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日本旅行 海外パッケージ商品

（株）日本旅行(本社：東京都港区､社長：丸尾和明)は東京・大阪・名古屋発 2011年下半期
（2011年10月～2012年3月、一部商品は5月出発）の海外パッケージ旅行 「マッハ」「ベストツアー」
を7月15日（金）より、順次発売開始いたしました。
おかげさまで、2011年に発売40周年を迎えた「マッハ」の特別企画をはじめ、お客様によりご満足
いただける旅を豊富なラインナップでご提案いたします。

■2011 年下期、日本旅行は豊富な商品ラインナップでお届けします。
１．ヨーロッパを強化！

今が旬のヨーロッパ 2012 年ＧＷも先行発売！
～2011 年日本旅行は「もっと好きになる。ヨーロッパ」キャンペーンを展開しています。
○「満足計画」 増強！下期もペアシート、早期割引、マイスターＴＣコースなど、さらに強化しています。
○「ヨーロッパのクリスマス」 増強！ヨーロッパのクリスマスを存分に味わえるコースをご提案します。
○「気軽にっ！ヨーロッパ」 ＮＥＷ！6～7 日で行けるヨーロッパをお求めやすい価挌で新発売します。
○「FUJIFILM タイアップキャンペーン」 増強！ご好評につき下期もフォトコンテストを実施します。
★「ヨーロッパプラザ・デスク」 充実！旅のプロ“添乗員”がいる店、それが“ヨーロッパプラザ･デスク“です。

２．商品バリエーションを強化！

アジア好調 引続き羽田発も人気です！
～特にアジア方面を中心に増強。多様なニーズにお応えします。
○「マッハ 40 周年」 増強！下期も日頃の感謝を込めて、高品質の旅をご提案します。
○「地球見聞録」 Ｒｅｎｅｗａｌ！2011 年リニューアル、インド・トルコ・ペルーを更に強化してお届けします。
○「行っ得」シリーズ 増強！好調な間際需要にお応えする価格にこだわったシリーズです。
○「Ｗｅｂコレクション」「ワケあり」シリーズ 増強！Ｗｅｂ専用商品も大幅設定増、応援価格で拡充します。

３．ハネムーン・海外挙式を強化！

堅調です ウエディングマーケット！
～豊富なラインナップで“記念の旅”をご用意します。
○「感動の宝石箱ヨーロッパ」 増強！コースラインナップ大幅設定増でお届けします。
○「スイートロマンス」「メモリアルプラス」 増強！お二人の門出にふさわしい、記念の旅をご用意します。
○「海外ウエディング」 増強！大切な記念となるセレモニーの旅を、特別企画でご提案します。
★「海外ウエディングエキスパート」 充実！店頭では、海外ウェディングのプロがご案内します。
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１．ヨーロッパを強化！
～2011 年日本旅行は「もっと好きになる。ヨーロッパ」キャンペーンを展開しています。
下期も「もっと好きになる。ヨーロッパ」キャンペーンならではのオリジナル企画満載でお届けします。

● 「満足計画」
日本旅行が展開する“ニッポン発地球号の旅”「満足計画」。ヨーロッパでは、ペアシート、早期割引、マイス
ターＴＣがご案内するキャンペーンコースなどを強化、よりご満足いただける旅をご提案します。
◆ 「大好き」シリーズ・「感動の宝石箱ヨーロッパ」では全コースペアシートを確約
◆ 「大好き」シリーズではご出発 90 日までのご予約でお一人様 10,000 円割引
◆ マイスターＴＣ（添乗日数 2,500 日以上。 当社基準最高ランクの添乗員）がご案内する旅をご用意
【コース一例】
◎イタリア：大好きイタリア『イタリアエレガンス 10 日』 お一人様：429,900～469,900 円
（1）マイスターＴＣがご案内する「もっと好きになる。ヨーロッパ」キャンペーンコースです。
（2）キャンペーン“こだわり”観光として、フィレンツェでは長い間非公開だったベッキオ宮殿内に隠され
たメディチ家の「秘密の回廊」にご案内、ベニスでは通常は訪れないサンマルコ寺院 2 階バルコニー
よりモザイク画を間近にご覧いただきます。
（3）全都市で伝統と格式の厳選ホテルをご用意、ナポリでは 19 世紀の宮殿を改装したホテルを、またベニ
スではベニス本島内運河に面したデラックスホテルをご用意。

