
                                                                                            

 

 

 

２０１６年７月２９日 

   

2016 年下半期 日本旅行 海外パッケージ商品 

「マッハ」「ベストツアー」発売！ 
 

㈱日本旅行（本社：東京都中央区、社長：堀坂明弘）は、東京・大阪・名古屋発 2016 年下半期（2016

年 10月～2017年 4月出発、一部商品～5月出発）海外パッケージ商品「マッハ」「ベストエクセレント」「ベストツア

ー」を 7月 1日より順次発売中です。 

イギリスのEU離脱の影響で円高が進み、燃油サーチャージも抑制されている情勢を好機と捉え、海外旅行需要を喚

起すべく、下半期ならではの特別企画を含む新たな試みと豊富なラインアップで展開します。 

 

<2016年下半期 主要商品ラインアップとポイント（東京発）> 

【ここがポイント】 

 ★お客様が安心して海外旅行ができる安心サービスを継続してご提供！ 

・治療・救援費用＝1億円、航空機寄託手荷物＝10万円の補償をカバーした海外旅行保険を付与 

      ・年中無休・24時間体制での日本語救急サービス 

      ・添乗員同行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。 

      ・東京・大阪に旅の情報デスクを設置。ご旅行のことでご不明な点は添乗員と直接コンタクト 

      ・「遙かなるヨーロッパ」「大好きヨーロッパ」「大好きイタリア・スペイン」ではご出発 2 か月前に添乗員より 

     『お礼コール、ご出発前 2～5日前に『安心コール』を実施します。 

 ★期首半期商品では 16年上期より取組んでいる希少性・企画性・テーマ性をより深く掘り下げ、 

   観光地のスタンプラリーのような旅でなく、「本物の感動と満足の旅」の追求に磨きをかけました。 

 ★ヨーロッパとアメリカでクラシックコンサートやオペラを楽しむツアーを多く取り揃えました！ 昨年同時期はヨーロッパに

1 コースのみでしたが、今期はヨーロッパ 3 コース、アメリカ 1 コースと充実させました。 

 ★ヨーロッパはイベリア航空が新規就航するスペインにフォーカス！コース数大幅増（昨年同時期比 26％増）で臨

みます。（昨年同時期 23 コース ⇒ 今期 29 コース） 

 ★ヨーロッパ・アジア・アメリカに加えて下期が旬のオセアニアを重点方面として商品強化を図ります！ 

★「イチ押し」（四半期商品）では今期からトリップ・アドバイザーとのコラボを新展開！巻頭ではトリップ・アドバイザ

ーの口コミ評価の高い観光地やホテルを組み込んだスペシャルコースを設定、各コースで口コミ評価の高いホテルを意

識的にラインアップするなど、お客様の満足度向上を目指しました。 
 

～期首半期（半年）商品～ 

１．ヨーロッパ 

(1)「遙かなるヨーロッパ」（マッハ） 

  秋～冬場のヨーロッパはコンサートや祭りなどのイベントが多く開催されます。その時季・その場所に 

行かなければ味わえないヨーロッパの魅力を体験していただきます。                           
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  巻頭特別企画 ◆「ジルヴェスターコンサートを鑑賞するウィーン 7日」 12/２７出発 

     ＜旅行代金 エコノミークラス 749,000円 ビジネスクラス 1,049,000円＞ 

昨年好評を博したウィーンフィルハーモニーによる大晦日の『ジルヴェスターコンサート』鑑賞する 

コースを今期も展開します。特にビジネスクラスはお求めやすい価格で設定しています。 

(2)「大好きヨーロッパ」（ベストエクセレント） 

コンセプトは“ゆとりと快適の旅”。立地の良い S クラス以上のホテル・有名レストラン でのお食事・ 

航空機や新幹線の移動手段など細やかな気遣いが「大好き」のこだわりです。ウィーンとベルリン 

で音楽を楽しむコースや地球が生んだ奇跡の絶景スーパーブルーを擁するアイスランドの新たな 

企画を設定しました。 

新コース ◆「音楽と芸術に酔いしれる中欧 8日」 12/16、3/13、5/1出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 399,900円～ ビジネスクラス 849,000円～＞ 

