

寿司が入っています。

閉店理由は賃貸契約満了に伴うものとのことですが、や

はりコロナ禍によるインバウンドの訪日客激減による収

入減少が大きく響き、契約を延⾧できなかった模様。日

本人客だけでも何とか持ち堪えられるという状況では無

かったと思われます。

30 東京 鎌倉    松原庵    欅

原宿エリアでは珍しく、きちんとした日本蕎麦が食べら

れるお店でしたが、お店が入っていたビル（原宿クエス

トビル）閉館に伴い、去年2021年10月に閉店していま

した。

店のＨＰには、都内での新たな出店地を検討していると

のコメントがありますが、再開に至っていません。

31 東京
ホテル    コエ    トー

キョー

渋谷PARCOの道路を挟んだ隣に、ホテル兼アパレルの

ショップ兼ベーカリーレストランとして2018年に開業し

たばかりだったが、2022年１月をもって閉館となった。

やはり、２～３年前にリニューアルオープンした渋谷

PARCOとともに、渋谷公園通りの賑わいに貢献はした

ものの、PARCOほどの資本的体力や知名度は無かった

らしく、コロナ禍の影響を大きく受けてしまったよう。

32 東京

チームラボボーダレス

（お台場）

2022年8月31日に閉館 2018年6月にオープンし、2019年には世界で

最も来館者が多い美術館として認定された が、お台場

パレットタウンの再開発を見込 み、2023年に虎ノ門・

麻布台に移転オープン

する為、2022年8月31日で閉館した。解体後は

大型アリーナが建設される予定。

33 東京

銀座誠友堂

（日本刀専門店）

移転：銀座ファイブ2階から、有楽町の東京交通会館2階

へ

2021年秋に行ったのですが、松岡先生著書

『通訳ガイドがナビする東京歩き』最新版に掲載されて

いますが、現在は銀座ファイブに

はありませんでした。

34 東京

百人一趣

（着物地をドレスや コー

トに仕立て直し販

売）

販売方法を店頭販売からオンラインに変更した。銀座

ファイブ2階にあった店舗は、現在ありません。

松岡先生著書『通訳ガイドがナビする東京歩き』新版に

掲載されている店舗です（P.130参照）

35 東京 お台場の大観覧車

2022年8月31日で閉鎖。解体へ。 1999年に開業し、23年間、お台場のシンボルとして人

気があった大観覧車が、パレットタウンの再開発の為、

2022年8月31日に営業を終

了した。

1 全国 交通手段

Japan rail passの購入の選択肢が増えて３つ

に。自国でのWeb購入をすると新幹線の予約も可能。い

ままで通り旅行会社に依頼して日本到着後アクティベー

トする。日本に着いてから購入の3択。（確認：

2022/7/9）

パスは新幹線の切符と同じ大きさで使い方も

同じなのでガイドに続いて改札を通れる。今迄予約した

新幹線の情報をいちいちパスに記入していたがそれは機

械化。海外観光客用のウェルカムSuicaは桜のデザイン

が可愛いが，大人も子供も同じデザイン。親が一括して

管理してるとどれが子供用かわからなくなるの

で印が必要。JRパスは小の文字付き。

2 東京 明治神宮
一の鳥居が、新しくなりました！国産の杉で出来た鳥居

だそうです。（確認：2022/7/12）

＊同様１通

3 東京 明治神宮

「第一の鳥居」の建替えがおわり新しい鳥居がお披露目

された。創建100周年行事として、 2020年の完成予定

が、コロナ禍により遅れた為。以前の台湾檜に替わり、

国産杉が使用さ

＊同様１通

4 東京 浅草仲見世通り
仲見世通りに入ってすぐ左にあった豆やさんが，コスメ

の店に。（確認：2022/7/9）

全体的に仲見世通りは食べ物屋さんが増えた感じ。

5 東京 アグネスホテル

神楽坂の隠れ家ホテル、プチホテルと呼ばれていた。

2021年に営業を止めました。（確認：2022/7/12）

ホテル自体はまだ建っているのですが、周りの木々が鬱

蒼としています。若宮神社から熱海湯通りに抜ける路地

を神楽坂散策路としてお客様をご案内したのが懐かしい

です。
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6 東京 アグネスホテル

姿を消しました。（確認：2022/7/18） 神楽坂のＪＲ飯田橋駅近くながら隠家的な存

在感があり、東北大震災の時は一晩ロビーで過ごしたこ

ともありました。ただアグネスのケースは、コロナ以前

に東京理科大に売却

し、営業は続けていたが、1～２年まえに営業停止と

なった経緯があります。

＊同様２通

8 東京 和可菜旅館
神楽坂の作家さん御用達旅館（ホン書き旅館）の和可菜

が改築されました。（確認： 2022/7/12）

建築家は隈研吾です。高級旅館に衣替えするようです。

7 東京 吉祥寺第一ホテル
姿を消しました。（確認：2022/7/18） あの第一ホテルグループの一員。中華料理店

「樓外樓」があった。

9 東京 グランドパレスホテル

姿を消しました。（確認：2022/7/18） 千代田区飯田橋。昭和40年代、当時の韓国の金大中大統

