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2016年上半期 日本旅行海外パッケージ商品 

「マッハ」「ベストツアー」発表 
 

㈱日本旅行（本社：東京都中央区、社長：丸尾和明）は、東京・大阪・名古屋発 2016 年上

半期（2016 年 4 月～10 月出発、一部～11 月出発）の海外パッケージ商品「マッハ」「ベストツ

アー」の発売を開始しました。 

円安基調の継続、不透明な世界経済の動向など海外旅行市場は厳しい環境が続くと思われる中、

より“企画性”を持ち、お客様に“安心”してお申し込みいただけるよう、真の『顧客満足の最大化』

を目指した新たなブランドコンセプトに基づき商品の充実を図ります。 

またマッハは 2016年に 45周年を迎え、45周年を記念した特別企画も多数ご用意しました。 

 

新ブランドコンセプト 

～旅はもっと楽しくなる～ 

新しいマッハ・ベストがお届けする 感動と安心の旅 
 

 企画 POINT 

 ヨーロッパ添乗員付き観光周遊型商品では世界中の希少性・専門性・テーマ性を持った素材 

を発掘し各商品に展開。観光地のスタンプラリーのような旅ではなく、これまでとは一味も二味 

も違った日本旅行ならではの本物の感動と満足を追求する旅を多数ご用意しました。 
 

 安心 POINT 

  ヨーロッパ添乗員付き商品、ヨーロッパ以外の観光周遊型半期商品において、お客様に安心 

してご旅行をお申し込み、お楽しみいただけますよう旅行前・旅行中の安心サポートを充実 

させました。 

   ●NEW！治療・救援費用＝1億円、航空機寄託手荷物＝10万円の保障をカバーした海外旅

行保険を付与します。 

   ●年中無休・24時間体制での日本語救急サービスをご利用いただけます。 

     ●NEW！添乗員付きツアーには添乗員が Wi-Fiルーターを持参。お客様と留守宅がいつでも

繋がります。 

     ●NEW！これまで東京のみに設置していた旅の情報デスクを大阪にも設置。情報デスクには

現地をよく知る添乗員が常駐。ご旅行のことでご不明な点は添乗員と直接お話しするこ

とで解決します。 

      ●「遙かなるヨーロッパ」「大好きイタリア・スペイン」「大好きヨーロッパ」ではご出発

2 ヶ月前に添乗員よりお申し込みのお礼を兼ねてお客様にお電話させていただきます。ご不

明な点等ございましたら添乗員にお尋ねいただき、余裕を持ってご旅行出発までにご準

備いただけます。 

      ●添乗員付きツアーではこれまで同様出発前にお客様へお電話する「安心コール」を実施

します。 
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方面別ではこれまで通りヨーロッパ、アメリカ（カナダ・中南米含む）、アジアを重点方面と

位置付け、15年下期で実施した商品改革をさらに深度化し、強化・拡充を図ります。 

 

１．ヨーロッパ 
（１）本格展開！「遙かなるヨーロッパ」 

   『この季節、この瞬間。』をコンセプトとして、その時季、その場所

に行かなければ体験できないヨーロッパの魅力をツアーとしてご

紹介します。全コース日本旅行最高品質の旅「マッハ 45 周年記

念特別企画」として展開します。 

 

