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「マッハ」「ベストツアー」商品発売！＜大阪発＞
㈱日本旅行（本社：東京都中央区、社長：堀坂明弘）は、大阪発 2018 年上半期の海外パッケー
ジ商品「マッハ」「ベストエクセレント」「ベストツアー」を 2017 年 11 月より順次発売中です。
お客様から特に高い評価をいただいているヨーロッパ方面商品を中心に旅行内容に更に磨きをかけるととも
に、各方面とも安心・安全への取組を継続、また、旅をより楽しんでいただけるよう熟年・シニアのお客様へのサ
ービスを充実させました。

2018 年上半期商品（大阪発）商品のここがポイント
＜商品・サービス＞
１．スペイン、ベトナム、カナダ、オセアニア（オーストラリア＆ニュージーランド）を最重点国と位置付け、
商品量の増強・内容の充実を図りました。
２．希少性・企画性・テーマ性をより深く掘り下げ、本物の感動と満足の旅を追求しました。
特にヨーロッパは「特別な時間」「特別な場所」をコンセプトに一味違う魅力にアプローチしました。
３．旅行需要の復活を目指す方面への取り組みを強化しました。
中国は日中平和友好条約締結 40 周年を契機として商品を増強します。（商品数 20%増予定）
４．【新規】重点顧客層である熟年シニア、特に 70 歳以上のお客様へのサポートとサービスを強化し、
より旅をお楽しみいただきます。「サポート 70」このマークがついた商品が対象です→
70 歳以上のご参加のお客様に下記①～③のサポート＆サービス（②はヨーロッパ・カナダ限定）
①予約をキャンセルされても、取消料の半額分を次回ご参加の旅行代金にご利用いただけます。
（適用諸条件あり）
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②ミュージック・フォト・ムービー「Tabi Memo」を差し上げます。
旅先のお写真をお客様のご帰国後お預かりし、日本旅行のスタッフが旅をテーマに作詞・作曲した
オリジナルミュージックを添えて編集するＤＶＤです。
③スーツケース宅配サービスをお付けします。空港までの往復がラクラクです。
＜安心・安全＞
１．スマートフォン＆Wi-Fi ルーターを全添乗員が携行
自由行動中や添乗員と離れた時に「緊急まではいかないけれどちょっとしたピンチ！」に遭遇しても通
話・通信アプリ（LINE 等）をご利用いただくことで気兼ねなく、そしてスムーズに連絡をとることが可
能です。Wi-Fi は同時接続 14 台まで可能、ご自宅へのご連絡もスムーズです。
２．旅プロ相談メールを設置。ご旅行前にご不明な点は添乗員に直接お尋ねいただけます。

３．最大 1 億円補償の「海外旅行保険」付きツアーや様々なトラブルやご要望にお応えする 24 時間
365 日対応の「日本語安心サービス」によるサポートが付いたツアーをご用意しています。

2018 年上半期商品（大阪発）各商品のポイントとコース例
1. この季節、この瞬間の“本物の感動”がある「期首半期商品シリーズ」
「期首半期商品シリーズ」：最重点顧客層＝熟年・シニア、アクティブシニア
（1）ヨーロッパ「大好きイタリア・スペイン」「大好きヨーロッパ」
こだわり志向のシニアへ「特別な時間」「特別な場所」をテーマとして商品を展開します。スペインのプラド
美術館へ開館時刻前にご入場いただくコース、オーストリアのウィーンではベルヴェデーレ宮殿へ開館前に
特別入場するコースなど、お客様の「特別感」を演出します。
イタリアでは当社国際親善イベント「2018 年ジャパンウィーク」開催都市トリノを訪れるツアーを設定。

おすすめコース 「大好きイタリア・スペイン」
◆「芸術の都バルセロナと近郊の魅力的な街をめぐる 8 日」 ５月-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 459,900 円～ ビジネスクラス 809,000 円＞

5/2、7/9 出発はガウディ建築の傑作のひとつ「カサ・ミラ」を貸切りで見学します。

おすすめコース 「大好きヨーロッパ」
◆「麗しの中欧古都旅情 10 日」 5 月-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 499,900 円～ ビジネスクラス 999,000 円～＞