領が拉致されたり、かつて⾧年プロ野球のドラフト会議

の会場であったことで

も知られていました。

10 東京 うを徳
解体されました・・・（確認：2022/7/12） 神楽坂の料亭。泉鏡花の婦系図に出て来る

「めの惣」のモデル

11 神奈川
箱根ロープウェイ早雲山駅

舎

リニューアル後、初めて行ってきました。

ケーブルカーから接続されている「1階」は ロープウェ

イのチケット売り場と土産物屋、トイレがあります。エ

スカレータで2階にあがると足湯テラス、そしておしゃ

れな感じの土産物屋と、ドリンクを売ってるショップが

ありました。ドリンクを売ってるショップの前にはベン

チに座れるスペースもあります。

（確認：2022/7/8）

12 神奈川

箱根ロープウェイ早雲山駅

舎

足湯できるがテラスは「大文字」の山を正面に向く感じ

で、見晴らしのよいウッドテラスでした。足湯は10人く

らい横に並んで入れま

す。（確認：2022/7/8）
13 神奈川 箱根ロープウェイ早雲

山駅舎

トイレが、駅舎のリニューアルで非常にきれ

いになっていました。（確認：2022/7/8）

14 神奈川 箱根

箱海賊船や箱根登山鉄道内で少人数の外国人旅行者を見

ました。日本在住の外国人なの か、訪日外国人なのか

はわかりませんが、添乗員はついていない形で移動して

いました。

15 神奈川 大涌谷

コロナ前は「くろたまご館」の中の黒卵売ってる場所の

近くに、館内でイートインできるカウンタースペースが

ありましたが、コロナの影響か、イートインスペースは

現在土産物をディスプレーしていて、卵をその場で食べ

たい人は出口近くのカフェ（湧わくキッチンカフェ）で

持ち込んで食べることができるよ

うでした。（確認：2022/7/8）

16 神奈川 元箱根

すてきな古民家カフェが箱根神社一の鳥居の

近くにできていました。成川美術館入り口付近です。

「箱根百薬」というカフェです。味わいのあるカフェで

した。自家製のジン

ジャーエールを飲んできました。枝豆がついてきまし

た。FITのお客様に受けるかもしれま

せん。（確認：2022/7/8）

17 栃木 日光山内の交通手段

【世界遺産巡りバス】日光駅を20分おきに出ていて便利

ですが、土日祝日やその他の都合でルートが変わること

があるので、要注意です。念のため乗車前にドライバー

さんに確認することをお勧めします。

（確認：2022/7/16）

18 栃木 日光山内の交通手段

【グリーンスローモビリティ】2022年4月から導入の電

気バス。窓ガラスが無いため換気が良くコロナ対策とし

ても優れています。7月20日からは朝夕1便ずつですが、

日光駅発着のものもスタートしました。1回150円、IC系

カー
19 京都 金閣寺 金閣寺前にあった「金閣寺前」というバス停

が無くなった。（確認：2022/5/20）

20 京都 金閣寺

金閣寺への動線がかわった。竜安寺から金閣寺に向かい

バスに乗ったが、途中からバスは右の道に入り、金閣寺

道で降りて金閣寺に行くことになっていた。今まで直線

で行くことができた金閣寺前と言う名の金閣寺の真前の

バス停は無くなった。そして金閣寺の拝観の動線もかな

り前から変わっている。（確認：

2022/5/20）
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21 京都 金閣寺 金閣寺の池の前の写真スポットは，1番奥（池

の前1番奥）にいくように道が変えられていま

した。（確認：2022/7/9）

22 京都 祇園祭

コロナにより開催されなかった京都祇園祭 が、今年は

三年ぶりに行われた。もともと疫病退散を願う祀りなの

で、これでコロナ撃退

を願いましょう。（確認：2022/7/18）

23 京都 京都平安ホテル

6月末で休業。（確認：2022/6/30） こちらはホテルより七代目小川治兵衛の庭があることで

有名でした。アメリカの庭園専門誌の日本庭園ランキン

グの上位に入っている名園です。ホテルの閉鎖にともな

いカフェからお庭を見ることも、歩くこともできなくな

りました。

24 京都 宮川町歌舞練場

建て替えの為解体、閉館中。2025年完成予定

（確認：2022/7/1)

近隣の小学校も含めて総合施設を建設予定、付近は工事

中のフェンスが巡らされていますのでお客様を連れて行

く時は注意してくださ

い。

25 大阪 黒門市場

6月に大阪ミナミ界隈の様子を見に行った時に、黒門市

場が、ほとんどシャッター街に なっていました・・・

道頓堀クルーズのガイドさんが、黒門市場が一番コロナ

の痛手た大きかったと言っていました。

（確認：2022/7/12）

26 大阪 ずぼらや
道頓堀・新世界の老舗ふぐ料理店。2020年9月コロナ禍

営業不振で閉店

（確認：2022/6/12）

27 福岡 博多祇園山笠

博多祇園山笠が7月1日から15日まで開催され

た。今年はコロナの影響により三年ぶりの開催となっ

た。約800年前、博多に流行した疫病退散を祈願したも

の。勇壮な博多の「男」祀りでコロナを吹っ飛ばせ。

（確認：2022/7/19）


