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エース JTB 2017 年度下期（2017 年 10 ⽉〜2018 年 5 ⽉）商品発表
地域観光素材やエース JTB オリジナルプランを拡充！
さらに魅⼒をわかりやすく伝える動画も配信拡大
■注目⽅⾯は「⽇本の旬」開催の北海道！
■『個性光る宿』に「眺望」が新登場！
■テーマパークへ⾏くなら混んでも楽々！エース JTB だけの待ち時間短縮プランは分かりやすい動画を配信！
■各地域で JTB オリジナルプランを強化！“エース JTB ならでは感動体験”、“新たな旅のスタイル”をご提案
■⽇本全国のヒルトン・ホテルズ＆リゾートで JTB ラウンジ・JTB カフェが新登場！
JTB グループの株式会社 JTB 国内旅行企画（東京都品川区、代表取締役社長 大谷恭久）は主力商品の一つで
ある国内パッケージツアー「エース JTB」の 2017 年度下期商品を 7 月 14 日（金）より順次発売します。
2017 年度上期はレゴランド・ジャパンのグランドオープン、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内に新エリア
開設、新たな寝台列車・観光列車の登場、テレビドラマで注目されている井伊直虎ゆかりの浜松・浜名湖、山の日
による 8 月の 3 連休効果などがあり、国内旅行への意欲は堅調に推移しています。
今年度の「エース JTB」は“国内旅行宣言 2017”と題し、年間を通じて①エース JTB ならではの地域観光素
材の開発、②感動を生むリアルな旅行体験の創出、③新たな旅のスタイルのご提案を基軸に、待ち時間を短縮でき
るエース JTB オリジナルプラン・特典の設定や、品質向上など、多様化するお客様のニーズ・旅行目的への対応
を強化し、地域の魅力的な観光素材を活かした商品づくりをさらにパワーアップさせています。
2017 年度下期の注目方面は、JTB グループ全社キャンペーン「日本の旬 北海道」を展開する北海道です。具
体的には、「紅葉＆大自然を一味違う楽しみ方」や、「新鮮な毛ガニ、活貝・活かきを使った JTB オリジナルメニ
ュー」、
「冬を彩る JTB オリジナルイベント『感動劇場』」
、
「北海道ならではの冬遊び体験」など北海道ならではの
様々な過ごし方をご提案します。
お客様の“こだわり”にぴったり合ったお宿選びが出来る『個性光る宿』に、これまでのテーマ「湯」「食」に加
え、「眺望」が新登場。渓谷や海、湖、夕日などが美しく見られる宿泊施設を 25 軒選定しました。
テーマパークも注目です。レゴランド・ジャパン、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、東京ディズニーリゾー
トへの旅では、エース JTB のお客様だけが優先して受付や入場が出来るプランを多数ご用意しております。利用
内容が分かりやすい動画もサイトに掲載し、パンフレットから QR コードで見ることができます。
各地域の観光素材も拡充しています。おすすめ方面の京都・大阪では、エース JTB のお客様だけ、紅葉時期に
8 つの社寺をスムーズに拝観できたり、日本遺産第 1 号の地で京都のお茶を堪能したり、落語家と一緒に観光名所
を満喫したり、コナモン文化を楽しんだり、京都・大阪ならではの楽しみ方を新たにご用意しました。
また、日本全国のヒルトン・ホテルズ＆リゾート（一部除く）で JTB ラウンジまたは JTB カフェが新登場。
ご宿泊の方は、エース JTB の専用ラウンジにて、コーヒーやソフトドリンク、クッキーなどが滞在中代金不要で
ご利用いただけます。
地域観光素材やオリジナルプランを拡充させているエース JTB の各商品に是非ご注目ください。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
JTB 広報室 ０３－５７９６－５８３３
＜一般の方からのお問い合わせ先＞
JTB 旅の予約センター 首都圏発 ０５７０―０２３―４８９
※上記コールセンター他、全国の JTB 店舗、エース JTB 取扱店にてお取扱いしております。

2017 年度下期 エース JTB 商品概要
■2017 年 10 月～2018 年 3 月 JTB グループキャンペーン対象エリアは北海道！
JTB グループの全社キャンペーン「日本の旬」では「日本の魅力
再発見」をテーマに、各地の旬の魅力を掘り起こし、新たな地域の
魅力を発信しており、2017 年度下期は「北海道」で展開します。
「感動劇場 HOKKAIDO」～新発見。海と大地のたからもの。～をテーマに北海道内各地の魅力（特にグルメや
体験、イベント）を活かし、新しいプランや商品でお客様に感動のシーンを提供します。

1．紅葉＆大自然を同時に一味違う楽しみ方を体験できるプラン！！
鮮やかに色づいた渓谷や湖、峠の紅葉スポット等、北海道には数多くの絶景スポットが点在します。
大自然と紅葉を同時に楽しむ、まさに北海道ならではの楽しみ方をご用意しました。
・函館の大沼湖上テラス船から見る「大沼の絶景・紅葉＆ランチクルーズ」
・JTB専用オープントップバスでめぐる「知床峠と錦秋の知床五湖全湖散策」
（ネイチャーガイド同行）
・層雲峡の紅葉スポットをガイドと一緒に下り坂をらくらく走る
「絶景JTBサイクリングツアー」
・JTB貸切屋形船で阿寒湖の紅葉と注目のパワースポットやチュウルイ島を