● 「ヨーロッパのクリスマス」
年々需要が高まる人気のヨーロッパのクリスマスツアー。さらに充実したラインナップ、専用パンフレット展
開でお届けします。
◆ 人気のドイツ方面のラインナップを強化
◆ 別冊専用パンフレットをリリース、8 月末発売予定
【コース一例】
◎ドイツ：大好きヨーロッパ『ドイツクリスマス夢浪漫 8 日』 お一人様：289,900～309,900 円
（1）人気の南ドイツの街々に加え、船内でのクリスマスマーケットや、イルミネーションがロマンティックな
ルートヴィッヒスブルクのバロック・クリスマス市など、様々な趣向のクリスマス市を巡る新コースです。
（2）全都市Ｓクラスホテル利用、リューデスハイムでは中世の館を改装したホテルにゆったり 2 連泊。
（3）往復全日空又はルフトハンザドイツ航空直行便利用。

● 「気軽にっ！ヨーロッパ」
ヨーロッパに行きたいけれど、休暇や旅行費用がネック・・・そんなお客様のニーズにお応えした「気軽にっ！
ヨーロッパ」。よりご参加しやすい仕立てのツアーを別冊専用パンフレットで新発売です。
◆ 6～7 日間のコースを主体に、最小限の日程、旅行代金で、最大限ヨーロッパをお楽しみいただける
ツアーをご提案
◆ 別冊専用パンフレット「気軽にっ！ヨーロッパ」をリリース、8 月末発売予定
【コース特長】
（1）全コース添乗員同行、2 名様より出発保証日満載。
（2）フランス、イタリア、スペイン、ドイツの人気のヨーロッパ主要国を巡るツアーを収録。
（3）“気軽にっ！”ご参加いただけるようお求めやすい旅行代金で発売予定です。

● ＦＵＪＩＦＩＬＭタイアップキャンペーン
好評のＦＵＪＩＦＩＬＭとのタイアップキャンペーン、フォトコンテストを実施ほか、日本旅行のヨーロッパツアー参
加者全員の方にフォトブック割引クーポンをプレゼント。
【キャンペーン展開】
◎フォトコンテスト
日本旅行のヨーロッパツアーに参加してヨーロッパの風景写真を応募すると、入賞作品にはデジタ
ルカメラ､国際航空券､国内宿泊券､フォトブック無料作成クーポン券などの豪華賞品をプレゼント。
◎フォトブック 20％ＯＦＦクーポンプレゼント
日本旅行のヨーロッパツアー参加者全員にプレゼント。
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● 「ヨーロッパプラザ・デスク」
日本旅行では、“添乗員のいる店”「ヨーロッパプラザ・デスク」を展開しています。現地事情に精通したベテ
ラン添乗員が、ヨーロッパ旅行のご相談を承ります。
◆ 日本旅行の店頭、首都圏 2 店舗・関西地区 6 店舗で、お客様をお待ちしております
◆ 予約制の旅行説明会も実施中です

２．商品バリエーションを強化！
～特にアジア方面を中心に増強。多様なニーズにお応えします。
より幅広い層のお客様のニーズに柔軟に対応すべく、高品質付加価値型商品からお値打
ちの価格訴求型商品まで、商品バリエーションを強化します。

