
                                                                                            

 

 

 

２０１７年１月２３日 

   

2017 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 2017 年上半期（2017

年 4月～11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 11月 25日より順次発売中

です。 

2017 年～2020 年の新中期経営計画「VALUE UP 2020」の初年度として、これまでの商品展開方を改めて見

直し、“マーケット・イン”の観点からお客様のニーズを確実に捉えるために商品を刷新、日本旅行の新たな“強み”を生み

出すべく商品の充実を図ります。 

 

<201７年上半期 商品刷新のポイント（東京発）> 

【ここがポイント】  ＊詳細は各商品別のポイントを参照してください。 

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、露出アップと

商品量の増強を図りました。 

２．顧客層別では熟年シニアを最重点、ハネムーナーを重点顧客層と置き、専用商品を含めた商品強化を行い、取

込みの拡大を目指します。 

３．テロの影響を大きく受けたヨーロッパについては、2017年以降の再生に向けた商品の見直しを図りました。 

   ・これまでの「遙かなるヨーロッパ」、「大好き」シリーズ、「ベスト BUY」、「感動の宝石箱」、「感動のシンフォニー」 

    「個人で旅するヨーロッパ」のラインアップは変更なし。 

   ・希少性・企画性を追及した「遙かなるヨーロッパ」は各国・地域の観光素材を更に深掘りし、個性豊かな内容

にしました。 

   ・良質・充実・ゆとりと快適をキーワードとした「大好きイタリア・スペイン・ポルトガル」は最重点国スペインにフォー 

カス、また「大好きヨーロッパ」については熟年シニア層に根強い人気の中欧を強化しました。 

・｢ベスト BUY ヨーロッパ｣では同じく最重点国のスペインの強化はもちろんのこと、これまで取組んでいなかった国 

や地域を新たに設定し商品の領域とコース数を拡大しました。またスペインを中心に 2名様催行保証日を 

増強しています。加えて更なる早期取込みを画して設定期間を延長しました。 

新設定国：アイルランド、マイナウ島（ドイツ）、ポーランド、バスク地方（スペイン）、東ドイツ 等） 

コース数：2016年 45 コース⇒2017年 51 コース 

2名様催行保証日：2016年 212本⇒2017年 231本（4～8月比較） 

設定期間：2016年 4～8月⇒2017年 4～9月 

４．アジア、アメリカ、オセアニア、ハワイ、ミクロネシアについては全体的な商品体系の変更を図りました。最も販売額 

の大きい「イチ押し」シリーズについては更なる販売拡大を目指して、商品領域の拡大、商品量の増強、 

設定期間延長を施しました。一方期首半期シリーズにおいてはマーケットの状況に鑑み、メインターゲットを 
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熟年シニアに置いた商品展開としました。それに伴い、方面により商品コンセプトを変えて継続強化する方面、 

廃止する方面に仕分け展開します。（詳細は後述） 

      【期首半期商品シリーズ】 

      ○商品コンセプトを変えて継続強化する方面：アジア、アメリカ（本土・カナダ・中南米）オーストラリア、 

ニュージーランド、タヒチ・ニューカレドニア 

○廃止する方面：ハワイ、ミクロネシア 

     また、重点顧客層であるハネムーナーについてはヨーロッパで好評の「感動の宝石箱」をオーストラリア・ 

     ニュージーランドの他にアメリカ、ハワイにも方面を拡げて展開します･ 

 

<各パンフレットのポイントとコース例紹介＞ 

１．ヨーロッパ 

 (1)「遙かなるヨーロッパ」（マッハ） 

 「遙かなるヨーロッパ」の旅のスタイルは 10～18名限定の少人数、9：00出発/17：00帰着の行程、 

バスの座席はひとり 2席のゆったり行程に、今期は各コースでの素材の深掘りを進めながら旅の目的を 

明確にした個性あるコースラインアップに仕立て上げました。 

巻頭特別企画 ◆「スペインが世界に誇る豪華列車エル・トランスカンタブリコ グラン･ルホ 

の旅 11日間」 9/15出発 

  ＜旅行代金 エコノミークラス 1,399,000円 プレミアムエコノミー 1,599,000円 ビジネスクラス 1,999,000＞ 

かの有名な九州地方を走る豪華列車のモデルとなったスペインが世界に誇る列車にて北スペインの美しい 

風景や優雅な食事を堪能していただきます。「グラン・ルホ」とはグレートラグジュアリーを意味するスペイン語、5 つ星ホテル

並みのハイグレードなおもてなしでお客様をお迎えします。 

(2)「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） 

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。今期は北スペインに 

注目。北スペインの代名詞である美食とパラドールの魅力に迫ります。 

 