大沼湖上テラス船（10 月頃/一例）

見学する「阿寒湖ハイライトクルーズ」など9つのプランをご用意。

2．新鮮な毛がに、活貝・活かきを使った JTB オリジナルメニューを満喫！！
名実ともに北海道を代表する食材の「毛がに」。北の食材を知り尽くした料理人達の熟練
の技とひたむきな想いが生み出した、渾身の毛がに料理を限定 8 宿泊施設でお楽しみいた
だけます。また限定 10 宿泊施設で代金不要で各宿自慢の北海道の地酒を 1 杯ご用意します。
また、JTB と提携している 9 つのレストランやお食事処では、超希少ブランドの「大黒

毛がに丼（イメージ）

毛がに」やいけすから取り出す活貝、北海道「2 大名産地のかき」である厚岸の「カキえも
ん・マルえもん」と函館北斗 海峡育ちの「知内かき・峩朗かき」を新鮮なうちに炭火焼・
鉄板蒸し焼きといった JTB オリジナルメニューをご用意、北海道ならではの新鮮な味覚を
お楽しみいただけます。
かき（イメージ）

3．冬を彩る JTB オリジナルイベント「感動劇場」開催！
「感動劇場」は、冬の北海道を彩る各地のイベントやイルミネーションに JTB のオリジナル演出をプラスした
イベントです。新たな感動シーンを体感いただけること間違いなしです。
はこだてクリスマスファンタジー（12月1日～25日（予定））では、期間中13日間、函館山ロープウエイ展望台
クレモナホールを貸切、JTBオリジナルVR映像で「函館空中散歩」をお楽しみいただけます。
さっぽろ雪まつり（2月5日～12日）大通り会場では、期間中毎日、JTBのお客様限定
入場でさっぽろテレビ塔の3階スカイラウンジから、大通公園のイルミネーションを見渡
すと共に夜景をバックにプロジェクションマッピングJTB感動劇場バージョンの映像を
お楽しみいただけます。
その他、札幌もいわ山や知床、阿寒湖畔、小樽駅など6個所で開催します。
by NAKED
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ（イメージ）

4．北海道ならではの冬遊び体験！！
北海道の冬といえば一面の雪。その北海道の大自然を一味違う楽しみ方で体験する
プランをご用意します。
道東では厳冬の然別湖の氷上に冬だけ現れる氷の村
「しかりべつ湖コタン」のアイスロッジで氷上の静寂のなか一夜を過ごす滞在体験プ
ランや、札幌近郊では「手ぶらでワカサギ釣り体験プラン」や「スノーモービル＋ス
ノーラフティング＋かまくらジンギスカン食べ放題 JTB オリジナルプラン」など北
海道の冬の魅力をご提案しています。

しかりべつ湖コタン会場（イメージ）

■『個性光る宿』に「眺望」が新登場！
「満天の星空を眺めながら露天風呂に入りたい」など「湯」をテーマにした
宿や「地産地消で全て手作りの食事にこだわった宿に泊まりたい」といった「食」
をテーマにするなど、お客様の“こだわり”にぴったり合ったお宿選びが出来る
『個性光る宿』に、今回「眺望」をテーマにした施設が新登場。
渓谷や海、湖、夕日などが美しく見られる宿泊施設を全国で 25 施設を選定。
その他、「湯」「食」「その他個性」も拡充し、全国で合計 189 施設（昨年よ
り 40 施設増）をご用意しております。

宮城県 松島海岸 ホテル大観荘
アネックス・和洋室・海側（一例）

■テーマパークへ⾏くなら混雑時も楽々！エース JTB だけの待ち時間短縮プランがおすすめ！
レゴランド・ジャパンへの旅
今年 4 月にオープンしたレゴランド・ジャパンでは旅行会社
唯一のオフィシャル・トラベル・パートナーである JTB だけ！
一般の列に並ばずに専用スキップレーンから待ち時間を短縮し
て優先入場できるスペシャルな 2 つのプラン＜①人気の
Submarine Adventure（サブマリン・アドベンチャー）の優先
入場、②人気アトラクション最大 5 つと「レゴニンジャゴー・
ライブ」を優先入場できる「JTB スキップパス」の特別販売＞をご用意し、待ち時間を短縮します。
また、スぺシャルプライス 1DAY パスポートなら、エース JTB なら効率よくお得にレゴランド・ジャパンをお
楽しみいただけます。人気ブロガーとコラボした動画も WEB で確認できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅
新エリア「ミニオン・パーク」をはじめ、話題のアトラクションやイベントが続々と展開されているユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン。
JTB は唯一の「オフィシャル・トラベル・パートナー」としてオフィシャルホテルご宿泊でパークオープン 15
分前に入場できる JTB だけのスペシャルなプログラム「アーリー・パークイン」をご用意。今話題のエリアやア
トラクションにひと足お先に到着でき、通常よりもたくさんのアトラクションを楽しめ、記念撮影もラクラクで、
SNS の投稿にもおすすめです。
また、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」でお申し込みの方全員に大人気のウィザーディング・ワール