（２）良質内容充実型！「大好きイタリア・スペイン」「大好きヨーロッパ」 

  ・航空会社指定、ホテルの質と立地、食事への気遣い、国内線や新幹線、 

ゆったりバスを利用した快適な移動、連泊を重視した無理のない行程 

等「ゆとりと快適の旅」「良質・充実の旅」のコンセプトは継続・強化します。    

・「マッハ 45 周年記念特別企画」では特に観光素材の“企画性”や“希少性”にこだわった

コース設定としています。 

  ・ビジネスクラス設定を強化、お求め安い価格の提供と在庫の拡大を実現しました。 
 

    【コース一例】 

     〇マッハ 羽田発着 「緑の北スペイン・パラドール紀行 9 日」 

      エコノミークラスお一人様 489,900 円～/ビジネスクラスお一人様 869,000円 

      ・７泊中５泊がパラドールでの宿泊です。サンチャゴ・デ・コンポステーラとレオンではスペイン 

       でも指折りのデラックスパラドールに泊まります。 

      ・移動はピッチの広いゆったりバスで快適バス旅行。 

      ・7/6 出発は有名な『パンプローナの牛追い祭り』にご案内します。 

         〇マッハ 成田発着 「麗しの中欧古都旅情 10 日」 

           エコノミークラスお 1人様 489,900円～/ビジネスクラスお一人様 949,900円～ 

      ・オーストリア航空の往復直行便を利用します。 

      ・８泊のうち７泊が市内中心部の EXクラスのホテルを利用。あとの１泊のチェスキークルムロフ 

       では修道院を改装した由緒あるホテルに宿泊します。 

      ・ウィーン美術史美術館では一般開館時間前に入場し学芸員がご案内します。 

      ・5/10出発はプラハの春音楽祭のオープニングコンサートを観賞します。 

     〇ベストエクセレント 成田発着 「魅惑のイタリア 8 日」 

             ビジネスクラスがお一人様 589,000円～と大変お求め安くなっています。 

     〇ベストエクセレント 成田発着 「スペインの休日 8 日」 

             同様にビジネスクラスをお一人様 569,000円～にてご提供します。 

 

   15 年下期より展開し好評の札幌・名古屋・大阪・福岡発の東京での同日乗継確約は継続

します。 

 

（３）更に進化した！「ベストＢＵＹヨーロッパ」 

   15年下期に取り組んだ“追加代金なしでペアシート・仲良しシートご用意”      

“航空会社 1～3社指定”“ホテルの指定度アップ”といったクオリティ向上を継続・強化す

るとともに、ゆったりバスやデラックスバス利用のゆとり型コースを多数ご用意し、「ベスト BUY」

の快適性が更に向上しました。 
 【コース一例】 

  〇ベスト 羽田発着 「ゆったり憧れの英国周遊８日」 

    エコノミークラスお一人様 329,900円～/ビジネスクラスお一人様 759,000円 

    ・ブリティッシュエアウエィズのロンドン往復直行便を利用します。 

    ・ストラットフォード・アポン・エイボンでは憧れのマナーハウスに宿泊します。 

    ・お１人２席利用の快適なバスの旅をお楽しみいただけます。 



（４）大好評！「感動の宝石箱 ヨーロッパ」 

「感動のシンフォニー ヨーロッパ」 

  多くのハネムーナーのお客様にご利用いただいている「感動の宝石箱」、

熟年シニア向け商品「感動のシンフォニー」がさらにパワーアップし

ました。 

「感動の宝石箱」では、ハネムーナーのお客様が思い出に残るひとと

きを演出します。今期はバルセロナにフォーカスし、通常では行かな

いサグラダ・ファミリアの鐘塔に登りバルセロナの街を一望、ガウデ

ィ建築の世界遺産カサミラの中のレストランでロマンチックディナー

をお召し上がりいただきます。 

また各地の歴史・由緒あるホテルに宿泊する「感動のシンフォニー」

では名門ホテルの設定を強化し、コースラインアップを拡充いたしま

した。 
     

【「感動のシンフォニー ヨーロッパ」で利用するホテル一例】 

     ベニス：ダニエリ、ナポリ：グランドホテル・パーカーズ、 

     セビリア：アルフォンソ・トレッセ、ロンドン：ワシントン・メイフェア 

     ザルツブルク：ザッハー、ザルツカンマーグート地方：白馬亭 

     ブダペスト：ボスコロ・ブダペスト、プラハ：アールデコ・インペリアル 等 

 

２．アメリカ 
（１）添乗員同行コースを拡充！ 期首半期型「アメリカ」 

  今期は添乗員同行コースを中心にこれまで以上に観光素材にこだわっ 

たコースを多数ラインアップしました。添乗員同行コースではグラン 

ドサークルやヨセミテ国立公園等の大自然を堪能するコースや最もア 

メリカらしい街を訪れるコースなど全 6コースをご用意しています。 

 

 