シェーンブルン宮殿では見学可能な 40 室（通常 22 室）を全て見学します。
また、ベルヴェデーレ宮殿では開館前に特別入場していただき、ゆったりと見学し
ていただきます。
巻頭特集 「大好きヨーロッパ」
◆「スイス・アルプス絶景のすべて 9 日」 7 月-8 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 769,900 円～ ビジネスクラス 1,299,000 円～＞

「北壁」「花」「氷河」をテーマにした当コースならではのルートです。
マッターホルンを望むスネガ展望台でアルプスの上空に輝く満天の
星空をお楽しみいただきます。

（2）オーストラリア「ここにしかない絶景に出逢う旅」
絶景、自然、野生動物との出会いに加え、シドニーにスポットを当てその魅力を味わえるツアーをご用意しました。
光と音の祭典「ビビッド・シドニー」や、シドニー郊外のリゾートを満喫していただくツアーに注目。
15 年目を迎える当社オリジナルプログラムの「大好きコアラキャンペーン」は「赤ちゃんコアラ名付け親コンテスト」
「コアラ救済プログラム」などコアラとのふれあいをお楽しみいただけます。

特別企画 ◆光と音の祭典ビビッド・シドニー5・6・7 日

5-6 月出発

＜旅行代金 エコノミークラス 179,900 円～ 早期申込 90 日前なら 35,000 円割引＞

出発日限定で日本旅行オリジナル企画「世界遺産オペラハウスでビビッド&
シドニーハーバー・パノラマ観光」へご案内いたします。オペラハウス、ハーバーブリッジ、
ロックスなど人気スポットの昼間とは違った幻想的な姿をたっぷりとご覧いただきます。
この時期にしか見ることができない特別なシドニーです。

特別企画 ◆シドニー&郊外リゾートに泊まる 6・7 日

4-11 月出発

＜旅行代金 エコノミークラス 265,900 円～ 早期申込 90 日前なら 35,000 円割引＞

白ワインは世界一と言われる「ハンターバレー」のワイナリーを巡り、「ポート
スティーブンス」ではイルカウォッチング、「ストックン大砂丘」では 4WD に乗
ってドライブするなど、シドニー郊外のリゾートを満喫していただく特別プランで
す。

（3）ニュージーランド「ここにしかない絶景に出逢う旅」
四季折々の魅力に合わせてご提供する添乗員同行の旅がお勧めです。美しい紅葉がご覧いただける 4∼5 月、
桜が鑑賞でき、春を感じる 9∼11 月と、日本とは逆の季節を存分にお楽しみいただきます。添乗員同行コース
のバス移動はゆったりお一人さま 2 席をご用意しています。また、4∼11 月はベストシーズンの人気のテカポ湖
での星空観賞を含むコースも 4 コース設定しました。

おすすめコース ◆添乗員がご案内 秋色きらめくニュージーランド 7 日 4-5 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 399,900 円～ ビジネスクラス 879,000 円～＞

紅葉美しいワナカでは黄色に染まるクルーサー川沿いの散歩道をウォーキング、テ
カポ湖での星空観賞もお楽しみいただきます。

おすすめコース ◆添乗員がご案内 春色ときめくニュージーランド 7 日
9-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 399,900 円～ ビジネスクラス 979,900 円～＞

クライストチャーチを代表する広大なハグレー公園では春を彩る美しい花々とエドワ
ード王朝時代から受け継ぐパンティング（小舟観光）を体験していただきます。世
界遺産のマウントクック国立公園では南十字星や天の川を鑑賞します。

（4）アジア「おとなの素敵旅シリーズ」
「おとなの素敵旅」シリーズは明確に熟年・シニアをターゲットとし、昨年より新たに展開を開始ました。
専用車・専属ガイドをご利用いただくコースは、大型車ではアクセスしにくいようなスポットなどもお楽しみいただける
「こだわりの観光」にご案内します。またご利用率の高いビジネスクラスも価格にこだわり設定しています。

おすすめコース ◆「美しいライステラスと少数民族の町 サパ＆ハノイ 5 日」 4-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 193,900 円～ ビジネスクラス 294,900 円～＞

