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日本旅行 2018 年度下期海外パッケージ商品 発表 
年末年始・ＧＷ期間のコース設定数を大幅に拡充！ヨーロッパのツアーに「添乗員プロデュースの旅」を新設 

 

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀坂明弘）は、2018 年度下期海

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 6 月下旬より順次発売中です。 

 

2018 年度下期商品は、年末年始 9 連休（1 月 4 日を休むと）とＧＷ10 連休の可能性を見据え、ヨー

ロッパなどのロング方面商品を中心に、年末年始・ＧＷ期間のコース設定数を大幅に拡充しました。パッケー

ジツアーならではのメリットを最大限に活かした付加価値の向上、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及しました。特にヨーロッパはマイスター添乗員による「添乗員プロデュースの旅」を

新設しました。 

 

また、「安心・安全」への取り組みを上期より継続、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。多様化するお客様のニーズにお応えし、日本旅行ならではの商品提供に努めて

まいります。 

2018 年度下期海外パッケージ商品のポイント 
 

＜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。＊詳しくは各方面別のポイントをご覧ください。 

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。 

＜ＮＥＷ＞特にヨーロッパは添乗日数 2500 日以上の現地を知り尽くしたマイスター添乗員による

「添乗員プロデュースの旅」を新設しました。 

３．早期申込がお得になる早期申込特典を充実させました。 

４．年末年始・ＧＷ期間のコース設定数を大幅に拡充しました。 

  ＜ＮＥＷ＞年末年始 9 連休（1 月 4 日を休むと）とゴールデンウィーク 10 連休の可能性を見据え、

年末年始・ＧＷ期間のコース設定数を大幅に拡充しました。 

＊ヨーロッパ添乗員同行ツアーの設定数：年末年始 20％増、ＧＷ50％増（前年比） 

5. 【継続】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充実させ、

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・カナダ方面限定） 

   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。 
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（適用諸条件あり） 
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」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。 

６．グループでの参加をお得に「仲良し割」を設定 

７．現地発着プランを大幅に拡充しました。 

  ＜ＮＥＷ＞ツアーに現地から参加できるプランを大幅に拡充しました。ヨーロッパ添乗員同行ツアーのす

べてのコースに現地発着プランを設定しました。 

 

＜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．東京・大阪に旅の情報デスクを設置。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 年下期海外パッケージ商品 各方面別コースのポイント 
 

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」  

  （1）ヨーロッパ「大好きイタリア・スペイン」「大好きフランス・ドイツ」 

 

添乗員プロデュース「大好きイタリア・スペイン」 

◆「サヴォイア王家の王宮ヴェナリア宮殿特別入場、北イタリアの魅力の街をめぐる 9 日」  

11 月-4 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 609,900 円～ ビジネスクラス 1,019,000 円～＞ 

サヴォイア王家の王宮群のひとつ「ヴェナリア宮殿」に閉館後の特別入場でご案内します。 

 

添乗員プロデュース「大好きイタリア・スペイン」 

◆「バレンシアに連泊してサンホセの火祭りを楽しむスペイン 10 日」 3/14 出発限定 

＜旅行代金 エコノミークラス 549,900 円 ビジネスクラス 1,019,000 円＞ 

こだわり志向のお客様へ「特別な時間」「特別な場所」をテーマとし

た商品をご用意しました。添乗日数 2500 日以上のマイスター添

乗員が旅をプロデュースする「添乗員プロデュースの旅」を新たに展

開します。少人数だからお連れできる趣に溢れたホテル、とっておき

の観光スポット、この季節にしか味わえないお祭り等ヨーロッパを知り

尽くした添乗員が考える「ここにお連れしたい」をツアーにしました。 



 

添乗員プロデュース「大好きフランス・ドイツ」 

◆「伝統と格式を誇るパラスホテルに泊まる華の都パリを堪能する 7 日」 10 月-4 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 889,900 円～ ビジネスクラス 1,349,000 円～＞ 

フランス国内のホテル格付けで最高位「パラス」認定ホテルに 5 連泊 

 

特別鑑賞「大好きフランス・ドイツ」 

◆「珠玉の中欧 3 都市めぐり８日」 10 月-4 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 359,900 円～ ビジネスクラス 659,000 円～＞ 

開館前の特別入場で「ベルヴェデーレ宮殿」にご案内、数々の芸術作品をゆっくりご覧いただけます。 

「シェーンブルン宮殿」では、見学可能な全 40 室（通常は 22 室）を全てご見学いただけます。 

 

（2）オーストラリア「感動・大自然オーストラリア」 

 

添乗員がご案内する旅 ◆パース・エアーズロック・シドニー7 日   11-2 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 449,900 円～ ビジネスクラス 1,012,900 円～＞ 