● 「マッハ 40 周年」
日本旅行『マッハ』ブランドは、おかげさまで 40 周年、日頃の感謝を込めた特別企画で、とことん品質にこ
だわったマッハ 40 周年ならではの旅をお届けします。
【コース一例】
◎台湾：『充実の台湾大周遊 台湾・旅の記憶 5 日』
お一人様：170,900～292,900 円 （圓山プラン、成田発の場合）
（1）歴史や観光、グルメと魅力に溢れた台湾の代表的な 3 つの都市、高雄・花蓮・台北を、全行程専用
車にて、専属ベテランガイド（ガイド歴 5 年以上）がご案内いたします。
（2）航空座席は並び席の「ペアシート」確約、新幹線での移動時はビジネス車両をご用意。
（3）お食事は、お客様だけのテーブルで。また「カニ之屋」での海鮮料理、「故宮晶華」での日本旅行オリジ
ナルメニューなど、こだわりのお食事をご用意。
（4）ショッピングの立ち寄りはありません。
（5）羽田空港からもご出発いただけます。
◎韓国：『らくらくＫＴＸで移動！韓国・旅の記憶 4 日』
お一人様：122,900～187,900 円 （インペリアルパレスコース、成田発の場合）
（1）世界遺産やグルメやお買い物、美しいもの・おいしいもの・楽しい空間の宝庫韓国の代表的な都市、
ソウル・慶州を、全行程専用車にて、専属ベテランガイド（ガイド歴 10 年以上）がご案内いたします。
（2）ソウル-慶州間は往復ともＫＴＸ1 等席をご用意。
（3）お食事は、韓国文化観光部が毎年発表する「100 選レストラン」の中から韓国を代表するレストランを厳
選。また、漢江沿いのレストランでは、お客様だけのテーブルをご用意。
（4）ショッピングの立ち寄りはありません。
（5）羽田空港からもご出発いただけます。

● 「地球見聞録」
2011 年よりリニューアル発売の「地球見聞録」シリーズ。下期は中でもアジア、中近東、中南米のシリーズ
からそれぞれ、インド、トルコ、ペルー方面を増強。日本旅行オリジナルの旅を企画、ご提案し、高品質の旅か
ら価格重視の旅まで豊富なラインナップでお届けします。
◆ アジア、中近東、中南米の 3 分冊シリーズ。古代遺産、大自然への旅を収録
◆ 別冊専用パンフレットをリリース、8 月末発売予定
【商品特徴】
（1）アジアシリーズでは、インド方面で従来の専用車・専属ガイドがご案内する旅に加え、新たに女性の
方向けツアーをラインナップ。
（2）中近東シリーズでは、トルコ方面のラインナップを増強、洞窟ホテルに泊まるツアーやトルコ＋ギリシ
ャを巡るツアーなど、新コースをご提案。
（3）中南米シリーズでは、ペルー方面のツアーを増設定、添乗員が同行するツアーのほか、現地ガイド
がご案内する 2 名様より出発保証のツアーもご用意。
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● 「行っ得」シリーズ＆「Ｗｅｂコレクション」「ワケあり」シリーズ
好調な間際需要にお応えする「行っ得」シリーズは、とことん価挌にこだわった価挌訴求型商品です。また、
Ｗｅｂ専用商品「Ｗｅｂコレクション」「ワケあり」シリーズも大幅設定増、アジアを中心にさらにラインナップを拡
充してお届けします。
◆ 「行っ得」シリーズ：アジア方面を中心に各方面パンフレットをリリース、9 月発売予定
◆ 「Ｗｅｂコレクション」：毎月 10 日Ｗｅｂ限定で発売中
◆ 「ワケあり」シリーズ：“ワケ”あって価挌がお得な商品をＷｅｂ限定で発売中

３．ハネムーン・海外挙式を強化！
～堅調なウエディングマーケット。豊富なラインナップで“記念の旅”をご用意します。
堅調なハネムーンマーケットに対応する専用コース、海外ウェディングを強化します。

●「感動の宝石箱ヨーロッパ」
2010 年下期設定の「感動の宝石箱ヨーロッパ」は、ご好評につき、この下期コースラインナップを大幅設定
増、新たなコースをご提案します。
◆別冊専用パンフレット展開、8/6 発売予定
【商品特長】
（1）2010 年下期からはほぼ倍増、2011 年上期からも 2 つの新コースが加わりラインナップ大幅設定増。
（2）全コースペアシート（2 名様の並び席）をご用意。
（3）ヨーロッパ各国の便利な「おみやげカタログ（宝石箱専用）」の 5,000 円商品券をプレゼント。

