2019 年 1 月 18 日

2019 年度 エース JTB 新商品発表
JTB ならではのオリジナルプラン拡充・旅の過ごし方をご提案
■ＧＷ10 連休！！人気方面＆まだ間に合う商品はこれ！！
■2019 年度の注目方面は日本の旬「国立公園」
■テーマパークはエース JTB だけのらくらくコンテンツで快適に！
■全国各地でＪＴＢオリジナルプランを設定
株式会社 JTB（東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行）は、国内パッケージツアー「エース
JTB」の 2019 年度新商品（2019 年 4 月以降出発）を 1 月 18 日（金）より販売開始しました。
2019 年度もエース JTB は日本の魅力を体感できる価値ある商品をご提供いたします。
1）今年の GW は 10 連休！！
国内旅行では北海道・九州・沖縄のロング方面が人気
です。GW 期間（4 月 27 日～5 月 6 日）の先行予約状
況は全方面合計で過去最高で推移し、首都圏発の例で
は既に先行して発売している沖縄が前年同期比約

◆国内旅行

ＧＷ人気方面ランキング

1位 沖縄
東京ディズニーリゾート®
2位
首都圏
3位 北海道
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
関西

300％となっています。また 5 月１日の新元号への改

4位

元に合わせて、伊勢志摩や京都など日本の歴史を体感

5位 九州

する方面も人気です。

（1/15付／予約状況）

出発日の狙い目は GW 前半。首都圏発ＪＲ利用商品では、GW 前半の 4 月 27 日～5 月 1 日出発を
後半出発よりお得な旅行代金にて商品設定しました。
航空機利用ではお得な午後出発を利用して 1 泊多く宿泊するなど、大型連休の魅力を最大限活用し
た様々な旅のスタイルをご提案します。
＜まだ間に合う GW おすすめ商品＞
【北海道、九州、沖縄方面】
一部の航空便・ホテルを除き、まだご予約が可能。お早目のご予約がおススメです。
【1 泊、2 泊圏内】
人気のテーマパーク商品がこれからお申込みのピークを迎えます。
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」「レゴランド®・ジャパンへの旅」
「東京ディズニーリゾート®への旅」「ハウステンボスへの旅」 など
【GW 限定商品】2 月 18 日(月)発売予定
「～お伊勢参り～ 熊野三山・伊勢神宮を巡る 3 日間」（仮称）
（4 月 30 日首都圏出発）
」
4 月 30 日から新元号への改元を伊勢で迎える添乗員同行プラン。

2）2019 年度上期は“JTB 日本の旬「国立公園」”に注目。
北海道～沖縄まで全国の国立公園にスポットをあてた≪旅の過ごし方≫をご提案します。
環境省が日本の国立公園を、旅行者が長期滞在したいと憧れ
る旅行地にすることを目的に「国立公園満喫プロジェクト」
を推進しています。このプロジェクトの「オフィシャルパー
トナー」となっている JTB では、国立公園の自然だけでなく、
伝統文化、味覚などを商品化し、
「日本の旬 国立公園～自然
と人が育んだ日本と出会う～」をコンセプトに期間中限定の
プランを多数ご用意しました。
“JTB 日本の旬”対象主要国立公園は次の 8 か所

3）エース JTB「赤色の方面別パンフレット」ではタビナカの≪旅の過ごし方≫をご提案。ＱＲコ
ードで≪泊まってみたいお宿≫が見つけやすく！！
巻頭に掲載の≪旅の過ごし方≫では、お客様が行きたくなるような各方面の観
光情報や JTB が開発した着地コンテンツなどの商品ラインナップをお客様へ
ご提案します。
タビナカにお楽しみいただけるよう、
お得なクーポンや、
各地のご当地グルメ、
行列のできる人気店などをご紹介。近くへ宿泊された際に是非とも立ち寄って
いただきたい観光スポットも写真を掲載しておススメしています。
また、お客様が宿泊してみたいお宿を見つけやすくするために≪こだわりポイ
ント≫を一部抜粋して掲載。
パンフレットに掲載の QR コードにて検索すれば、
小規模旅館や老舗旅館に泊まりたい、露天風呂や湯めぐりを楽しみたい、貸切風呂に入りたいなど
約 330 の項目からお客様のご要望のお宿が検索可能。ご希望に沿ったお宿がきっと見つかります。

