ＪＴＢ広報室
〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 TEL.03-5796-5833 FAX.03-5796-5848 http://jtb.jp/

2018 年第 4 号
（2018.1.17）

2018 年度 エース JTB 新商品発表
JTB ならではの地域観光素材やオリジナルプランを拡充！
■価格変動型のパッケージプランがパワーアップ 新ブランド「ダイナミック JTB」国内旅行商品新発売！
■上期注目方面は日本の旬開催の「瀬戸内・山陰」
■人気のテーマパークへ行くなら楽々・快適！エース JTB だけのスペシャルなプランで！
■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と新たな旅のスタイルをご提案
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 2018 年度の新商品を 1 月 19 日（金）より順次発売します。
2018 年は、4 月 28 日（土）にグランドオープンするレゴランド®・ジャパン・ホテル、東京ディズニーリゾー
ト 35 周年、春から 4 大アトラクションが続々オープンするユニバーサル・スタジオ・ジャパン、テレビドラマで
注目されている西郷隆盛ゆかりの鹿児島、行楽シーズンの 3 連休増効果（日並びのよさ）などがあり、国内旅行へ
の意欲は堅調に推移していくものと想定します。
2018 年度の「エース JTB」は、多様化するお客様のニーズ・旅行目的への対応を強化するため、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、④お客
様の声を活かした品質向上に加え、
「新ブランド」を立ち上げ、エース JTB 販売額 3,100 億円を目指します。

１）新ブランド「ダイナミック JTB」国内旅行商品 1 月 25 日以降順次発売
価格変動型プラン「エーススペシャルセットプラン」
（航空機+宿泊、JR+宿泊のセットプラン）に加え、価格訴
求からお客様の嗜好に合わせた高付加価値の宿泊施設までプランを増やした新ブランド「ダイナミック JTB」が
誕生します。プラン数はこれまでの約 400～500％増となり、旬な価格でお客様の様々なニーズに対応できる商品
です。
２）2018 年度上期注目の方面は「日本の旬 瀬戸内・山陰」
2018 年 4~9 月の注目方面は、JTB グループ国内キャンペーン「日本の旬 瀬戸内・山陰」を展開する広島、岡
山、鳥取、島根、山口の 5 県です。のどかな「瀬戸内海」と力強い「日本海」に囲まれ、魅力的な旅の風景の宝庫
である 5 つの県の海・山・街・食・歴史にスポットをあて、JTB ならではの時期・季節に応じた各地域の新たな
過ごし方をご提案します。
３）テーマパークは JTB オンリーの“ストレスフリー”のサービスに注目
各人気のテーマパークは様々なイベントや新アトラクション、オフィシャルホテルの開業など、益々注目が集ま
ります。JTB ではユニバーサル・スタジオ・ジャパンとレゴランド・ジャパンのオフィシャル・トラベル・パー
トナーとして、エース JTB のお客様だけの優先入場や体験予約、先行宿泊販売など、他にはないプランを多数ご
用意しております。
2018 年もエース JTB でテーマパークをストレスフリーで楽々、快適にお楽しみいただけます。
４）新たな JTB オリジナルプランを各地で設定
北海道では JTB オリジナルの演出を楽しむ「感動劇場」や札幌近郊で４輪バギーやツリートレッキング＆ジッ
プラインなど大自然が体験できるプラン、東京では東京 2020 オフィシャルパートナー（旅行サービス）の JTB だ
から実現する新たなバスプランの設定、沖縄ではやんばるの大自然と神秘のパワーを感じる旅など、各地域で JTB
ならではのプランを強化しました。
エース JTB では、JTB ならではの感動を生むリアルな旅行体験の創出をすすめ、様々な旅のシーンに合った企
画性の高い旅先でのプランを多数提案することで、旅行市場の拡大を目指します。

