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  平成 ２３ 年４月 ２６ 日 
 

日本旅行 海外パッケージ商品 

  
 

 

 

㈱日本旅行(本社：東京都港区､社長：丸尾和明)は東京・名古屋・大阪発 ２０１１年サマーの海外パッケージ旅

行 「マッハ・ベストエクセレント・ベストツアー」を４月２２日（金）から、順次発売いたします。（一部商品は３月１８日

発売開始済） 
 

■ ２０１１年サマー商品 
この夏も、日本旅行は『行きたくなる！旅』をコンセプトに、元気になれる旅をお届けします。お客様に、

旅本来の楽しさを味わっていただけるよう、「魅力溢れる旅」「思い出に残る旅」をご提案し、「旅にでかけ

たい」「元気になりたい」そんなお客様が『行きたくなる！旅』をご用意いたします。 
 

■ 主要商品ラインナップとポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社日本旅行 広報室 
〒105-8606 東京都港区新橋2-20-15 

           新橋駅前ビル1号館 

TEL 03-3572-8180 FAX03-3289-5466 

１．夏のヨーロッパチャーター～この夏の看板商品！ＮＥＷ！ 
●この夏、日本旅行最大のおすすめ商品は、夏のヨーロッパチャーターです！ 

●なんと全国計で前年の約７倍の航空座席数を確保し、強力商品をラインナップ！ 

●チャーター機利用のメリットを最大限に活かし、より魅力的なツアーをお届けします！ 
 

２．夏のチャータークルーズ～イタリア・地中海クルーズ！ＮＥＷ！ 
●特別企画「シルバー・スピリット」でめぐるチャータークルーズツアーを設定します！ 

●ツアー収益の一部を東日本大震災の義援金として寄付いたします。 
 

３．夏のふぁみバケ～夏の家族旅行を応援します！ 
●今年もこども代金が断然お得！全方面、全コース、子供代金半額（特別子供は半額以下） 

●早めのお申し込みがお得！出発 50 日前早期申込で、旅行代金割引＋各種おもてなし 

●さらにパワーアップ！ママ割は５月３１日までのお申込みでなんと 10,000 円割引 

●巻頭特別企画「ふぁみパック」は家族旅行ならではの盛りだくさん企画満載！ 

●ＮＥＷ！夏の旅を思い出に！「夏休みフォトコンテスト」で豪華賞品をプレゼント！ 
 

４．夏のイチ押し～さらにパワーアップ！ 
●お得で豊富な品揃えが自慢の、方面別パンフレットです！ 

●この夏もお届けします！「おとなの社会学習」 「幸せパワーアップ計画」 「ひとり旅応援隊」 

●ＮＥＷ！夏季休暇の長期化・多様化に対応する「ロングヴァカンス」 「平日トラベラー」など 

新企画をご用意！ 
 

５．ひと足早い、夏休みに～旅して心も元気!元気チャージ!!シリーズＮＥＷ！ 

●アーリーサマー（初夏）に、気軽に行けるお値打ちプライスの商品をご用意！ 
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１．夏のヨーロッパチャーター～この夏の看板商品！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅰ．お選びいただきやすい出発設定 

      各国ベストシーズンで、なおかつ日本発は夏休み期間の土曜日出発を多数設定！ 

Ⅱ．各国、各都市への直行便 

      日本から乗継なしで各地へ。身体への負担も少なく、現地の日程も効率的！ 

Ⅲ．お買得な価格設定＆早期予約なら更にお得 

      早く決めれば断然お得。早期割引でリーズナブルな旅行代金がさらにお買得！ 

Ⅳ．ビジネスクラス席や上級エコノミー席もお買得 

      長時間のフライトを、ゆとりの空間で快適に。お得な追加代金で設定！ 

Ⅴ．２名様より出発保証＆添乗員同行 

全コース２名様より出発保証！さらに一部コースを除き添乗員同行！ 

 

