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ルック JTB チャーター直行便で行く

夏のヨーロッパ

2018 年度は前年比約 150％増の商品設定！
◆全国各地より、19 本のチャーター直行便商品を設定
◆今年は日本からの定期直行便未就航のアイスランド、人気のイタリアが登場！
◆ベストシーズンのクロアチア・スロベニア、スイス、北欧、中欧、イタリア、スペイン
ポルトガル、アイスランドが勢揃い
JTB グループの海外パッケージツアー「ルック JTB」を企画・実施する株式会社 JTB ワールドバケ
ーションズ（東京都品川区、代表取締役社長：生田亨）は、2018 年夏の旅行シーズンに向け、ヨーロ
ッパ方面へのチャーター直行便計 19 本を利用し、札幌・仙台・成田・名古屋・関空・福岡の各地から、
出発する商品を、1/26（金）より順次発売開始します。
チャーター直行便を利用することにより飛行時間を短縮でき、身体への負担軽減はもちろんのこと、
見所を効率よく巡ることが可能になります。昨年度は夏季ヨーロッパへ 13 本のチャーターを行いほぼ
完売しました。今年はさらに 19 本へ本数を拡大し、行き先に日本からの直行便がないアイスランドと
人気のイタリアへのチャーター直行便商品が登場します。

■各発地 商品のラインアップと発売スケジュール
＜1/26（金）発売＞
・福岡発 ANA チャーター往復直行便で行くスロベニア・クロアチア（6/23（土）発）
・札幌発 ANA チャーター往復直行便で行くクロアチア・スロベニア（6/30（土）発）
・名古屋発 ANA チャーター往復直行便で行くクロアチア・スロベニア（9/22（土）発）
・成田発 ANA チャーター往復直行便で行くスロベニア・クロアチア（9/29（土）発）
＜2/2（金）発売＞
・関空発 ANA チャーター往復直行便で行くスイス（7/7（土）発）
・成田発 ANA チャーター往復直行便で行くスイス（7/14（土）発）
・仙台発 ANA チャーター往復直行便で行く北欧・バルト三国（7/21（土）発）
＜2/9（金）発売＞
・成田発 スカンジナビア航空往路特別直行便で行く自然紀行北欧（7/10・7/24・8/7・8/14・9/11（火）発）
・成田発 JAL チャーター往復直行便で行く中欧組曲（8/11（土）発）
・成田発 ANA チャーター往復直行便で行くイタリア（8/11（土）発）
・関空発 ANA チャーター往復直行便で行くイタリア（8/18（土）発）

・成田発 ANA チャーター往復直行便で行くポルトガル（9/1（土）発）
・関空発 ANA チャーター往復直行便で行くポルトガル（9/8（土）発）
・成田発 JAL で行くチャーター往復直行便で行くアイスランド（9/9（日）発）
・成田発 ANA チャーター往復直行便で行くスペイン（9/15（土）発）
※航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。

■商品共通ポイント
◆飛行時間を短縮！チャーター直行便または往路特別直行便を利用
◆人気の方面へ、ベストシーズンにご案内します
◆週末を利用した参加しやすい日程（北欧のみ火曜出発）
◆早期申込特別割引で旅行代金からおとな・こども一律 10,000 円引き
◆お客様から高い評価をいただいた「ルック JTB 添乗員」がご案内します （※2014 年 4 月～2017 年 9
月にご参加いただいたお客様からのアンケートで、お客様満足度 90 点以上を獲得した添乗員が同行）

■成田発 商品のご紹介
＜スロベニア・クロアチア＞ 往路：成田→リュブリアナ、復路：ドブロブニク→成田
ANA チャーター往復直行便利用。
成田からリュブリアナ（スロベニア）まで直行便で約 12 時間。
（コース一例）
「成田発 スロベニア・クロアチアの魅力を訪ねて 9 日間」 9/29 発 旅行代金 449,900 円
（安心品質の旅コース/エコノミークラス席/Ａグレードホテル/2 名 1 室利用）

スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 カ国で人気の世界遺産 5 カ所を中心にご案内します。
＜スイス＞ 往復：成田⇔バーゼル
ANA 往復チャーター直行便利用。
成田からバーゼルまで直行便で約 12 時間 30 分。
（コース一例）
「成田発 スイスの魅力を訪ねる 9 日間」 7/14 発 旅行代金 599,900 円
（安心品質の旅コース/エコノミークラス席/A グレードホテル/2 名 1 室利用）