おすすめコース ◆「緑の北スペイン・パラドール紀行 9日」 

＜旅行代金 エコノミークラス 469,900 円～ ビジネスクラス 879,000円～＞ 

北スペインの魅力を凝縮したコース。巡礼の道を辿った北スペイン独特の文化を堪能し、美食の街サンセバスチャン 

ではバスク風タパスに舌鼓、パラドール最高級のレオンを含めた 3箇所のパラドールに宿泊します。 

(3)「大好きヨーロッパ」（ベストエクセレント） 

   「大好きヨーロッパ」では中欧、特にプラハに焦点を当てて展開します。中欧 4 コース全てプラハ 

   旧市街に位置する EX クラスホテルに 2～3連泊、観光やフリータイムに便利で居心地の良い 

ひとときをご提供します。また音楽祭でのクラシックコンサートや通常では訪れないフレスコ画が 

美しいストラホフ修道院でのプライベートコンサートをお楽しみいただくコースをご用意しています。 

   

おすすめコース ◆「麗しの中欧古都旅情 10日」 

            ＜旅行代金 エコノミークラス 449,900円～ ビジネスクラス 969,000円～＞ 

    中欧の代表的な 4 つの古都を隈なく巡るコース。ホテルは各都市立地抜群の EX クラスホテルに 

    2連泊。最大参加人員を 20名とし、ウィーンの美術史美術館の開館前入場等、ゆとりを追及しています。 

    出発日限定でザルツブルク音楽祭、プラハの春音楽祭のオープニングとフィナーレのコンサートにもご案内します。 



(４)「ベスト BUY ヨーロッパ」（ベストツアー） 

  「ベスト BUY」においてもスペインの拡充を図りました。スペインにおいては単独はもちろんのこと近隣の 

  ポルトガルやフランスとのコンビネーションにも力を入れ、前年より 3 コース増での展開です。 

おすすめコース ◆「スペイン夢紀行 8日」 

  ＜旅行代金 エコノミークラス 259,900円～ ビジネスクラス 669,000円～＞ 

 スペイン売れ筋の当コースが新規就航のイベリア航空（往路はブリティッシュ・エアラインズの場合 

 あり）利用でより便利に！復路はマドリッドからの直行となり、移動は AVEやゆったりバスで 

 ラクラク、41出発日全てを 2名催行保証としました。 

 

2．アジア 

（１）「おとなの素敵旅 ベトナム・アンコール遺跡・ボロブドゥール・バリ」 

     「（同）台湾・香港」 「（同）インド･スリランカ・ミャンマー・ネパール」 

（マッハ・ベストエクセレント・ベストツアー） 

期首半期はターゲット顧客層を熟年シニアと定め、より一層の取込みを画して「おとなの素敵旅」として 

生まれ変わりました。添乗員同行、ゆとり、プライベート感、季節感、絶景、お祭などの特別な体験を 

キーワードとした素材の開発を徹底して行い、お客様の志向に沿えるよう様々なバリエーションを持った商品展開 

を目指しました。最重点国のベトナムはコース数を前年の 7 コースから 14 コースと大幅にアップしました。 

   