ウィーン国立歌劇場でのオペラとベルリンフィルのコンサートを同時に楽しめる音楽好きにはたまらないツアーです。 

ベルリンフィルでは高名なサー・サイモン・ラトルの指揮で演奏されます。 

  新コース ◆「神秘のアイスランド 7日」 

  ＜旅行代金 エコノミークラス 449,900円～ プレミアムエコノミー 569,900円～ビジネスクラス 759,000円～＞ 

   冬のアイスランドはオーロラだけではありません。当ツアーでは冬場にしか味わえない目の覚めるような 

   奇跡の絶景・スーパーブルー（青い氷の洞窟）にご案内します 

(3)「大好きイタリア・スペイン・ポルトガル」（ベストエクセレント） 

   「大好き」ならではの観光素材に磨きをかけました！イタリアでは普段は訪れないバチカン 

美術館内のフラ・アンジェリコのフレスコ画で有名な一般公開されていないニコリーナ礼拝堂 

を見学するコースをご用意。スペイン・バルセロナの聖家族教会では通常観光ルートに 

ガウディが指揮して完成させた地下礼拝堂を見学をプラス。また、パラドールに泊まるコース 

を多数ご用意しています（8 コース中 5 コース）。 

  特別企画 ◆ 「スペインのフィエスタ 10日」 3/14出発限定 

            ＜旅行代金 エコノミークラス 459,900円～ ビジネスクラス 749,000円～＞ 

春の到来を告げるバレンシアの火祭りをお楽しみいただきます当ツアーでは街中の張り子 

  人形に火が放たれ、炎と人々の熱気に包まれるクライマックスにご案内します。 

(4)「感動のシンフォニー ヨーロッパ」（ベストツアー） 

  著名人たちに愛された名門ホテルや貴族の邸宅を改築したホテル等、希少価値のある 

憧れのホテルに行程中 1回は宿泊し、そのレストランで夕食をいただくことがコンセプトです。 

さらに全コースゆったりバス利用で移動も快適です！主に熟年シニアのお客様にお勧めです。 

 

おすすめコース例 ◆「感動のゆったりイタリア 8日」 

＜旅行代金 エコノミークラス 294,900円～ プレミアムエコノミー 414,900円～、ビジネスクラス 704,000円～＞ 

 数々の映画の舞台となったベニスの名門ホテル『ダニエリ』にご宿泊。ホテル内レストラン『テラッツア・ダニエリ』 

で優雅なディナーを召しあがっていただきます。 

(5)「ベスト BUY ヨーロッパ」（ベストツアー） 

  豊富なラインアップで廉価型商品が中心。直行便利用、ホテル指定のコースまでさまざまな 

お客様に対応しています。今期より最廉価の巻頭スペシャルを、昨年同時期 2 コースから 

本年は 4 コースに設定増。また今期より、じわじわと増えている“一人旅”専用コースを 

4 コースを新たに設定しました。 



新コース ◆「イタリアひとり旅 7日」 「フランスひとり旅 7日」「スペイン人気 2都市ひとり旅 6日」  

          「中欧 2カ国ひとり旅 6日」 

  ＜旅行代金例：「イタリアひとり旅 7日」/一人一室利用 エコノミークラス 299,900円～ ビジネスクラス 699,000円～＞ 

全コースお一人様 1室利用、バスでの長距離の移動はお一人様 2席ご用意、女性参加限定の 

“レディース・デイ”も設けています。 

 

２．アメリカ・中南米 

(1)「アメリカ」（ベストエクセレント）（ベストツアー） 

  今期のアメリカは、添乗員同行コースを筆頭に企画性・イベント性を重視しました。 

クラシックコンサートを楽しむツアーや、モニュメントバレーでの初日の出鑑賞ツアー期間限定の 

パーティなどのイベントに参加できる多くのプラン（追加代金要）をご用意しました。 

 

新コース ◆「ニューヨーク･フィルの演奏とオペラを楽しむニューヨーク 6日」 （ベストエクセレント） 

（添乗員同行）   11/2、2/8、3/15出発限定 

＜旅行代金 エコノミークラス 449,900円～ プレミアムエコノミー 559,000円、ビジネスクラス 939,000円～＞ 

名門ニューヨーク・フィルの演奏とメトロポリタンでのオペラを鑑賞します。『セビリアの理髪師』や『椿姫』 

といった著名なオペラやかのヨーヨー・マの演奏をご堪能いただきます。航空機は日本航空の往復直行便 

でラクラク、ホテルはどこに行くにも便利なル・パーカーメリディアンに 4連泊です。 

(2)「中南米」（ベストエクセレント）（ベストツアー） 

  添乗員同行コース売れ筋のウユニ塩湖を中心に増強（昨年 6 コース⇒本年 7 コース）。 

確保が難しいウユニ塩湖の塩のホテルを仕入拡大し設定数も大幅増となりました（昨年 9 

設定日⇒本年 17設定日）。ウユニ塩湖に加えリオのカーニバルも楽しめる超プレミアコースが 

新登場です。また、今後ヒートアップ間違いなしのキューバの添乗員同行コースが新設しました。 

 