2018 年度上期 エース JTB・ダイナミック JTB 商品概要
■新ブランド「ダイナミック JTB」

1 月 25 日（木）より順次発売

4 月出発からのダイナミック JTB の国内旅行商品は、全国約 3,000 軒以上の宿泊施設と航
空機または JR を組み合わせ、部屋の空室状況などにより変動するこれまでのエーススペシャ
ルセットプランに加え、価格訴求からお客様の嗜好に合わせた高付加価値の宿泊施設までプラ
ンを拡充し、よりお客様の様々なニーズに対応できる商品です。
1 月 25 日に発売する東京・大阪・名古屋発着の北海道・沖縄方面では、お得なオープンセ
ール商品を発売します。
4 月後半から 5 月にかけて順次追加発売となる商品については、お客様の嗜好に合わせた高
付加価値型の宿泊素材をさらに追加し、プラン数をこれまでの 400～500％に増やし、

（チラシイメージ）

いつでも「ダイナミック（旬）な最新価格」で販売します。旬なプランを旬な価格で即時に販売するため、紙のパ
ンフレットは制作せず、タイムリーに情報発信を実施、観光旅行やビジネスのみならず、遠方のコンサートやイベ
ントなど様々な用途で利用が可能です。ホームページの他、コールセンターやエース JTB 取扱店で販売し、JTB
ならではの着地コンテンツが充実したオプショナルプランと併せて購入も可能です。
多様化するお客様ニーズに販売店のコンサルティングを活かし、よりマッチした商品を展開致します。

■日本の旬 瀬戸内・山陰（2018 年 4 月～9 月）
JTB グループの国内キャンペーン「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いますが、2018 年度上期は「瀬戸
内・山陰」で展開します。
「ふたつの海と、心地のいい旅舞台。海、山、街、食、歴史、ここで過ごす時間が五つ星」をコンセプトに瀬戸
内・山陰の各地の魅力（周遊観光やグルメ、体験・イベントなど）を活かし、旅をより楽しめるプランでお客様に
感動のシーンを提供します。

1．風光明媚な瀬戸内・山陰の見どころを周遊観光するバスプランや周遊割引をご用意！！
１）やまぐち絶景満喫バス（4～9 月）
山口県が誇る絶景で人気スポットの「角島大橋」と 123 基の赤い鳥居が印象的な
「元乃隅稲成神社」の 2 大人気絶景スポットを効率よく観光できるバスプラン。
２）新登場！お得な周遊割引
広域なエリアを周遊しながら色々な見どころを回っていただくために 2 県 2 泊
以上のお申込みで 1 泊あたり 2,000 円の割引を設定しました。
早期申込割引と併用し、最大 2 泊 3 日で 8,000 円引きも可能になります。

（元乃隅稲成神社イメージ）

2．地元ならではの旬の食を満喫！
１）新登場！ご当地スイーツグランプリ
全国的に有名なスイーツから、地元の人にしか知られていないスイーツまで、各県 3～5 ヶ所で、最大 5 県ま
で代金不要でご当地自慢のスイーツを楽しみながら周遊いただけます。
２）新登場！旬の極み～心躍る晩餐～
お客様アンケートで料理の評価が高いお宿の中から、各県 1 施設を選定。旬の食材にこだわった料理内容と腕
利き料理長の技で思い出に残る美味を満喫いただけます。

3．各県の旬のイベントを楽しむ新たなオプショナルプランをご用意！
１）岡山県：開通 30 周年、瀬戸大橋「塔頂」ツアー（6 月限定）
海面 175 メートルの塔頂から瀬戸内海の雄大なパノラマ絶景を堪能いただけます。
２）鳥取県：日本遺産・日本一危険な国宝～三徳山投入堂特別参拝と三朝温泉ツアー
（4～5 月限定）
日本遺産 三徳山で垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられた国宝指定の投入堂

（イメージ）

までご案内します。参拝後は三朝温泉に特別料金で入浴できる癒しの旅です。
３）島根県：松江城夜間入場（7～8 月限定）
全国でも数尐ない正統天守を持つ松江城で入場閉館後、JTB のお客様だけに国宝松江城天守閣の特別入場
ができるプランを設定。普段見ることができない 360 度一望できる松江市街の美しい夜景が堪能できます。
４）広島県：広島夜神楽観賞（5 月限定）
全国有数の神楽どころ広島での新たな夜の過ごし方を提案します。現存する希尐な被爆建物「旧日銀広島支
店」での夜神楽をお楽しみいただけます。（広島市内にご宿泊のお客様は代金不要）
５）山口県：
「地元ガイドとあるく松陰神社と松下村塾特別講話」（7～9 月限定）
歴史に詳しい地元ガイドと共に松陰神社や神社内の石碑スポットを巡り、世界遺産となった普段入場できな
い松下村塾に特別入場いただき、宮司又は神職の講話をお聞きいただけます。

