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～夏の家族旅行は早いお申し込みで、家族を笑顔に！～

2011年 夏休み商品発売開始
㈱日本旅行(本社：東京都港区､社長：丸尾和明)は東京・名古屋・大阪・九州発の国内パッケージ旅行「赤い
風船」 2011年夏休み商品を発売致しました。既に発表しております東北復興支援『みんなの元気プロジェク
ト』による東北夏祭りツアーと、２大テーマパークツアーに加え、夏の主役である家族旅行では、
「家族の絆」
を意識した「三世代家族旅行」、企業の長期休暇に連動した新しい夏旅の提案「いつもよりちょっと長い夏休
み」をキーワードに魅力あるプランを用意いたしました。

■「赤い風船」 2011 年夏休み商品のポイント
◎家族の絆を再認識！“ファミリー商品を強化”
①赤い風船は三世代旅行がお得！
同居・非同居に関わらず、祖父母と一緒の三世代家族旅行にお得なプランを設定
（※祖父母のいずれか 1 名以上が同行で可）
（例） ・こども代金（3～5 歳/お食事付）が「おひとり 100 円」でＯＫ
・直径 40 センチの特大お絵かきケーキをお部屋にご用意
・ご家族に館内利用券最大 4,000 円分付
②赤い風船はこどもがお得！
家族旅行の「主役」であるお子様にこだわり、様々な割引やプランを展開。
(例) ・メインキャラクターハローキティのオリジナル「レジャーシート」又は「ビーチボール」付
・現地での入場観光施設で様々な特典が受けられる「キッズわくわくパスポート」付
・お盆期間（8/11～16）にお得なこども代金（3～5 才）設定 お一人 6,000 円又は 4,000 円引き

◎企業の長期休暇に連動！“滞在型旅行を強化”
今年の夏場の企業が長期休暇を導入する動きに対応し、「いつもよりちょっと長い夏休み旅行」を設定
（例） ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ北海道 わくわくトマム 3 日間～7 日間
・7 日間まで設定、5 日間以上は 5 日間と同一代金でＯＫ
・更に、スパハウス利用券の特典付
ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ沖縄 かりゆしビーチリゾート＆那覇 3 日間～7 日間
・7 日間まで設定、5 日間以上の場合、人気のレストランでステーキディナー付
※上記以外にも、「京都や高山・古都で暮らす」、「リゾート信州へプチ移住」プランを発売（予定）

◎今年も徹底強化！“早期申込割引の設定”
間際申込化が更に進む中、各方面商品で『先どり割引』プランを設定強化。
ロング(北海道・沖縄)方面では 45 日前・30 日前で、近郊宿泊及び九州方面では 40 日前・21 日前申込みで
旅行代金の大幅割引を実現。
（例）・ロング方面： 45 日前のお申込で 1 泊に付おとな・こども共に最大 2,000 円割引。
・近郊宿泊方面： 40 日前のお申込で 1 泊に付おとな最大 2,000 円割引

◎東北復興支援“みんなの元気プロジェクト”
東日本大震災により被災された東北地方に対し、旅行会社だからこそできる被災地への支援、産業の活性
化、及び旅行需要喚起を目的としたプロジェクトを実施。｢東北の夏祭り｣を中心とした旅行商品の造成・販
売と店舗イベント等のプロモーションにより、旅を通じて東北復興支援につなげ、“東北地方の元気”から
“日本全体の元気”につながることを目指します。
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■ 「赤い風船」夏休み商品 主なラインナップ
★ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ＜ロング方面ファミリー商品＞
【商品名】 赤い風船 ｢家族で行こう ファミパック｣(７～９月出発)
【方 面】 北海道＜目標６,０００名＞・沖縄＜目標８,５００名＞
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【特 徴】
家族での自然観察・現地ならではの体験や食事を組込んだフルパッケージ型の定番商品
「ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ」に加え、今年は企業の休暇スタイルの多様化と、従来にない間際化傾向を踏まえ
間際でもお申し込み可能で泊数や滞在スタイルが自由に選べるシンプルな価格を抑えた
「きらきらサマー北海道」「きらきらサマー沖縄」を新規設定

●早期申込割引の設定
【ファミパック北海道】スーパー先取り 45
トマム 4 日コースの場合、45 日前までのお申込でお一人 4,500 円割引
【ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ沖縄】スーパー先取り 45。
かりゆしビーチ 4 日コースの場合、45 日前のお申込でお一人 6,000 円割引
●オリジナル企画の充実
【ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ北海道】毎日先着 40 名様限定！人気の旭山動物園や阿寒湖遊覧船等人気の 6 観光
施設より選べる入場券付
※きらきらサマー北海道では「旭山動物園ルーム」を新規設定！
【ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ沖縄】人気の美ら海水族館＋滞在中レンタカー＋ガソリン券＋沖縄スイーツクーポン付の
フルパッケージ型でお値打ちプライスで設定
※きらきらサマー沖縄では祖父母向けの「シルバー代金」新登場！