ベトナムではビクトリア・エクスプレスの寝台列車の旅をお楽しみいただきます。
絶景ポイントはサパの棚田ハイキングです。
サパは人気のビクトリア・サパ・リゾート＆スパに宿泊します。
おすすめコース ◆専用車・専属ガイド「世界遺産アンコール悠遊紀行 5・6 日」
4-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 130,900 円～ ビジネスクラス 237,900 円～＞

アンコールワット朝日鑑賞のあとにご希望の方は人気の第 3 回廊の早朝入場にも
ご案内します。 早朝の混雑がない状態でゆったりご覧いただけます。

おすすめコース ◆専用車・専属ガイド「選べる観光付 九份・十分・台北 3・4 日」
4-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 111,900 円～ ビジネスクラス 139,900 円～＞

人気の台湾では知る人ぞ知る美景スポット「金精錬所跡の十三層遺址、陰陽海、黄金の滝」にご案内します。

おすすめコース ◆専用車・専属ガイド「ハーバービュールームに泊まる香港 3・4 日」
4-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 163,900 円～ ビジネスクラス 184,900 円～＞

星付レストランでのディナー、お部屋からの港の夜景を堪能する贅沢な香港。
ギネス認定の音と光のショー「シンフォニー・オブ・ライツ」はワールドスター号に乗って
海の上から見ればさらに感動です。

（4）「添乗員がお伴するカナダ・アメリカ」
ベストシーズンのカナダ・アメリカの見どころをしっかり押さえた厳選 14 コースです。
各コース随所にこだわりの充実観光を組み込み、安心の添乗員付コースで満喫していただきます。

おすすめコース ◆「カナダ大満喫 7 日」 4-9 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 3２9,900 円～ プレミアムルージュクラス 489,900 円～＞

カナダの人気定番ルート。ナイアガラフォールズ 2 連泊し、カナディアンロッキーの街
キャンモアではスイートタイプのお部屋に 2 連泊。ナイアガラの滝では滝つぼに迫る
ナイアガラクルーズ、滝の真横のテーブルロック観光に加え、滝の裏側観光
にご案内します。大迫力の滝の魅力に迫ります。

おすすめコース ◆「とっておきのグランドサークル ヨセミテ国立公園」
4-10 月出発
＜旅行代金 エコノミークラス 399,900 円～ ビジネスクラス 899,900 円～＞
人気のグランドサークルをバスで巡る旅。大自然の夕景・星空・朝の風景は公園内のホテルに宿泊するからこそ味わ
える醍醐味です。

2. ハネムーン・カップルにおすすめ 感動の宝石箱シリーズ
「感動の宝石箱」商品シリーズ
：「ヨーロッパ」・「オーストラリア・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ」・「ハワイ」3 方面で設定。
・お食事や観光時のおふたりのプライベート感・特別感を大切にしたツアーをご用意。
・お部屋からの眺め、ルームアメニティー等ハネムーンに最適なホテルを厳選。

3. スペシャルプライスの「イチ押し」シリーズ
「春から夏のイチ押し」商品シリーズ：全顧客層向け

四半期型

夏をサキドリできる特別企画コースや観光充実型の「てんこ盛り」シリーズなどフリーステイから観光付きコ
ースまで豊富なラインナップが魅力。ＳＮＳ映えする写真スポットの情報も盛り込みました。
お買い得感たっぷりのプライス重視型商品です。1 月下旬より順次発売いたします。

2018 年上半期方面別目標（関西発）
【２０１8 年 4 月～２０１８年 9 月の取扱人員目標】 97,000 名 前年比 112％
方面

目標人員
7,000（118％）

ヨーロッパ
アジア・中国

32,000（112％）
5,000（105％）

ハワイ

方面

目標人員

アメリカ・カナダ・中南米

1,500（117％）

オセアニア

1,500（145％）

グアム・サイパン

4,000（101％）

合計

51,000（112％）

【商品の発売について】
■東京・名古屋・大阪発とも 2017 年 11 月 24 日以降順次発売中です。
【当社ホームページについて】
■下記 URL にて。Web ならではのお得なプランもご用意しています。
http://www.nta.co.jp/kaigai/