オーストラリアの西・東海岸を制覇、手付かずの自然が残る自然保護区ロットネス島観光や、2019 年 10 月には

登山禁止が予定されているエアーズロックにも訪れます。 

 

2 度目のオーストラリア企画 ◆みどころ満載シドニー6・7 日   10-4 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 200,900 円～ ＞ 

一度行っただけではわからない奥深い魅力のあるシドニーの魅力を徹底解剖。公共交通機関を使ってのぶらり旅や、

定番観光では訪れないスポットをシドニー在住のベテランガイドがご案内します。 

 

（3）ニュージーランド「感動・大自然ニュージーランド」 

 

 

 

添乗員がご案内する旅 ◆とっておきニュージーランド 8 日   10-3 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 999,900 円～＞ 

星空の世界遺産登録を目指す、素晴らしい星空鑑賞をたっぷり楽しめるテカポ湖での 

宿泊をはじめ、北島から南島までのハイライトを限定 22 名様のツアーでご案内します。 

 

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。添乗員が同行するツアー、現地スルーガイドが同行する旅を大

幅に拡充しました。リピーター向けに「2 度目のオーストラリア」商品を新たに展開します。

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」は今年で 15 年目を迎えました。オ

ーストラリアコアラ基金公認のシルバースポンサーとして、「赤ちゃんコアラ名付け親プログラ

ム」や「コアラ救済プログラム」など、さまざまな形でコアラとの触れ合いをサポートします。 

オンシーズンを迎えるニュージーランドでは、人気のテカポ湖に宿泊、満天の星鑑賞を堪

能するコースや、ニュージーランドならではのダイナミックな自然を春、夏、秋と四季折々

の時期に訪れるコース等豊富なラインナップをご用意しました。 



（４）アメリカ・カナダ・南米・中南米 

 

 

 

 

 

添乗員がご案内する旅 ◆神秘のオーロライエローナイフと白銀の絶景ナイアガラ７日    

12-２月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 359,900 円～ ビジネスクラス 889,900 円～＞ 

冬ならではのカナダの魅力を堪能する旅をご用意しました。鑑賞率 97％を誇るイエローナイフでの神秘のオーロラ鑑賞と、冬

ならではの絶景を誇るナイアガラの滝を昼だけでなく、美しくライトアップされる夜のイルミネーションもご覧いただきます。空気の

澄み切った冬ならではの美しさをご堪能いただけます。 
 

（５）アジアシティ「大人の素敵旅」シリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

悠々紀行 ◆ランタン夜祭りを訪れるホイアン・フエ・ミーソン遺跡とハノイ悠遊紀行 6 日 10-4 月出発 

＜旅行代金 エコノミークラス 164,900 円～ ビジネスクラス 324,900 円～＞ 

月に一度満月の夜に開催されるホイアンのランタン夜祭りにご案内します。祭りではトゥボン川でボートに乗って灯篭流しを

体験いただけます。ホイアンの他にも古都フエ、ミーソン遺跡、ハロン湾と 3 つの世界遺産にご案内します。 

 

 

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   

「ヨーロッパ」・「オーストラリア・ニュージーランド」・「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しました。 

・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しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「感動の宝石箱 オーストラリア・ニュージーランド」は 8 月 10 日（金）発売予定です。 

 

アメリカグランドサークルを巡る大自然周遊や、冬だから味わえるカナダの絶景を巡る

旅、神秘のマチュピチュやウユニ塩湖を訪れるコース等バリエーション豊富なコースライン

ナップをご用意しました。 

他のお客様に気兼ねすることなく旅を楽しむ専用車、専

属ガイドが案内するコースを多数用意した「大人の素敵

旅」シリーズ。アジアの多様な魅力をご提案します。特にそ

の時期ならではの祭り鑑賞やこだわりの観光を組み込んだ

コースラインナップとなっています。 

  



3. スペシャルプライスの「イチ押し」シリーズ   

春をサキドリできる特別企画コースを巻頭特集。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。7 月下旬より順次発売中です。 

 

2018 年下期方面別目標 

【２０１8 年 10 月～２０１9 年３月の取扱人員目標】 83,000 名 前年比 113％ 

方面 目標人員 方面 目標人員 

ヨーロッパ 17,800（118％） アメリカ・カナダ・中南米 3,200（111％） 

アジア・中国 49,000（112％） オセアニア 3,000（128％） 

ハワイ 4,800（106％） グアム・サイパン 5,200（105％） 

  合計 83,000（113％） 

【商品の発売について】 

    ■東京・名古屋・大阪発とも 2018 年 6 月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/ 

 


