株式会社日本旅行

広報室
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平成２３年１１月１１日

㈱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 ２０１２年春（１～
３月）ベストツアー「学生旅行」を、11月11日（金）から、順次発売いたします。早期申込割引
やグループ割引、新登場のお年玉割引、学生限定のビックリ価格オプショナルツアーなどを設定
し、円高・ドル安・ユーロ安の今シーズン、日本旅行は今年も学生旅行・卒業旅行を応援します。

いいね！１． 早く申し込めば断然おトク！！さらにヨーロッパは 2 段階割引！！
○クリスマス割引！

12/25 までに申し込むと、ヨーロッパではお一人様 5,000 円割引、
その他の方面では 3,000 円割引！

○お年玉割引！ ＮＥＷ 冬休みにゆっくり相談して・・という方には、1/31 までのお申し込みなら、
ヨーロッパではお一人様 3,000 円割引！

いいね！２． 誘えばお得！！4 名様以上のグループ参加はさらにおトク！！
○グループ割引！

．．．．．
グループでお申込の場合、4～5 名様のグループでは、幹事様お一人のみ
．．．．．
5,000 円割引、
6 名様以上のグループでは幹事様お一人のみ 10,000 円割引！

ＮＥＷ さらに、ヨーロッパでは｢ワンコインオプショナルプラン｣設定コースの
場合、ワンコインオプショナルプランを全員の方に無料でご提供！

いいね！３． 学割価格！！学生限定オプショナルツアーがお得！！
○格安オプション！

各方面でワンコイン（500 円）からの格安オプショナルツアーをご用意！

いいね！４． Ｗｅｂサイトのお申込みがお得！！
○Ｗｅｂ限定早期割引！ 12/25 までにホームページからヨーロッパ方面の学生旅行をお申込みの
場合、お一人様 1,500 円割引！
○ことりっぷプレゼント！ ＮＥＷ 先着合計 1,000 名様に、ガイドブック“ことりっぷ”をプレゼント！

いいね！５． ベストツアーは学生旅行を応援します！！
○学生限定ツアー！ 同世代の旅友ができる！ヨーロッパ添乗員付コースは、今年も学生限定！
○旅行相談会を開催！ ヨーロッパ旅行相談会を実施！旅のプロが丁寧にご案内いたします。
○Facebook ファンページ開設！ ＮＥＷ ｢ヨーロッパを旅行しよう！〜for Student〜｣
添乗員によるフェイスブック日本旅行公式ファンページです。
○haco.×日本旅行！ ＮＥＷ 通販サイト“haco.”で使える 2,000 円クーポンプレゼント！
○RareJob×日本旅行！ＮＥＷ オンライン英会話“レアジョブ”の無料体験レッスン付き！
○FUJIFILM×日本旅行！ “学生旅行フォトコンテスト”を開催！

ＮＥＷ さらにフォトブック 20％OFF クーポン券をプレゼント！
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『学生旅行』 商品概要
■ 商品名：
ベストツアー

「学生旅行」

（2012 年 1～3 月出発）

■ 発着地：
東京発／大阪発／名古屋発

■ パンフレット：
「ヨーロッパ」版および
「ｱｼﾞｱ･ﾊﾜｲ・ｸﾞｱﾑ･ｻｲﾊﾟﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ」版の２種類（東京発版）

■ 設定方面：
ヨーロッパ（ｲﾀﾘｱ､ﾌﾗﾝｽ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾄﾞｲﾂ､中欧､トルコ）、アジア（韓国､台湾､香港･ﾏｶｵ､ﾀｲ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｱﾝｺｰ
ﾙ遺跡、ｲﾝﾄﾞ、ﾊﾞﾘ島、ﾌﾟｰｹｯﾄ島）、グアム、サイパン、ハワイ、アメリカ、オーストラリア・ニューカ
レドニア（東京発版）

■ 発売日：
○東京発・大阪発・名古屋発（同時発売）
「ヨーロッパ」版：11 月 11 日（金）
「アジアその他方面」版：11 月 18 日（金）

■ 日本旅行ホームページ：
「学生・卒業旅行特集」ページアドレス

http://www.nta.co.jp/kaigai/student/

★添乗員によるフェイスブック日本旅行公式ファンページ開設：
｢ヨーロッパを旅行しよう！〜for Student〜｣
http://www.facebook.com/europe.student.nta