★ﾌｧﾐﾊﾟｯｸ＜近郊方面ファミリー商品＞
【商品名】首都圏発 「バカンスエリア高原&山」 (7～9 月) ＜目標１０,０００名＞
「バカンスエリアプール&海」(7～9 月) ＜目標９,５００名＞
【方面】 関東近郊・伊豆・箱根・東北・新潟・信州
【特 徴】
早期申込割引の強化、三世代旅行やお子様特典など多彩なプラン設定で目的別に 2 商品展開
●早期申込割引の設定
パワーアップ先どり 40：40 日前のお申込で、1 泊に付最大おとな 2,000 円、こども 1,000 円割引。
●三世代旅行プランの新規設定
・祖父母が一緒なら、こども代金（3～5 才）がおひとり 100 円でＯＫ！
（※いずれか 1 名だけの同行でも可）
・1 室 4 名以上の利用で館内利用券 4,000 円分付
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●お盆割引新規設定
休暇が分散し敬遠が予想される中、またはお盆しか休暇がないファミリー向のお得なプラン
8/11～16 の宿泊で 40 日前のお申込の場合、こども（3～5 才）代金が 6000 円又は 4000 円引き
（例）熱海後楽園ホテル 8/13 宿泊 こどもＢ代金：7,200 円（通常 11,200 円）
●参加のお子様全員に特典付
メインキャラクターハローキティオリジナル「レジャーシート」又は「ビーチボール」付

★ ファミリー以外の顧客層に向けた商品
※2010 年夏季実績 女性・夫婦シェア 35％

①ＮＨＫ連続テレビ小説「おひさま」連動商品
【商品名】首都圏発 「おひさま薫る さわやか信州への旅」＜目標１,０００名＞
【方面】 信州エリア 全 55 施設
【特 徴】
「連続テレビ小説 おひさま」の舞台、安曇野・松本をはじめ信州の懐かしい風景と「信州そば」や
「地元の味」をお楽しみ頂くプラン
テレビ小説にも「信州そば」が登場、本プランでは本場信州そばをご賞味頂けるよう地元の
おすすめ「赤い風船そばランチクーポン」付

②夏の京都
【商品名】首都圏発 「夏の京都へ行こう」（6～9 月)＜目標１５,０００名＞
【方面】 京都
【特 徴】
春秋以外にも人気急上昇の夏の京都にファミリー層以外の女性層を意識したプランを多彩に設定
●早期申込割引の設定
スーパー！パワーアップ先どり 30：30 日前のお申込で 1 泊に付最大 1,500 円引
8 月限定で、連泊の場合は更に 1,500 円引
●女子得クーポン新規設定
女性だけのグループでＪＲ利用限定
京都を知り尽くした地元の雑誌社が選んだ女性に人気のお店で利用できる 600 円分のクーポンが
100 円で購入可能
●京の夏の新たな風物詩「京の七夕・オリジナルバスツアー」運行
夜の女性だけの移動でも安心の添乗員付ﾅｲﾄバスﾂｱ―。京都駅発着で 2 箇所の七夕会場をめぐる
夕食や舞妓鑑賞も付いた赤い風船オリジナルツアー。
運行期間：8/6・7・12～14
代金（おひとり様）：3,600 円 （指定のホテル宿泊の場合：3,200 円）と格安で設定
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★東北復興支援ツアー
東北復興支援『みんなの元気プロジェクト』を実施中。店頭プロモーション等イベントと
東北夏祭り商品による旅行需要喚起と東北地方への誘客を図り、旅による元気の輪
が日本全体に広がっていくように応援します。

① 東北夏祭り＆大曲花火大会
●青森ねぶた祭り、秋田竿灯祭り、仙台七夕祭り、山形花笠祭り、
青森五所川原立佞武多、秋田大曲花火大会を組み込み。
●計５コース設定
●５月２０日より発売中

② 仙台七夕まつりツアー
●仙台七夕まつり（８／６～８／８）でのオリジナルイベントを組み込み。
●旅行代金の３％を義援金として日本赤十字社を通じて被災地に
お届けさせて頂きます。
●６月中旬発売予定

★2 大テーマーパーク

① 東京ディズニーリゾートへの旅＜目標４８,０００名＞
●早期申込割引の設定
30 日前までのお申し込み限定、設定ホテルを毎月替わりでとにかくお得に設定
(例) 東京ベイ舞浜ホテル 7/25 宿泊 1 室 4 名利用 11,000 円(通常 14,600 円)
●ファミリープランがお得！
マル得ファミリープラン：小学生のお子様連れファミリーで 45 日前のお申込＆連泊の場合
（例）ヒルトン東京ベイ・ハッピーマジックルーム利用 お一人につき 10,000 円引

②ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅＜目標２２,０００名＞
●早期申込割引の設定
40 日前までのお申込でこども代金が半額で OK、更に 2000 円分の館内利用券付
（例）8/6 に家族 4 人でホテル京阪ユニバーサルに宿泊の場合、
家族 4 名の合計代金 41,400 円 (通常 56,000 円)
●ファミリープランがお得！

・小学生のこども代金（朝食付/添い寝の場合）がおひとり 500 円でＯＫ
■2011 年赤い風船商品 7～9 月計取扱人員目標 前年比 101％

以 上
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