 新コース ◆「サパの美しい棚田とホイアン・ランタン夜祭り 6日」（ベトナム） 

        ＜旅行代金 エコノミークラス 179,900円～ ビジネスクラス 289,900円～＞ 

     美しい棚田や山々の絶景に出会えるサパと古都ホイアンのランタン祭りを一度に楽しめるコースです。サパへは 

高級感溢れる『ビクトリア・エキスプレス』の寝台車を利用、サパでは棚田を眺めながらのハイキングも楽しめます。 

ホイアンでは満月の夜に行われる『ランタン祭り』へご案内。燈篭流しを体験いただきます。 

   新コース ◆「麗しの台湾紀行 5日」（添乗員同行） 

＜旅行代金 エコノミークラス 219,900円～ ビジネスクラス 269,000円～＞ 

      台湾の人気都市高雄・台南・九ふん・十分・台北を添乗員とスルーガイドの安心のダブルエスコートでご案内します。 

      参加人数が 16名限定なのでどこに行くにもゆったり。台北ではくつろぎの日系ホテル、オークラ・プレステージ台北に 

      宿泊、ホテル内レストランで日本旅行オリジナルメニューのディナーをお楽しみいただきます。 

  【その他当パンフレットでのこだわり素材】 

     ■『絶景』素材・・・フォンニャケバン・チャンアン（ベトナム）、陰陽海・黄金瀑布・金瓜石（台湾）等 

     ■その他の素材・・・台湾ランタン祭り、ミシュラン星付レストラン、シギリアロックの見える部屋宿泊 等 

 （2）「春から夏のイチ押し ベトナム・アンコール遺跡」「(同)シンガポール・タイ・マレーシア」 

     「(同)バリ島・プーケット島・セブ」「(同)台湾」「(同)香港」「(同)韓国」「(同)中国」 

豊富なコースラインアップの「イチ押し」はお手頃価格での企画観光周遊型コースをより充実させました。 

現地係員対応の商品ラインアップを 2 コース→5 コースに増強、お手ごろ価格はもとより、 

全出発日 6名様より催行保証でよりお求めやすくしました。最重点国のベトナムは特に中部の観光にフォーカス 

を当て、前年の 5 コースから 8 コースに増強しています。（ベトナム全体では前年 14 コースから 18 コースへ） 

 

 

 

 

  



巻頭特別企画 ◆「ホイアンランタン祭りを訪ねるベトナム縦断スペシャル 6日」 

＜旅行代金 エコノミークラス 113,900円（予定） ビジネスクラス 163,900円（予定）＞ 

    月に 1回満月の夜に開催されるホイアン・ランタン祭りにご案内、更に定番のハロン湾クルーズと世界遺産ミーソン 

    遺跡も訪れる盛りだくさんなコースです。各出発日 6名からの催行保証です。 

3．アメリカ・カナダ・中南米 

(1)「添乗員がお伴するカナダ・アメリカ・中南米」（マッハ・ベストエクセレント・ベストツアー） 

期首半期についてはこれまでアメリカ・カナダ・中南米をそれぞれ単独パンフレットとし各々で添乗員 

同行コースと個人型を展開していましたが、今期からは添乗員同行コースに特化し南北アメリカ 

の“大自然絶景”をフィーチャーしたコースを取り揃えました。素材開発に拘り一味も二味も違った 

商品に仕立て上げました。 

 特別企画 ◆「赤毛のアンの家を貸切観光にてご案内 彩りのカナダ 7日」（ベストツアー） 

＜旅行代金 エコノミークラス 369,900円～ プレミアムエコノミー 659,000円、ビジネスクラス 989,000円～＞ 

     『カナダ建国 150周年』特別企画。イギリス自治領であった 1864年に建国会議が行われたのがここプリンス 

     エドワード島です。当コースではキャベンディッシュのグリーンゲイブルズに徒歩圏内のホテルに宿泊、赤毛のアンの 

     家では貸切で 1時間じっくりと観光にご案内、アンの世界に引き込みます。またシャーロットタウンの一般家庭の 

     お宅に訪問し手入れの行き届いたお庭等を拝見します。 

 おすすめコース ◆「ナパ・バレーの珠玉のワイナリーと世界遺産の 2大国立公園を訪ねて 8日」（マッハ） 

＜旅行代金 エコノミークラス 569,900円～、プレミアムエコノミービジネスクラス 659,900円～＞ 

     本場フランスに引けを取らないナパ・バレーでのワイナリーにご案内します。ナパと言えば“オーパスワン”、当コースでは 

     オーパスワンのワイナリーのプライベートライブラリーでの試飲（着席スタイル）をお楽しみいただきます。また最近 

     人気のケンゾーエステートでの試飲とランチも組み入れました。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの資格を持ち、