● 「スイートロマンス」「メモリアルプラス」
これまでハネムーンコースを中心に設定してきた２名様の並び席確約コースを今期は大幅に拡大。半期商
品の全方面に並び席確約のコースを設定します。
◆早ければ早いほどお得です！早期申込み特典満載。（タヒチ 90 日前申込みお一人様 45,000 円割引、
オーストラリア 60 日前同 20,000 円割引、ハワイ・デルタ利用 60 日前同 10,000 円割引など）
◆「スイートロマンス」はハネムーン専用コース、「メモリアルプラス」はハネムーン追加アレンジプランです。
【コース一例】
◎アメリカ＋ハワイ ： 『スイートロマンス ラスベガス＆ホノルル 6・7・8 日』 ※アメリカパンフレットに掲載
お一人様：317,900～488,900 円（プラネット・ハリウッド／ハイアット・リージェンシー、成田発、デルタ航空利用、6 日間の場合）

（1）早期申込み 90 日前申込みお一人様 30,000 円割引、65 日前同 20,000 円割引、35 日前同 10,000
円割引（デルタ航空利用の場合）。
（2）お二人の旅を鮮やかに演出、お部屋は眺望にこだわりました。ラスベガス、ベラッジオはメインタワ
ー・レイクビュールーム／ストリップ側のお部屋をご用意。
（3）ラスベガスでは、ラスベガス・イルミネーション観光付き、また入手困難で一般配布されていないプレ
ミアムアウトレットの「プラチナＶＩＰパス」を現地にてお渡し。ホノルルでは、ルームサービス、トロリー
乗り放題の“ＣＬＵＢ ＮＴＡカード”や、ワイン又はシャンパンのサービス付きです。
（4）アレンジプランメモリアルプラスでは、専用車プランと、エンターテイメントをセットにしたディナープラ
ンをご用意。（プラン例：人気の「オー」鑑賞＋バッフェ、本場のステーキ＋ヘリコプター遊覧飛行）

● 「海外ウエディング」
引き続き好調なウエディングマーケット。主要方面のハワイ、グアムで巻頭特別企画をご用意しました。
◆ 早ければ早いほどお得です！180 日前・90 日前までのお申込みで、挙式＋航空会社＋現地にて、
それぞれうれしいおもてなしをご用意。
【コース一例】
◎グアムウエディング：『サンビトレス・ベイサイド・チャペル・ウエディング 巻頭スペシャル 4・5 日』
お一人様：188,000～301,000 円（ホテル・ニッコー・グアム海に面した部屋 4～11 階の場合）
（1）早期申込み 180 日前申込みお一人様 12,000 円割引、90 日前同 10,000 円割引。さらに現地申込
みオプショナルツアーやＤＦＳでご利用いただける 30ＵＳドルクーポンをプレゼント。
（2）お二人の旅行代金合計には、通常のセレモニーにプラス、レンタル衣装（ドレス 80,000 円分、タキシ
ード 20,000 円分）、生花ブーケ＆ブートニア（21,000～29,000 円相当）、新婦ヘア＆メイク（32,000
円相当）、挙式後パーティー（11,000 円相当）、計 164,000～172,000 円相当が含まれます。
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● 「海外ウエディングエキスパート」
店頭では、海外ウェディングをはじめ、ハネムーンご希望のお客様に万全のサポートでご案内いたします。
◆「海外ウェディングエキスパート」とは、当社が認定する専門教育を受けた、海外挙式、ハネムーンご案内
のプロフェッショナルです。
◆日本旅行グループの店頭 47 店舗でお客様をお待ちしております。

2011年度上半期見込み
■2011 年上半期（201１年 4 月～9 月）
全方面合計 ： １５０,０００名（前年比 ９２％）
方面

見込み人員

方面

単位：名
見込み人員

アジア

76,500

アメリカ・カナダ

5,000

ヨーロッパ

37,000

オセアニア

3,500

ハワイ

10,000

中国

3,000

グアム・サイパン

15,000

合計

150,000

2011年度下半期の方面別目標
■2011 年下半期（201１年 10 月～2012 年 3 月）
全方面合計 ： １７２,０００名（前年比 １０４％）
方面

目標人員

方面

単位：名
目標人員

アジア

88,000

アメリカ・カナダ

4,000

ヨーロッパ

47,000

オセアニア

5,000

ハワイ

10,000

中国

3,000

グアム・サイパン

15,000

合計

172,000

2011年度下半期商品の発売について
■ 東京・名古屋・大阪とも7月15日（金）から8月にかけて、順次発売となります。

当リリースに関するお問い合わせ先
㈱日本旅行 広報室
電話：０３-３５７２-８１８０
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