■人気のテーマパークへ行くならエース JTB だけのスペシャルプランがおすすめ！
レゴランド・ジャパンへの旅
4 月 28 日グランドオープンのレゴランド®・ジャパン・ホテルは、レゴランド・ジャ
パンで旅行会社唯一の「オフィシャル・トラベル・パートナー」である JTB では、グラ
ンドオープン前の 4 月 1 日（火）～27 日（金）にひと足先にご宿泊いただけるプランを
ご用意しました。
また、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

（外観イメージ）

スペシャルな 2 つのプラン＜①人気の（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。該当商品で宿泊を申込された方限定でレゴランド®・ジャパン隣接施
設メイカーズピアのご協力により、同施設で利用できる 1,000 円分のお買い物券もご用意しました。
さらに首都圏から名古屋方面に車で旅行される方へ、高速代金が最大 50％オフになるエース ETC 割引プランが
新登場！4 月 1 日出発分から該当の宿泊施設と併せてお申込ができます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅
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に宿泊するとパークオー
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」をご用意しています。人
気のエリアやアトラクションにひと足先に到着でき、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！
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」でお申込の方には、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」エリアの『入場確約券』が付きます。さらに、旅行代金におひとり 1,600 円（おとな・こ
ども共通）追加で人気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」を申込みいた
だけます。
「プレミアム・パッケージ」プランには、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。オフィシャルホテルに宿泊すると、宿泊日翌日の「アーリー・パークイン」が付くプランや、パーク
内にある「エース JTB ラウンジ」がご利用いただけるプランなど、エース JTB ならではの特別な体験ができます。
また、1 月 19 日から 6 月 24 日期間限定で開催される史上最大のユニバーサル・クールジャパンのオプショナル
プランも用意しています。

東京ディズニーリゾートへの旅
今年 4 月に開園 35 周年を迎える東京ディズニーリゾート。エース JTB「東京ディズニーリゾートへの旅」では
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」やレストランへ優先的に入れる「朝食優先席」など
待ち時間を尐しでも解消し、パークを楽しんでいただけるポイントや、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「プレミアムプラン」、かわいい装飾のお部屋「ハピエストルーム
プラン」など様々なプランをご用意しています。

長崎ハウステンボスへの旅
ハウステンボスは、次々と繰り出される新しいアトラクションや日中とは全
く異なる表情を見せる夜のイルミネーションも評判です。
スムーズにハウステンボスを楽しむなら JTB だけの「エース JTB 特別企画パ
スポート」がお得！通常販売しているパスポートと同料金で、通常有料のアト
ラクションの一部を“料金不要”、1 回のみの回数制限アトラクションの一部を
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©ハウステンボス

2 回まで利用、満席御礼の公演も多いハウステンボス歌劇団の事前座席券、
「光のオーケストラ」エース JTB 専用
鑑賞席など、4 つの特典付（宿泊ホテルにより利用できない特典もあります）。最大で大人お一人様 1,900 円もお
得になります。

■各地域で JTB オリジナルプランが続々新登場！
●北海道
【新登場！感動劇場】
夏の北海道の夜を北海道各地で楽しむ「感動劇場」が新登場！VR 映像で札幌市内や函館市内の空中散歩を体感
できるプランを代金不要でご用意。他にも十勝川温泉で「幻想的なバルーングロー観賞と十勝素材を味わう夕べ」
などのオプショナルプランもおとな・こども共 500 円でご用意します。
【新登場！どさんこアドベンチャー】オプショナルプラン
札幌や定山渓にどさんこアドベンチャーが新登場！札幌のワンダーランドサッポ
ロでは、４輪バギー体験とすぐそばの畑で採る新鮮なもぎたて野菜と美味しいお肉
の 60 分間バーベキュー食べ放題プラン、定山渓ファームでは自然豊かなフルーツの
テーマパークの中でツリートレッキング＆ジップラインが体験できます。エース
JTB のお客様にはちょっぴり果物狩りを楽しめ、その果物を生ジュースにしてお召
し上がりいただけるプラン（時期により冷凍の果物を使用）をご用意しました。