新コース ◆ベスト 「リオのカーニバルチャンピオンパレードとウユニ塩湖 9日」（添乗員同行）2/27出発限定 

         ＜旅行代金 エコノミークラス 779,900円 ビジネスクラス 1,6099,900円＞ 

オリンピックで沸いているリオ。世界最大の祭りリオのカーニバルとウユニ塩湖の両方を楽しむツアーです。 

ウユニ塩湖では塩のホテルに 2連泊です。 

 

3．アジア 

「台湾・香港」（ベストエクセレント）（ベストツアー） 

  台湾では専用車・専属ガイドまたはスルーガイドでご案内のこだわりは継続。 

今期では旧正月の最初の満月の夜に夜空がランタンの燈で染まる『ランタン祭り』 

へご案内するコースが新登場。安心の添乗員同行です。 

 

巻頭特別企画 ◆「台湾ランタン祭り 高雄・台南・九ふん・十分 4日」（ベストエクセレント） 

       （添乗員同行）2/11、13、18出発限定 

＜旅行代金 エコノミークラス 129,900円 ビジネスクラス 179,900円＞ 

    今年のランタン祭りは台中から車で 1.5時間ほどの雲林で開催されます。美しい旧正月を祝う祭りをお楽しみ 

   いただくと共に高雄～台中～台北と台湾を縦断します。 

 



4．オセアニア 

「オーストラリア」（ベストエクセレント）（ベストツアー） 

 今期のオーストラリアは自然をテーマにした希少性・企画性にこだわり、添乗員同行から個人型 

まで豊富なラインアップで展開！定番のエアーズロックをはじめ、カンガルー島、タスマニア、西オースト 

ラリアの大自然を体感するコースを品揃え！定番のエアーズロックでは 90日前の予約でウルルの 

ヘリコプター遊覧を追加代金なしでお楽しみいただけるコースもご用意しています。 

 

新コース ◆「野生動物の楽園カンガルー島とアデレード・シドニー7・8日間の奇跡」（ベストエクセレント） 

   ＜旅行代金 エコノミークラス 613,900円 プレミアムエコノミー 788,900円、ビジネスクラス 1,176,900円＞ 

    カンガルー島ではルーム数がたった 21室しかない希少なラグジュアリーホテル『サザン・オーシャ・ロッジ』に 

    2連泊します。ホテルや食事の素晴らしさは言うまでもなく、ホテルからのおもてなしとして追加代金不要で 

    野生動物鑑賞や自然の中での散策など 5 つの大自然体験を味わえます。 

 

新コース ◆ 「エアーズロック・シドニー7日」（ベストツアー）（添乗員同行） 12/30出発限定 

   ＜旅行代金 エコノミークラス 599,900円＞ 

    ハイライトは世界の中心ウルルでの初日の出鑑賞！この日は非常に珍しくウルルも真上から日の出が出ると 

    予想されています。シドニーでは通常のツアーでは訪れないフェザーデール動物園で動物たちとのふれあいを 

    お楽しみいただくなど、日本旅行オリジナルプログラムも散りばめています。 

 

～四半期商品（「イチ押し」シリーズ）～ 

（設定方面：ハワイ/グアム・サイパン/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） 

 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、価格と内容にこだわり価格以上のバリューを持ったコース

を豊富に取り揃えました。設定期間を 16 年 10 月～17 年 2 月（一部 3 月/前年は 1 月）と延長し前広に取り

込みを図ります。 

 今期からトリップ・アドバイザーとのコラボを新展開！巻頭ではトリップ・アドバイザーの口コミ評価の高い観光地や 

ホテルを組み込んだスペシャルコースを展開。また各コースで口コミ評価の高いホテルを意識的にラインアップするなど、 

お客様の満足度向上を目指しました。 

 

2016年下半期方面別目標 

■2016年下半期（2016年 10月～2017年 3月） 全方面計：108,500名（対前年 120%） 

方面 目標人員 方面 目標人員 

ヨーロッパ 30,200 アメリカ・カナダ・中南米 3,350 

アジア・中国 59,700 オセアニア 3,450 

ハワイ 5,600 グアム・サイパン 6,200 

  合計 108,500 

※東京・大阪・名古屋とも 2016年 7月 1日より順次発売中です。 

 

 