≪東京発商品のご紹介≫ 
【期間】２０１１年７月～９月出発 

【パンフレット展開・方面】 下記２種類のパンフレット 

① ＮＥＷ！東京発 チャーター往復直行便で行く イタリア 

② 東京発 スカンジナビア航空 往路ベルゲン直行便で行く 感動大自然 北欧 

【発売日】好評発売中 

【特長】（1）早期がお得！出発６０日前早期申込特典！ 
・６０日前までのお申込みで旅行代金５，０００円割引 
（２）充実した空の旅！ 

・並び席のペアシート、窓側ペアシート（イタリア）プランをご用意 

・ビジネスクラスに加え、プレミアムエコノミークラス（イタリア）、エコノミーエクストラクラス（北欧）もご用意。

長時間のフライトを快適におくつろぎいただけます。 

（３）添乗員による旅行説明会を開催！ 

・ベテランの添乗員がコースの見所やポイント、魅力などを詳しくご説明します。 

【コースの一例】 

 〔イタリア〕 

◎コース名：人気４都市とカプリ島・ポンペイ遺跡も訪れる 気軽に憧れのイタリア８日 
 旅行代金／大人・お一人様  ３１９，９００円～４２９，９００円 

・イタリアで 2 番目の規模を誇るメリディアーナ・フライ往復直行便利用。 

・７/１６-９/１７毎週土曜日出発、往路：成田→ミラノ、復路：ローマ→成田。 

・ミラノ、ベニス、フィレンツェ、ローマの４大都市に加え、ナポリ、カプリ島、ポンペイ遺跡へご案内します。 

・こだわりアレンジプランをご用意。（追加代金要）４日目：ウフィッツィ美術館では通常訪れないヴァザー

リの回廊へ、６日目：充実のローマ市内観光へご案内。さらにローマではＳクラスホテルにグレード UP。 

〔北欧〕 

◎コース名：世界遺産の２大フィヨルドを訪れる 北欧大自然満喫の旅９日 
 旅行代金／大人・お一人様   ７/３０（土）４５９，９００円 ８/６（土）５２９，９００円 

・人気の３大都市、オスロ、ストックホルム、コペンハーゲンにご案内。往路はフィヨルドの玄関口ベルゲン

に直行便で約１１時間、ご希望により追加代金不要で、着いたその日に観光をお楽しみいただけます。 

・世界遺産の２大フィヨルド、ネーロイ（ソグネ）、ガイランゲル両フィヨルドをクルーズにてめぐります。 

・東京以外の国内各地から国内線特別代金プランもご用意。札幌、福岡：お一人様・大人１７，０００円／

大阪、神戸、名古屋：お一人様・大人１２，０００円。 

この夏、日本旅行では、ヨーロッパチャーター商品を全国計で前年の約７倍の航空座席数を確保し、

強力にラインナップ。チャーター機利用のメリットを活かし、より魅力的なツアーをお届けします。 

東京発・大阪発及び地方発『夏のヨーロッパチャーター』共通特長 
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※関西発・地方発もチャーター商品大幅設定増！好評発売中！全国計１０アイテムをご用意！ 

     札幌発 ： ＮＥＷ！チャーター機で行くイタリア ／ ＮＥＷ！チャーター機でい行くスイス 
 

     大阪発 ： パワーアップ！チャーター直行便で行く スイス・北欧 ／ ＮＥＷ！チャーター 

直行便で行く中欧・クロアチア ／ＮＥＷ！チャーター直行便で行くイタリア 
 

     松山発 ： ＮＥＷ！チャーター直行便で行く スイス・ドイツ 
 

     広島発 ： ＮＥＷ！チャーター直行便で行くスイス ／ ＮＥＷ！ チャーター直行便で行くイタリア 

 

２．夏のチャータークルーズ～イタリア・地中海クルーズ！ 

 

 

 
    

【期間】２０１１年７月９日（土）出発限定８日間 

【商品】ＮＥＷ！「シルバー・スピリット」で優雅にめぐる地中海クルーズ イタリア コルシカ島 

【発売日】４月２８日（木）発売 

【特長】日本から空路イタリアへ。滞在は世界最高の６スターサービスを誇るラグジュアリークルーズ船 

「シルバー・スピリット」号でお過ごしいただく、フライ＆クルーズ商品です。 

【コース内容】 

◎ ラグジュアリークルーズ「シルバー・スピリット」でめぐる イタリア魅力の地中海沿岸都市とコルシカ島８日 

旅行代金 ： 大人・お一人様 ３９９，９００円（ベストエクセレント／お気に召すまま基本コース／ビスタスイート利用） 

・アマルフィ海岸・カプリ島と人気の２大都市ローマ・フィレンツェを訪れます。 

・各寄港地でオプショナルツアーをお選びいただけるお気に召すまま基本コースと、充実の全寄港地観

光付きコースをご用意。 

・チャーター船「シルバー・スピリット」号では、多種多様なディナーや、クルーズライフ、お飲み物がオール

インクルーシブ（旅行代金に込み。追加代金不要）、日本語のご案内もあって安心。 

 