 
   【添乗員同行コースの一例】 

    〇マッハ「世界遺産の 2 大国立公園とナパバレーの珠玉のワイナリーを 

訪ねて 8日」＜新コース＞ 

      エコノミークラス 549,900円～/ビジネスクラス 949,900円～ 

      ・ヨセミテ国立公園では予約困難なヨセミテ滝へは徒歩圏内のホテルのヨセミテ・ロッジに宿泊しま

す。満月の前後２日には幸せを呼ぶ絶景“ムーンボウ”がご覧になれます（全出発日それにあたる

日を設定）。 

      ・ナパバレーの高級ワイナリー、オーパスワンとケンゾーエステートを訪れ、見学と試飲を 

       お楽しみいただきます。 

    〇ベストエクセレント「グランドサークルの夜と朝の絶景に出会う 8 日」＜新コース＞ 

      エコノミークラス 479,900円～/ビジネスクラス 899,900円～ 

      ・“世界で最も暗い場所”と言われるダークスカイ・ナチュラルブリッジズ国立公園で満点の星空を 

       観賞します。全出発日星空の見やすい新月またはその前後２日に設定しています。 

      ・アーチーズ国立公園、グランドキャニオンで幻想的な朝や夕方の風景を堪能します。 

    〇ベスト「古き良きアメリカ ニューオーリンズとワシントン・ニューヨーク 8 日」＜新コース＞      

エコノミークラス 459,900円～/ビジネスクラス 914,900 円～ 

      ・ジャズ発祥の地ニューオーリンズでジャズの生演奏を観賞。4/27出発はニューオーリンズ・ジャズ 

       フェスティバルにご案内します。 

      ・ワシントンではナショナル・ギャラリーとスペースシャトルの展示がある航空宇宙博物館の別館へ

もご案内。また独立記念日には花火のイベントも楽しめます。 

      ・ニューヨークでは詳しいガイドとともにメトロポリタン美術館を見学します。 

 



（２）今期はブラジル/レンソイスにフォーカス！「中南米」 

  TV 等のメディアでの露出が高まっているブラジルのレンソイスを強化

拡大地域とし、添乗員付きコースで展開します。その他にも山形大学

ナスカ研究所の講義受講、アルゼンチンの雲の上列車乗車、イグアス

の滝フルムーンツアー、太陽の祭りインティライミ等、通常ではあま

り行く事のない観光素材を多数ご用意しました。 

【掲載国】ペルー、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、エクアドル、  

メキシコ、キューバ 
    

【コースの一例】 

    〇ベスト 添乗員同行「世界最後の秘境ギアナ高地と奇跡の白砂漠レンソイス 11日」＜新コース＞ 

     エコノミークラス 899,900円～/ビジネスクラス 1,539,900円～ 

     ・ギアナ高地では小説「ロストワールド」の舞台グランサバナにご案内、古代から変わらぬ美しさを 

      堪能します。 

     ・エンジェルフォールでは 2回、レンソイスでは 1 回の遊覧飛行をお楽しみいただきます。 

     ・レンソイスでは幻想的な夕日・朝日観賞にご案内します。 

    〇ベストエクセレント  

添乗員同行「ナスカの地上絵研究施設を訪れる ゆとりのペルー9 日」＜新コース＞ 

     エコノミークラス 629,900円～/ビジネスクラス 1,399,900円～ 

     ・ナスカの地上絵見学前に山形大学のナスカ地上絵研究所での特別講義を受講します。 

     ・豪華列車ハイラムビンガム号に乗車し、車内でディナーをお楽しみいただきます。 

     ・美食の国ペルーでは南米のベスト 50に入るレストランでディナーをお召し上がりください。 

 