スマホで QR コードか
ら、こだわり検索へ。

4）
「華やぎ」
「優雅」がゆったり上質、贅沢に過ごす大人の時間「憧れの日本の宿」
としてパンフレットがリニューアル
JTB お客様アンケート点数総合 85 点以上の「優雅」および 90 点以上の「華やぎ」
の宿を掲載した「華やぎ優雅」商品が、一度は泊まってみたい日本の上質な宿の魅
力を存分に伝える「憧れの日本の宿」としてパンフレットがリニューアル。お客様
が喜ぶ「おもてなし」
・
「サービス」が受けられ、
「雰囲気」をもつ旅館をコンセプト
にし、人気の高い 20 室以下の小規模旅館も新たに特集。これからも華やぎ優雅プ
ランは「ゆったり上質、贅沢に過ごす大人の時間」をご提案します。
5）エース JTB ならではの「テーマパーク」商品での過ごし方
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、レゴランド®・ジャパンでは、旅行会社では JTB だけのオフ
ィシャル・トラベル・パートナーとして、お客様に圧倒的な支持を得ている≪エース JTB のお客
様だけの一般のお客様より早く入場できるスペシャルプログラムやアトラクション入場の事前予約
≫を今年度も継続し「エース JTB ならでは」の旅の心地よさを体験いただけます。東京ディズニー
リゾート®では、事前にスマートフォン専用サイトから必要な情報を登録することで、予約された
ホテル（オフィシャルホテル・パートナーホテル等）でのスムーズなチェックインが可能になる「ら
くらくチェックイン」をご利用いただけます。
6）全国各地で JTB だからできる「JTB ならでは」の旅を拡充します。
北海道では「トマム雲海テラス 雲海ゴンドラエースＪＴＢ優先乗車レーン」で特別に待ち時間なく
乗車いただけるプラン、東北では温泉ソムリエ企画担当者が厳選した個性豊かな温泉のお湯くらべ
が代金不要でお湯くらべが楽しめる「東北秘湯・名湯クーポン」をご用意。
また、沖縄ではリゾート体験を満喫できるホテルで食べ放題や飲み放題の
ラウンジ、キッズコーナーもあってお子様連れでも安心の「エース JTB ラ
ウンジ」が代金不要でご利用いただけます。
更に、2018 年より北部観光バスと JTB の共同出資により開始した那覇空
港から主要ホテル間を 1 日 7〜11 便往復する「沖縄エアポートシャトル」
を交通アクセスとして「追加代金なし」でご利用いただける商品も拡充し
ました。
2019 年度上期エース JTB 商品概要
◆ “JTB 日本の旬”「国立公園」
≪北海道≫ 阿寒湖・摩周湖・屈斜路湖の 3 つのカルデラ地形が基盤となる阿寒摩周国立
公園。その国立公園で人気施設のアクティビティや遊覧船、スターウォッチ
ング、など満喫し放題の「JTB オリジナル阿寒摩周パスポート」をご用意し
ました。
≪東北≫

十和田八幡平国立公園では、雪解けの時期にだけ見ることができ
る不思議な自然現象“八幡平ドラゴンアイ”をお客様だけのプライ
ベートガイドがご案内します。

≪関東≫

日光国立公園にて、初めて訪れる方向けの、ガイド案内や送迎を
整えたプラン【朝霧に佇む 1 本のシラカバの木「小田代ヶ原の貴
婦人」を観に行こう】をご用意。9 月（出発日限定）の早朝、朝霧に包まれる白樺の
木“貴婦人”は、その名に相応しい迫力と気品を感じさせる絶景。まだほの暗い夜中に、
日光湯元エリアと中禅寺エリアの宿から出発（送迎有）します。

≪中部≫

伊勢神宮で有名な三重県に位置する伊勢志摩国立公園では、5 月 1 日の改元初日の朝
に、伊勢最高峰の朝熊岳と伊勢神宮・内宮を巡るオプショナルバスプランをご用意。
朝熊山頂展望台から日の出を観賞し、ガイドの案内で伊勢神宮内宮を早朝参拝します。

≪中四国≫ 大山隠岐国立公園にて、新緑の美しい穏やかな自然を満喫いただけるトレッキングツ
アー「奥大山トレッキングツアー」をご用意。サワグルミやトチ、ハルニレなどの巨
木を眺めつつ、せせらぎと野鳥の声に耳を傾けながら散策するプランです。地元のこ
とを熱く語ってくれるガイドが同行します。
≪九州≫

霧島錦江湾国立公園では、本州最南端「佐多岬」とＳＮＳでも話題「エメラルドグリ
ーンに輝く雄川の滝の滝壺」を巡るプランをご用意。指宿から高速船利用で大隅半島
へわずか 20 分、自然豊かなパワースポットをバスで訪ねます。
阿蘇くじゅう国立公園では、地元ネイチャーガイドと歩く「天空のお花
畑 タデ原湿原」ツアーをご用意。さわやかな湿原でのんびりと自然観
察を楽しめます。さらに、普段は立ち入ることのできない阿蘇山中腹の
草原で、地元の食材「あか牛」を始めとした阿蘇の恵みを食すランチプ
ランがおすすめ。大自然の中で、非日常的なランチを堪能していただけ
ます。