ツリートレッキング（イメージ）

【新登場！美瑛の丘レンタサイクル体験プラン】
美瑛の丘ではレンタサイクル体験プランが新登場！通常よりもお得にレンタルできる電動自転車でパッチワー
クの路やパノラマロード地区の風光明媚な観光スポットを快適かつ効率的にまわれます。

●東京
【新登場！エース JTB バス 東京 1964＆東京 2020 オリンピックをめぐる TOKYO おもてなし号】
2020 年の東京オリンピックに注目し、エース JTB だけのプランが新登場！今だから見られる建設中の新国立競
技場や選手村、ベイエリアの競技場をめぐり、2020 年の東京オリンピック開催までに刻々と変貌する東京の景色
を楽しめるバスプラン。また、駒沢公園にある、東京オリンピックメモリアルギャラリーでは世界記録を体感でき、
オリンピアンの偉大さを実感できます。代金不要でバスガイドがご案内します。
※株式会社 JTB は、東京 2020 オフィシャルパートナー（旅行サービス）です。

【新登場！Ｔｏｋｙｏ美食】オプショナルプラン
1964 年東京オリンピックで選手村でも料理長を務めた帝国ホテル第 11 代料理
長・村上信夫が考案した 2 つのメニューをプランにしました。ひとつは帝国ホテル内
にある日本初のブッフェレストランで伝統の料理を堪能する「バイキング」プラン。
もうひとつはエリザベス女王から名前の冠を許された１品を組み込んだ、
エース JTB
オリジナルプラン「レガシーコース」。2 度目の東京オリンピックを迎える前に、受
け継がれている料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。

海老と舌平目のグラタン
“エリザベス女王風”

●沖縄
【エース JTB ラウンジに 3 つのラウンジが新登場！】
ホテル内の便利な場所に用意された JTB のお客様だけの「エース JTB ラウンジ」に昨年 10 月から 3 つのラウ
ンジが追加（沖縄全体でラウンジ、ラウンジ・カフェが全 15 施設に）
。ホテル滞在中何度でもソフトドリンクやス
イーツを代金不要でお召し上がりいただけます。
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

5・6 月は 16:00～18:00 のハッピーアワーにビールが代金不要で飲み放題。

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

4～6 月は「私がつくるオリジナルパフェ（ソフトクリーム＆トッピング）
」のほか 16:00
～17:00 のハッピーアワーでは 12 種類のアルコールをお楽しみいただけます。

ダブルツリーby ヒルトン那覇首里城

那覇市内唯一のエース JTB ラウンジがあるホテル。ハッピーアワーには、席までお通
しやスイーツプレートやソフトドリンクをお持ちします。

＜沖縄注目のプラン＞
【新登場！やんばるの神秘ヒーリングガイドツアー】
やんばる国立公園の特別保護地区内にある「大石林山」は沖縄最北端のパワースポット。巨大なガジュマル、6
万本のソテツ群落、奇岩や巨石など大自然のパワーを体感できます。エース JTB では、ヒーリングガイドツアー
を新企画。エース JTB のお客様専用「ヒーリングコース（一部普段立ち入ることができないコースがエース JTB
専用）
」で森林浴をしながらガイドの話を楽しめ、東シナ海の絶景を展望台から眺めることができます。

■お客様の声を活かした商品の設定
【
「今までにない旅」はお客様の声を活かしパワーアップ！】
2017 年度から試験的に導入した NPS（顧客推奨度調査）を使ったお客様アンケートのご意見をもとに、現地添
乗員同行プラン「北海道大自然号」をリニューアル。人気の「ベストヒット道東」は余裕のある行程に変更し、見
どころをしっかり押さえ、さらに満足度を高める工夫を行いました。また、北海道ならではの昼食も充実し、旅行
中にメニュー選択でき、いす席で食事ができるコースも増やしました。
さらに、北海道や東北方面のプランでは欠航や遅延で到着空港に間に合わない場合、到着空港から 1 日目の立寄
り箇所または宿泊施設までの移動に伴う交通費を JTB が負担します。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
ＪＴＢ広報室 ０３－５７９６－５８３３
＜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。