『学生旅行』 商品の特徴
■ コースの一例：
巻頭スペシャル『バチカン美術館見学ツアー付き！！ローマ 7 日』
○お一人様￥94,900〜112,900（燃油サーチャージ込、羽田発、大人お一人様、2 名 1 室利用、エコノミー利用）
○成田発、羽田発が選べます！羽田発は話題の最新鋭機ボーイング 787・ドリームライナー利用！
○学生お助けデスクをご用意！現地日本語窓口がバックアップ、現地ならではの情報もご紹介！
添乗員付『ミシャライ イタリア 8・10 日』 ＋パリ 11・13 日
○お一人様￥124,900〜164,900（8 日コース、燃油サーチャージ込、東京発、大人お一人様、 2 名 1 室利用、エコノミー利用）
○6 年連続売れ筋Ｎｏ1！人気の 4 都市（ローマ・フィレンツェ・ベニス・ミラノ）を効率よく巡る一番おすす
めのコースです！パリ延泊プランも好評です！
『フリータイム ディズニー＆香港 4・5 日』
○お一人様￥59,900〜70,900（4 日コース、A パターン、燃油サーチャージ込、東京発、大人お一人様、2 名 1 室利用、エコノミークラス）
○学生旅行限定オプショナルツアー｢香港ディズニーランド DE 卒業式（1 デイパークチケット付）｣をご用意！
卒業式コスチュームのミッキーと、パーク開園前に一緒に写真撮影！ミッキーのサイン入り卒業証書が
もらえるセレモニーです。「フリータイムディズニー＆香港 4・5 日」にご参加の場合はお１人様￥1,500！
（その他のコースは同￥5,500）※2/21（火）・2/28（火）・3/6（火）だけのスペシャル企画
『買って食べて磨く♪ソウル 3・4 日』
○お一人様￥34,900〜74,900
（3 日カジュアル、フライトパターン①、燃油サーチャージ込、東京発、大人お一人様、 2 名 1 室利用、エコノミー利用）

○買って♪夜の東大門市場×食べて♪韓国グルメ（骨付きカルビ＆冬の定番鍋料理プデチゲ）×磨く
♪汗蒸幕エステ 韓国チマチョゴリ試着体験付き！を存分に楽しめます！
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■ 格安オプショナルツアーの一例：
ワンコイン（500 円）オプショナルツアー
○ヨーロッパ・・・ピサ自由散策（フィレンツェ）、グッチ・プラダ アウトレットショッピング（フィレンツェ）、世界遺
産トレド自由散策（マドリッド）、NEW フォックスタウン アウトレットショッピング（ミラノ） など
○アジア・・・カジノ体験（ソウル）、東大門案内（ソウル）、NEW ワンコインマッサージ（バンコク） など
○アメリカ・・・ロサンゼルス半日観光、NEW プレミアムアウトレットシャトルサービス（ラスベガス発） など
格安オプショナルツアー
○お一人様 1,000 円オプション・・・NEW｢糖朝｣のミールクーポン（香港）※日本で 2,000 円相当のメニューをご用意、
NEW 台湾式シャンプー、石鍋料理の昼食 OR 夕食（タイペイ） など
○お一人様 2,000 円オプション・・・NEW 台民族衣装体験と中華ランチ（バリ島）※昨年は 2,500 円 、 など
ヨーロッパ学生限定オプショナルツアー
○NEW モンサンミッシェル日帰り夜景鑑賞プラン（パリ）・・・お一人様 15,000 円
○NEW ルーブル美術館半日観光とノートルダム大聖堂（パリ）・・・お一人様 3,000 円
○NEW カンプノウスタジアムツアー（バルセロナ）・・・お一人様 4,800 円

■ キャンペーン展開：
★haco. ×日本旅行
○レディース＆メンズのファッションアイテムが購入できる通販サイト“haco.”でのお買い物にご利用いただ
ける 2,000 円クーポンを学生旅行ツアーお申込みの方にもれなくプレゼント！
★RareJob ×日本旅行
○オンライン英会話“レアジョブ”無料体験レッスンを、学生旅行ツアーお申込みの方にもれなくプレゼン
ト！ヨーロッパ方面ツアーは毎日 50 分 2 週間分、その他の方面は 1 週間分となります。
★FUJIFILM×日本旅行
○“学生フォトコンテスト”を開催！『学生旅行』に参加して思い出の写真を応募すると、入賞作品に
は、デジタルカメラ、国際航空券、国内宿泊券などの豪華賞品をプレゼント！
○さらにフォトブック 20％OFF クーポン券を学生旅行ツアーお申込みの方にもれなくプレゼント！

『学生旅行』 取扱人員目標
■ 取扱人員目標(2012 年 1～３月）
全方面（全社合計） ： 19,000 名（前年比 104 ％）
単位：（名）

方面
ヨーロッパ
グアム・サイパン

目標人員
10,700
2,200

前年比
方面
101％ アジア
95％ その他
合計

目標人員
5,100
1,000
19,000

前年比
110％
152％
104％

以
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上