≪沖縄≫

ナガンヌ島、渡嘉敷島、座間味島などの島々を総称した慶良間諸
島国立公園にて特別企画“慶良間専用商品「世界が恋するケラマブ
ルー」
（4～9 月）”として 3 つのプランをご用意しました。
① 無人島グランピング in ナガンヌ島
② 那覇発ナガンヌ島日帰り海水浴プラン

クリ

アカヤックレンタル付
③ 那覇発ナガンヌ島上陸サンセットクルーズ
◆ 人気のテーマパーク商品では、エース JTB ならではのスペシャルプランがおすすめ！！
≪東京ディズニーリゾート®≫
スマートフォンで事前登録すればチェックインがよりスムーズになる「らくらくチェックイン」
や、羽田空港・舞浜駅～ホテル～ご自宅においてお客様の手荷物を配送する「手荷物配送」など
エース JTB ならではの快適に過ごせるプランをご用意しました。また、羽田空港～東京ディズニ
ーリゾート®を結ぶエース JTB 専用バス「東京 BayRex 号」は、2 つのパークから羽田空港行き
全 6 便と、新たに東京駅行き 2 便を新設し、ますます便利に。オフィシャルホテルやパートナー
ホテル（一部除く）では混雑しがちな朝食時のお席を優先的にご案内する「朝食優先席」で計画
的な過ごし方をサポートします。またお子様連れでも安心・快適に過ごせる「ファミリープラン」
「ベビープラン」や、カラフルで可愛い装飾のお部屋「ハピエストルームプラン」など様々なプ
ランをご用意しました。
≪ユニバーサル・スタジオ・ジャパン≫
大好評「パークオープン 15 分前に入場！（アーリー・パークイン）
」はオフィシャルホテルご宿
泊のお客様は、専用レーンから入場可能。一般のお客様より、15 分早く入場可能です。さらにア
ーリー・パークインにあわせて朝食プランも選択可能でオフィシャルホテルによっては、通常営
業時間前にご利用できる“早起き朝食プラン”、朝食をミールクーポン等に振替可能な“朝食振替プ
ラン”を展開しています。
≪レゴランド®・ジャパン≫
唯一のオフィシャル・トラベル・パートナーだから実現した話題のアトラクション「サブマリン・
アドベンチャー優先入場（追加代金不要）
」や、人気のアトラクションを最大 5 つまで優先入場
口から入場できる「JTB スキップパス」でお得に、待ち時間を短縮し、パークを満喫できます。

◆まるごと遊べるシリーズ（北海道・東北・九州）の≪まるごと遊べるクーポ
ン≫が電子クーポンの導入で更に使いやすくバージョンアップ！
≪まるごと遊べるクーポン≫は現地滞在中に遊べるコンテンツを複数の入
場施設と体験施設を組み合わせることで、ご家族でお得にご利用頂けるよう
設定した JTB オリジナルプランです。これまでは小冊子でお渡ししていた
クーポンブックをスマートフォンでご利用頂ける電子チケット化を導入。ス
マートフォンがクーポンブック代わりになり、更にご利用頂きやすくなりま
す。
◆全国各地で JTB オリジナルプランを設定
≪北海道≫
・「トマム雲海テラス 雲海ゴンドラエース JTB 優先乗車レーン」プラン
テレビドラマの舞台になる十勝をまるごと遊べるお得なクーポンが付いたプランです。エース
JTB のお客様は、乗車で混み合う上りゴンドラ乗車レーンとは別に、特別に設置した優先レー
ンからスムーズにらくらくゴンドラ乗車 OK！（上り乗車のみ対象）
≪東北≫
・温泉ソムリエ企画担当者が厳選。個性豊かな東北の温泉を、代金不要でお湯比べができる「東
北秘湯・名湯クーポン」
・新登場「復興のシンボル「三陸鉄道」に乗車！三陸海岸巡り 3 日間」≪添乗員同行プラン≫
≪東京≫
・新登場「TOKYO WATER TAXI オーダーメイドクルーズプラン」。
お好みに合わせてコースをオーダーメイドできる“コンパクトな船”のクルーズが新登場です！
≪九州≫
・ハウステンボスエース JTB 特別企画パスポート
一般のパスポートでは別料金の人気アトラクションも料金不要で利用可能です。さらに、①JTB
専用レンタサイクルの利用、②光のオーケストラ JTB 専用鑑賞席、③歌劇ザ・レビューハウス
テンボス事前座席券配布（直営 4 ホテル限定）など、JTB ならではの特典付きです。

＜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＞
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の他、全国の JTB 店舗、エース JTB 取扱店にてお取扱いしています。