３．夏のふぁみバケ～夏の家族旅行応援します！ 

 

 
   

【期間】２０１１年７月～９月出発 

【パンフレット展開・方面】 ①ハワイ・グアム・サイパン ②オーストラリア ③アジア 

【発売日】４月２２日（金）～好評発売中！ 

【特長】（1）お得なこども代金！ 
・子供代金（2～12 歳未満／ベッド要）：大人代金の半額 

・特別子供代金（2～12 歳未満／ベッド不要）：大人代金の半額以下 

・パワーアップ！ジュニア割引（12～18 歳未満）：大人代金の半額、または一定額の割引 

※昨年より大幅設定増、割引額もパワーアップ 

・幼児代金（0 歳～2 歳未満）：0 円 

（２） 早期がお得！出発 50 日前早期申込特典！ 
・旅行代金割引（割引額は方面により異なります） 

・仲良しシート、食事、割引券、ホテル特典などうれしいおもてなし付き（コースにより異なります） 

（３）大好評！！今年もやります「ママ割」 

・パワーアップ！５月３１日までのお申込みで「ママ割」適用：ママだけ１０,０００円割引 

日本旅行の夏のファミリー向け主力商品、「ふぁみバケ」シリーズ。今年もさらにパワーアップして家

族旅行にふさわしい、思い出に残る旅をお届けします。 

チャリティ特別企画として、世界最高の６スターサービスを誇るラグジュアリークルーズ船「シルバー・

スピリット」でめぐる地中海チャータークルーズツアーを設定します。本商品の収益より、お一人様

5,000 円×参加人数分の東日本大震災義援金を、日本赤十字社を通じて寄付させていただきます。 
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※昨年は母の日５月９日まで適用、５,０００円割引 

（４）３世代家族へのうれしいおもてなし！ 
・送迎時、ご家族だけの専用車をご用意 

・ご家族でお楽しみいただけるお食事のおもてなしをご用意（一部方面を除きます） 

（５）巻頭特別企画「ふぁみパック」 
・人気の観光、アクティビティ、食事をセット。 

・「夏休みこども絵日記」はベストツア－おすすめのこども向け体験学習プログラム。こどもの絵日記の題

材にぴったり。（一部方面のみ） 

（６）パワーアップ！おすすめ「ふぁみバケ＋ぷらす」！ 
・「ふぁみバケ＋ぷらす」とは、ツアーに “観光”や“体験”を「ぷらす」してお楽しみいただく、夏の家族

旅行にふさわしいふぁみバケならではの企画です。 

・家族でご利用いただくと、こどもが半額・無料になるツアーも各種ご用意。 

（７）ＮＥＷ！オリジナル企画「夏休みフォトコンテスト！」 
・ふぁみバケに参加して旅行写真をご応募のお客様の中から、入賞作品には豪華賞品をプレゼント！ 

【コースの一例】 

〔ハワイ〕◎巻頭特別企画 ふぁみパック ヒルトンで過ごすホノルルの休日 ５・６・７日 

ファミリーに人気ＮＯ．１のヒルトン・ハワイアン・ビレッジ、特典いろいろ入ってお買得！ 

・ご出発５０日前申込特典をご用意。仲良しシート（デルタ航空、日本航空のみ）＋昼食 1 回＋旅行代金割引

＋お部屋のグレード UP。 

・選べるアクティビティ付き。（A）アトランティス・サブマリン又は（B）タートルスノーケル＆ランチセイル。 

・毎朝食＋海の家クーポン＋ＡＢＣストア 20ＵＳ＄ギフトカード＋エコバッグ付き。 

・夏休みの思い出をＤＶＤムービーアルバムにできます。 

・ワイキキトロリー乗り放題＋GO！GO！バス乗車可のクラブ NTA カード付。 

〔グアム〕◎巻頭特別企画 ふぁみパック グアム ４・５・６日 

選べる人気アトラクションや食事、特典いろいろ入ってお買得！ 

・ファミリーに人気の３ホテルをご用意！ 

・追加代金不要！選べるわくわくプラン付き。（A）ファイファイパウダーサンドビーチ又は（B）イルカ＆シ

ュノーケルツアー。 

・ビーチセット＆「ワールドカフェ」ディナー付き。 

・観光、ショッピングに便利なシャトルバスに乗り放題！ 

 