アルプス四大名峰を 4 つの展望台にのぼって観光。人気の氷河特急やベルニナ鉄道にも
乗車。ベストシーズンのスイスをたっぷりお楽しみいただきます。
＜北欧＞ 往路：成田→ベルゲン （7/24 発は、往路：成田→ストックホルム）
スカンジナビア航空往路特別直行便利用（復路は定期運行便利用）。
成田からベルゲン（ノルウェー）まで直行便で約 11 時間。7/24 発のみ日本・スウェーデンの
国交関係樹立 150 周年を記念して成田からストックホルムへの直行便（約 11 時間）となりま
す。
日照時間が長く、緑が美しいベストシーズンにご案内します。

（コース一例）
「成田発 北欧 4 カ国ハイライト 8 日間」 8/14 発 旅行代金 429,900 円
（エコノミークラス席/A グレードホテル/2 名 1 室利用）

北欧 4 都市（ベルゲン、ストックホルム、ヘルシンキ、コペンハーゲン）観光に世界遺産のフィヨルドを組み込んだ
コース。大型客船タリンクシリヤでの船旅もお楽しみいただきます。
＜中欧＞ 往路：成田→ブダペスト、復路：プラハ→成田
日本航空チャーター往復直行便利用。
成田からブダペスト（ハンガリー）まで往路約 12 時間、復路プラハ（チェコ）から約 11 時間。
ブダペスト、ウィーン、プラハを訪れる定番コースから一般的なツアーではあまり訪れない都
市まで多彩なコースをご用意。
（コース一例）
「成田発 中世が薫る中欧３ヵ国を訪ねて 9 日間」 8/11 発 旅行代金 569,900 円
（Ａ-2 コース/エコノミークラス席/ブダペスト・プラハＬ、ウィーン・サルツブルクＡグレードホテル/2 名 1 室利用）

世界遺産 7 カ所を含む、中欧 3 カ国で人気の観光地を 9 日間でしっかりご案内するハイライトコース
＜イタリア＞ 往路：成田→ミラノ、復路：ローマ→成田
ANA チャーター往復直行便利用。
成田からイタリアまで直行便で約 12 時間 30 分。
（コース一例）
「成田発 魅力あふれるイタリアへの旅 9 日間」 8/11 発 旅行代金 599,900 円
（エコノミークラス席/A グレードホテル/2 名 1 室利用）

ミラノ・ベネチア・フィレンツェ・ローマの人気 4 都市に加え、南イタリアのカプリ島へご案
内。ベネチア本島内の好立地ホテルに 2 連泊します。
＜スペイン＞ 往路：成田→マドリード、復路：バルセロナ→成田
ANA チャーター往復直行便利用。
成田からマドリードまで直行便で約 13 時間 30 分。
（コース一例）
「成田発 魅力あふれる情熱の国スペイン紀行 9 日間」 9/15 発 旅行代金 539,900 円
（Ａ-3 コース/エコノミークラス席/バルセロナはＬ、他は A グレードホテル/2 名 1 室利用）

観光客の増加により予約が困難なアルハンブラ宮殿を、一般閉館後に夜間貸切見学へご
案内します。スペインは国土が広いため、身体に負担のかかる長時間バス移動ではなく、一部行程を飛行機や
列車を利用しマドリード、スペイン南部のアンダルシア地方、バルセロナを巡ります。
＜ポルトガル＞ 往路：成田→リスボン、復路：ポルト→成田
ANA チャーター往復直行便利用。
成田からリスボンまで直行便で約 14 時間。
（コース一例）
「成田発 ポルトガルの世界遺産を訪ねて 9 日間」 9/1 発 旅行代金 419,900 円
（標準品質の旅コース/エコノミークラス席/ナザレは B、他はＡグレードホテル/2 名 1 室利用）

南から北へ効率良くポルトガルの見所を巡る王道コース。世界遺産の数々にご案内します。

＜アイスランド＞ 往復：成田⇔ケフラヴィーク
日本航空チャーター往復直行便利用。
日本からの直行便がないアイスランドの玄関口ケフラヴィークまで直行便で約 12 時間。
土・日・祝を含んだ便利な日程でアイスランドへ。
（コース一例）
「成田発 見どころ凝縮 南部アイスランド 9 日間」 9/9 発 旅行代金 769,900 円
（エコノミークラス席/レイキャビクはＡ、他は B グレードホテル/2 名 1 室利用）

南部の見所ゴールデンサークルの他、国立公園のハイキングや氷河湖クルーズで大自然を満喫。アイスランド
版露天風呂ブルーラグーンやオーロラ探しの旅、景勝地溶岩の滝フォロインフォッサル日帰り観光などにご案内
します。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
JTB 広報室 03－5796－5833
＜お客様からのお問い合わせ先＞
ルック JTB ナビダイヤル 0570－070－489 またはお近くの店舗

