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Sawara is a town that still retains the atmosphere of an Edo-period merchant town, and here you can reserve 11 hotels 
that have been renovated from traditional merchant houses and warehouses. Dinner parties can be held at a restaurant 
in a renovated sake brewery. This program lets you enjoy the whole of this historic town. Optional content can also be 
arranged. Examples include 
① Walk around town in traditional Japanese clothing; ② Canal tour on small Japanese-style boats; ③ Sake brewery tour; 
④ Riverboat banquet cruise on the Tone River (in planning); ⑤ Japanese Sento (public bath) experience (in planning).

Categories

Experience Sawara
Stay in a Traditional Merchant House and See the Town



・Application period: 2 weeks before your desired date of stay

・Fees: Starting at ¥41,200 (Basic plans include 1-night stay with 2 meals); negotiable

・No. of participants: Full-venue rental: 20-35 people

・Other: Discounts available for stays of 3 or more consecutive nights. Various 

attractions, sightseeing tours, etc. available as options at additional cost.

Hostel Co-Edo can be used as accommodation for accompanying staff (including tour 

conductor).

Sawara Merchant Town Hotel Nipponia
Mail: inbound@vmc.co.jp

Point

Year-round

□ Contact

Availability

Conditions

Infection prevention 
measures

Staying in a town and not in a constructed theme park is recommended for all -
expenses-paid trips and incentive travel. Staying in a place where you can 
directly experience Japan’s culture and history is a special and unique 
experience that cannot be had anywhere else. The decentralized 
accommodation style also prevents crowding for added safety, and the location 
just 30 minutes from Narita Airport allows for easy access.


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	スライド番号 86