（３）夏だけでなく秋までフルラインアップ！ 期首半期型「カナダ」 

    カナダでは添乗員同行型・個人型とも、人気のフェアモントホテルを利

用したコースが満載です。通常であれば夏シーズン商品が中心となりま

すが、早くも秋シーズンのコースもフル掲載し、予約が取りにくい秋

シーズンも早期のお申し込みができるようにしました。 
【コースの一例】 

    〇ベストエクセレント 添乗員同行「華麗なるカナダ 8 日」＜新コース＞ 

     エコノミークラス 599,900円～/ビジネスクラス 1,0649,900円～ 

      ・シャトーレイクルイーズの湖側の部屋に 2連泊、ナイアガラ・オン・ザ・

レイクでは素敵なヴィンテージホテルに宿泊します。 

      ・レイクルイーズに連泊するからこそ楽しめる湖に沿ったハイキングにご案

内します。 

    〇ベスト 添乗員同行「夏のカナダ夢紀行 8日」 

      エコノミークラス 529,900円～/ビジネスクラス 909,900円～ 

      ・ホテルにこだわり、ナイアガラでは滝の見える部屋 2 連泊、シャトーレイクルイーズ、バンフスプ

リングス 2連泊をご用意。 

      ・バンフスプリングス周辺のミニハイキングもお楽しみいただけます。 

    〇ベスト 添乗員同行「トラップファミリーロッジに 2 連泊 秋のカナダ・アメリカ紅葉ハイライト 9 日」 

      エコノミークラス 559,900円～/ビジネスクラス 1,149,900円～ 

      ・映画「サウンド・オブ・ミュージック」のモデルとなったトラップ一家が移住し建てたアメリカ/ 

       ストウのロッジに２連泊します。 

      ・アメリカからカナダへ、紅葉で彩られた街道をドライブを楽しみます。 

      ・隠れた紅葉の名所イースタンタウンシップスにも訪れます。 

 

３．アジア 
（１）内容充実型からゆとり型まで豊富なラインアップ！  

期首半期型「台湾・香港」 

  東アジア方面商品では根強い人気の台湾を強化、無理のない行程で 

ゆったりと巡る『悠遊紀行』を大幅拡充しました。また人気が高い  

ビジネスクラスを全コースで強化いたしました。 

 



 
【コースの一例】 

    〇マッハ 「充実の台湾周遊 悠遊紀行 5 日」＜新コース＞      

エコノミークラス 237,900円～/ビジネスクラス 287,900 円～ 

      ・台北の観光はプレミアムワゴンでゆったり！ 

      ・移動の新幹線はビジネス車両でゆったり！ 

      ・滞在中のお客さまごとのテーブルでゆったり！ 

      ・観光時間や休憩時間を配慮した優しいコース日程で、豪華さよりも快適さを追求！ 

 

（２）専用車・専属ガイドが好評！ 期首半期型 

「アンコール遺跡・ベトナム・タイ」 

  東南アジアでは、熟年シニアのお客様にご自身のペースでゆったり

と観光いただけると好評の専用車・専属ガイドコースで更に観光素

材の掘り下げを行い、本物を知る大人の世代に贈る旅をお届けしま

す。今期はじわじわと人気の出ているベトナム中部のコースを拡充

しました。 
【コースの一例】 

〇ベストエクセレント 専用車・専属ガイドがご案内する 

「ベトナム世界遺産大周遊 7・8 日」 

 エコノミークラス 219,900 円～/ビジネスクラス 316,900円～ 

  ・ハロン湾ではゆったり 6時間クルーズをお楽しみいただきます。 

  ・世界遺産の古都ホイアンは旧市街へ徒歩圏内のホテルに 2連泊しミーソン、ホイアン、フエのベトナ

ム中部の世界遺産をじっくり巡ります。 

  ・ランタン祭り開催日に当たる場合、ランタン祭り見物にご案内します。 

 

価格重視型シリーズ商品 ～「イチ押し」シリーズ～ 
 より幅広いお客様のニーズにお応えする「イチ押し」シリーズは、この内容でこの価格！にご

納得いただける商品を目指して、豊富なラインアップとお求め安い価格にこだわった商品をご

提供します。 

 今期より設定期間を 4月～8 月（一部 9月）まで広げ「春から夏のイチ押し」として新展開し

ます。 
 〇「イチ押し」シリーズ 全 11商品 2月 5日・12日に発売します。 

  ハワイ/グアム・サイパン・パラオ/バリ島・プーケット島他/アンコール遺跡・ベトナム/ 

  シンガポール・タイ/韓国/台湾/香港・マカオ/オーストラリア・ニュージーランド/アメリカ/ 

  ニューカレドニア 

 

２０１６年度上半期方面別目標  

 
■２０１６年上半期（２０１６年４月～９月）全方面計：94,500名（前年比 118％） 

    

   方面        目標人員       方面 目標人員 

  アジア        51,000 アメリカ・カナダ 4,000 

  ヨーロッパ      25,000 オセアニア 3,100 

 グアム・サイパン   6,100 ハワイ 5,300 

           合計 94,500 

 

※東京・名古屋・大阪とも、２０１６年 1 月２２日より２月１５日にかけて、順次発売します。 

（一部商品は２０１５年内に発売済み） 

 