４．夏のイチ押し～さらにパワーアップ！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

【期間】２０１１年６月～１０月出発（一部方面は５月～１０月） 

【パンフレット展開・方面】 下記 11 種類のパンフレット 

①ヨーロッパ②カナダ③ハワイ④グアム・サイパン⑤アメリカ⑥香港・マカオ・中国⑦韓国⑧台湾⑨

オーストラリア⑩アジアリゾート⑪南アジア（タイ、シンガポール、ベトナム、カンボジア他）  

【発売日】４月２２日（金）から５月にかけ順次発売 

【特長】（１）お買い得なプライスと豊富な品揃え！ 

「行きたくなる旅」をコンセプトに、添乗員がご案内する人気コース、フライト・ホテル・観光等

が自由に選べるフリーコース、お得感満載の観光組込コースなど、バリエーション豊かなツア

ーを、値頃感ある価格設定でお届けします。 

（２）新企画もご用意 

ＮＥＷ！「夏のロングヴァカンスコース」  

この夏の、夏季休暇長期化・分散化など多様化する休暇スタイルを意識した避暑型ツアー。季

節のよい夏のヨーロッパでは、きままに旅するロングヴァカンスツアーを新規設定。 

この夏、『行きたくなる！旅』をコンセプトに、元気になる旅を提案します。日本旅行ならではのこだ

わりを企画に盛り込みました。 
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【コース内容】◎ユーロスターめぐるロンドン・パリ １２日／気ままな旅 パリまたはロンドン１２日 
・１２日間のロングステイコースが新登場！延泊プラン利用で最大３０日迄アレンジＯＫ。 

・追加代金にて、ホテル～空港間の専用車での送迎も手配いたします。 

・お得なオプショナルツアーもご用意。 

※「夏のロングヴァカンス」商品は、アジア等のショート方面も設定し、別冊パンフレットにて特集号を 

５月発売予定です！ 
 

ＮＥＷ！「週末＆平日トラベラー」 

昨年新規に別冊商品化したワタシの週末ご褒美旅「週末トラベラー」。今回は、イチ押しシリーズ 

で、人気の１泊２日リフレッシュ企画の韓国ツアーの平日出発日を設定拡大してお届けします。 

【コース内容】◎エステして、食べて、買ってキレイを磨く！コンカツ準備！よくばりソウル１泊２日 
・従来の成田発設定に加え、便利な羽田発も新規展開 

・東大門ショッピングモール内の便利な新ホテル、イーストゲート・タワー・ホテル&レジデンスを利用 

・汗蒸幕エステ基本コース＆足つぼマッサージ体験＋変身フォト＋ドラム缶焼肉＋スイーツ付！ 
 

５．ひと足早い夏休みに～旅して心も元気！元気チャージ！！シリーズ 

 

 
 

 

【期間】２０１１年５月～７月出発 

【パンフレット展開・方面】①ハワイ②グアム・サイパン③ソウル④台北⑤香港⑥バンコク  

【発売日】４月２２日（金）発売 

【特長】お求め安い価格を徹底的に追求したお値打ちプライス商品！思い立ったらすぐ出発、韓国・ 

台湾方面では１泊２日のツアーもご用意しています。 

【コース一例】ＮＥＷ！元気チャージ！！旅して心も元気！シリーズ 
◎ソウル３日（フライトパターンＡ/エコノミー/朝食なし/カジュアル/２名１室/大人・お一人様） １９，９００～７４，９００円 

◎台北３日（おまかせフライト２/エコノミー/フリープラン/お値打ちプラン/２名１室/大人・お一人様） ２４，９００～７３，９００円 

 

 
 

■ 全方面合計 ： ９５，０００名（前年比 １０３％） 
                                                     単位：人 

方面 目標人員 方面 目標人員 

アジア 42,800 アメリカ・カナダ 3,400 

ヨーロッパ 27,300 オセアニア 2,000 

ハワイ 5,300 中国 3,300 

グアム・サイパン 10,900 合計 95,000 

 
 
 
 

■ 東京・名古屋・大阪とも４月２２日（金）から５月にかけて、順次発売となります。 なお、一部の

商品は３月１８日（金）に先行して販売しております。 

 
 
 
 
 

２０１１年度サマー商品の発売について 

アーリーサマーに、お求め安い気軽に行ける海外旅行を提案します。「旅して心も元気！」をコンセ

プトに、お値打ちプライスの商品を設定しました。 

２０１１年度７-９月の方面別目標 