ド・オブ・ハリー・ポッター 入場確約券付。さらに、旅行代金におひとり 1,200 円（おとな・こども共通）追加
で人気の「ザ・フライング・ダイナソー」などのアトラクション体験を 1 つ予約できる JTB オリジナル「エンジ
ョイプラン」にお申込みいただけます。
プレミアム・パッケージには、7 つのアトラクションの待ち時間をギュッと短縮できる「ユニバーサル・エクス
プレス・パス 7」付で、対象アトラクションには、大人気の「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」もラインナップ。
ミニオン・パークオープン記念「ミニオングッズ」付や、オフィシャルホテル宿泊で、宿泊日翌日の「アーリー・
パークイン」付。
さらにパーク内にある「エース JTB ラウンジ」がご利用いただけるなど、さらに満足感・充実感がアップし、
エース JTB ならではの特別な体験ができます。

東京ディズニーリゾートへの旅
東京ディズニーリゾートへの旅では、エース JTB だけホテルチェックイン時に便利な「携帯らくらくチェック
イン」やレストランで並ばず入れる「朝食優先席」など待ち時間を少しでも解消しパークを思いっきり楽しんでい
ただけるプランや、小さなお子様連れのファミリーをサポートする「ベビープラン」
、記念日旅行におすすめの「ハ
ッピープラン」など様々なプランを用意しています。

■各地域で JTB オリジナルプランを強化！
“エース JTB ならではの感動体験”、“新たな旅のスタイル”をご提案
●京都
【秋の京都

JTB プレミアムパス】オプショナルプラン

秋の京都は大勢の人が訪れ、紅葉で人気の社寺には拝観のために列が連なります。その中で旅行中の限ら
れた時間を有効に活用して、お客様のお目当ての社寺をスムーズに拝観できるパスをご用意しました。
パスの有効期間中、設定の 8 社寺の中からお好きなだけ回れます。
【新登場！ エース JTB タクシー

感動の瞬間

日本遺産 お茶の京都博】

薬膳レストランでの昼食後、日本遺産第一号に認定された京都府山城地区、緑が鮮やかに輝く和塚町の茶畑を巡
り、宇治のプレミアムティーを味わう、茶源郷とお茶の魅力を堪能するプランです。

●大阪
【新登場！落語家と行く なにわ探検クルーズ】
古来より水運に支えられ、発展してきた水都・大阪。船で周遊するのが新しい楽しみ方です。水上バスやサンタ
マリア号、とんぼりリバークルーズに加え、新たになんば発着で市内をぐるり 1 周 90 分で落語家の楽しい案内で
巡るプランをご用意しました。

【新登場！大阪コナモンチケット】
大阪といえばコナモン（粉もん）。日本コナモン協会おすすめの店で割引や特典が受けられるチケットをご用意。

●九州
【新登場！海軍さんの散歩道ガイドプラン】オプショナルプラン
普段一般は立ち入りが出来ない「防空指揮所跡」や 2017 年 3 月に退役した護衛艦「くらま」内の食堂をイメー
ジした「くらま食堂」でのランチなど。魅力いっぱいの約 2 キロの道のりを海上自衛官 OB のガイド付きで巡るプ
ランです。

●関東
【新登場！桔梗信玄餅詰め放題付ほうとうランチプラン】オプショナルプラン（宿泊地区限定）
大人気の行列のできる銘菓 桔梗信玄餅詰め放題に待たずに参加できるのはエース JTB だけ！山梨のご当地
グルメ「ほうとう」ランチと共に美味しく、袋いっぱいに詰め込んでお得にお楽しみいただけます。
●沖縄
【新登場！らくらくホテルチェックアウトプラン】
事前にお渡しする書面をフロントでご提示するだけで、精算可能。お帰りの時はお部屋のカギを渡すだけでスム
ーズにチェックアウトできるプランです。

【新登場！プレミアムフライデー特別企画】
月末の金曜日の夜を那覇で楽しもう！をコンセプトに①ホテルの BAR 最大 3 ヶ所を 1,000 円で巡るハシゴプラ
ン、②ご宿泊のホテルのお部屋に 1,000 円でワイン 1 本とおつまみをルームサービス！ルームパーティープラン、
③国際通りで 1 店舗選んで那覇ならではの賑やかさを体感し、1,000 円でベロベロに酔えるせんべろプランをご用
意しました。

■⽇本全国のヒルトン・ホテルズ＆リゾートで JTB ラウンジ・JTB カフェが新登場！
日本全国に展開するヒルトン・ホテルズ＆リゾートのうち 11 施設で JTB ラウンジまたは JTB カフェが新登場！
対象パンフレットで該当ホテルにご宿泊の JTB のお客様は、専用のラウンジ（またはカフェ）でのコーヒーやソ
フトドリンク、ホテルクッキーなどが、代金不要で滞在中ご利用いただけます。様々な特徴のラウンジやカフェで
ゆっくりとおくつろぎいただけます。