ワインコンクールの審査員も併せ持つマイスター添乗員がご一緒します。 

   【その他当パンフレットでのこだわり素材】 

     ■カナダ・・・○カナダ通添乗員新設 ○ダークスカイ保護区での星空鑑賞 ○アルゴンキン州立公園での紅葉 

            ハイキング 等 

     ■アメリカ・・・○ヨセミテのグレーシャーポイント ○ヨセミテ滝の絶景“ムーンボウ” ○グランドキャニオンの渓谷沿い 

ホテル宿泊 ○ダークスカイパークでの星空鑑賞 ○イエローストーン国立公園内宿泊 等 

     ■中南米・・・○イグアスのフルムーンツアー ○イグアスの滝が見える部屋に宿泊 ○レンソイスのドローンを使った 

上空からの記念撮影 ○山形大学ナスカ研究施設での特別講義 等 

(2)「春から夏のイチ押しアメリカ」「(同)カナダ」（ベストツアー） 

「イチ押し」については従来のアメリカ・カナダ合冊を分冊化し、個人型コースを当パンフに 

集約しました。フリー型はもちろんのこと企画性を重視した観光周遊型の商品を拡大しました。 

また設定期間についても遅い夏休みの需要を見込んで、2016年 4～８月お盆→  

2017年 4～9月末までとしました。 

   巻頭特別企画 ◆「憧れの VIP ツアー付き！ウォルト・ディズニー・ワールド 6・7・8日」 

＜旅行代金 エコノミークラス 298,900円～ ＞ 

ウォルト・ディスニー・ワールドでも大人気（平均待ち時間 60～120分）の 9個のアトラクションにディズニーの専属 

ガイドが優先的に待ち時間なしでご案内します。更に昼のディズニー・ファンタジー・パレードも優先席にて観覧。 

1回に付き 10名だけの VIP ツアーを 6回だけ設定の大変希少価値のあるツアーです。 

4．オセアニア 

（１）「ここにしかない絶景に出逢う旅 オーストラリア」「ここにしかない絶景に出逢う旅 ニュージーランド」 

     （ベストエクセレント・ベストツアー） 



 最重点国のひとつであるオーストラリア、ニュージーランドではテーマを“大自然”に 

 特化し、オフシーズンと言えどその時でしか味わえない季節性と絶景ポイントをふんだん 

に盛り込みました。企画観光周遊型コースとして添乗員同行商品を強化、オーストラリア 

で 2 コース（16年なし）、ニュージーランドで 2 コース（16年 1 コース）展開しています。 

新コース ◆「西オーストラリア ワイルドフラワーや自然の神秘を訪ねる旅 8日」 

（添乗員同行） ＜旅行代金 エコノミークラス 369,900円～＞ 

   世界で最も美しい街として知られるパースを拠点に近郊の絶景ポイントにご案内します。 

   定番のワイルドフラワー、ピナクルズの他に当コースでは奇岩ウェーブロックを観光します。また、 

   9/1・21日出発限定で『ワイルドフラワーフェスティバル』へ、通常の 2倍もの種類の花々をお楽しみいただきます。 

 新コース ◆「秋色きらめくニュージーランド 7日」「秋色ときめくニュージーランド 7日」（添乗員同行） 

＜旅行代金 エコノミークラス 349,900円～ プレミアムエコノミー 529,000円、ビジネスクラス 769,000円～＞ 

黄金に色づいた木々が美しい秋、緑・ピンクなど街が様々に色づく春のニュージーランドの季節性を 5感で 

感じるコースです。移動のバスではお一人さま 2席利用のゆったり行程です。 

    【その他当パンフレットでのこだわり素材】 

     ■オーストラリア・・・○ビビッドシドニーウォーク ○パッフィンビリー鉄道乗車 ○カンガルー島サザン・オーシャン・ロッジ 

                宿泊 ○コアラトーク ○野生動物探検エコサファリ 等 

     ■ニュージーランド・・・○マウントジョン天文台での星空鑑賞 ○エイボン川でのパンティング ○タイエリ渓谷鉄道 

                  ○モエラキの奇岩 等 

（2）「春から夏のイチ押し オーストラリア・ニュージーランド」（ベストツアー） 

「イチ押し」についてはオーストラリアとニュージーランドの合冊は従来通り。 

オーストラリアはこれまで同様、フリー型よりも企画観光型コースを重要視し、売れ筋の 

『巻頭スペシャル』『選んじゃおう』を中心にハネムーナーやファミリーを幅広く取込むラインアップと 

しています。設定期間についても先取りを目論んで、4～８月お盆→4～9月末までとしました。 

おすすめコース ◆「選んじゃおうケアンズ 4・5・6日」（ベストツアー） 

   ＜旅行代金 エコノミークラス 127,900円～ 、ビジネスクラス 402,900円～＞ 

    当パンフレットの中でも一番の売れ筋！ケアンズの観光は６つのプランの中から、夕食 1回も２つのプランから 

    自由自在にチョイス。ハネムーナーやファミリーなどどのような顧客層にも対応します。 

 

2017年上半期方面別目標 

■2017年上半期（2017年 4月～2017年 9月） 全方面計：93,600名（前年 105%） 

方面 目標人員 方面 目標人員 

ヨーロッパ 17,340（108％） アメリカ・カナダ・中南米 3,520（112％） 

アジア・中国 56,550（105％） オセアニア 2,840（107％） 

ハワイ 6,950（105％） グアム・サイパン 6,400（100％） 

  合計 93,600 

※東京・大阪・名古屋とも 2016年 11月 25日より順次発売中です。 


