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㈱ジャルパック 販売部 

 広報担当：宮原 

TEL：03-5715-8054 

FAX：03-5715-9373 

報道関係各位 

 

国内旅行も、海外旅行も。 

２０１２年度もＪＡＬパックで「いい旅、あたらしい旅」を。 

４月からの『ＪＡＬパック』発売開始！ 
 

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大西誠）は、2012年 4月からの『ＪＡＬパック』を 1月 18日

（水）より順次発売開始しました。2010年 4月より「ＪＡＬパック」ブランドを復活、2011年 4月からは国内旅行も「ＪＡＬパック」と

なり、「お客さま視点」を第一に、“旅のプロ”としてお客さま・旅行会社のみなさまから常に指名されるホールセール旅行会

社を目指してまいりました。 

2012年度は「ＪＡＬパックブランド確立の年」と位置付け、海外は前年比 107％の 281,000人、国内は 106％の 2,008,000

人の取り扱いを目指します。キーワードは「パンフレット刷新」「JALパックならでは」「ハネムーンコース復活」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★２０１２年度上期新商品ホームページ★ 

下記 URL より新商品の詳しい情報をご覧いただけます。 

〔海外商品〕 http://www.jal.co.jp/intltour/jalpak 

〔国内商品〕 http://www.jal.co.jp/domtour/jalpak 
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売り出し日時 

 
海外商品 1月 18日 （水） 10:30 アメリカ・カナダ・中南米 ヨーロッパ・中近東・アフリカ オセアニア・南太平洋 

   14:00 ハワイ 

   16:00 グアム アジア 中国・香港 台湾 

     

国内商品 1月 24日 （火） 10:30 北海道 沖縄 

 1月 25日 （水） 10:30 東北 関東 関西 南紀 中国 四国 九州 

 

 

 
２０１１年度見込みと２０１２年度計画人数 

  

【海外商品】 
11年度見込み人数 12年度計画人数 

年間 前年比 年間 前年比 

ハワイ 111,000 92% 113,000 102% 

アメリカ 20,000 87% 22,000 110% 

ヨーロッパ 26,000 78% 27,000 104% 

アジア（香港含む） 46,000 105% 54,000 117% 

オセアニア 11,000 65% 12,000 109% 

ミクロネシア 25,000 74% 26,000 104% 

中国 5,000 67% 6,000 120% 

台湾 18,000 85% 21,000 117% 

計 262,000 83% 281,000281,000281,000281,000    101010107777%%%%    

     

 

【国内商品】 
11年度見込み人数 12年度計画人数 

年間 前年比 年間 前年比 

北海道 371,000 87% 381,000 103% 

東北、北陸、中部 76,000 64% 79,000 104% 

関東 529,000 90% 564,000 107% 

関西、南紀、山陰、山陽、四国 223,000 83% 226,000 101% 

九州、奄美群島、屋久島、種子島 336,000 85% 359,000 107% 

沖縄 360,000 85% 399,000 111% 

計 1,895,000 86% 2,008,0002,008,0002,008,0002,008,000    106%106%106%106%    
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〔パンフレット刷新について〕 
 

写真を大きく使うことで旅情感をアップ。 

最小文字サイズを上げ、より見やすく。 
写真は大きく明るいものを使用し、旅情感を誘うものを採用しました。また、お客さまアンケート、販売店さまへのヒアリン

グ、専門家を呼んでのコンサルティングなどにより、字が小さい、見づらいなどのご意見をいただき、最低 Q数（最小サイ

ズの文字）アップや不要文言の削除、目に優しい色使いなど、さまざまな工夫をおこないました。 

 

〔海外-2011年度下期〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔〔〔〔海外海外海外海外----2012201220122012 年度上期〕年度上期〕年度上期〕年度上期〕    
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〔国内-2011年度下期〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〔〔〔〔国内国内国内国内----2012201220122012 年度上期〕年度上期〕年度上期〕年度上期〕    

    
 

 

 

刷新ポイント 

 

★不要な文字を外し、写真を大きく。 

図は一目見て分かるように。 

 

★夕景・夜景の写真は出来る限り避け、 

明るい画像を採用。 

 

★見開きページには旅情感を誘う写真を大きく 

紹介し、ポイントも大きく表示。 

 

★最小文字のサイズ（Q 数）を上げ、見やすく。 
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〔海外商品〕 
 

★「ハネムーン」コース復活 

★「ＪＡＬ ＨＡＷＡＩＩＡＮ ＩＳＬＡＮＤＳ」期首商品に復活 

★ボストン線記念商品登場、サンフランシスコで３つの無料観光バスルート 

 

 海外共通  

「早決60」 60 日前までのご予約でおとなり・お近くシート

をプレゼント 
日本発着のＪＡＬ国際線区間で「おとなりシート・お近くシート」をご用意します。航空機内

で座席が離れる心配がありません。 

 

ロング方面は全国どこからでも追加代金なし。 
12 年度上期よりアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア方面は国内各地から羽田・成田までのＪＡＬ国内線が追加代金なしでご

利用いただけるようになりました。 

 

 

 ハワイ  

〔早決９０〕 お一人様につき 5,000 円引き。 
ご出発 90日前までに大人・こども・キッズ代金にてご予約された方はお一人さまにつき 5,000円引きとなります。 

 

ハワイ島やマウイ島などネイバーアイランズへの滞在商品を積極展開。 
ハワイ島、マウイ島、カウアイ島、ラナイ島のネイバーアイランズが、“JAL HAWAIIAN ISLANDS”として期首商品に復活。

ラインナップ増はもちろんのこと、クルーズやマウイ島“ハナ”などの、オアフ島では味わえない、一味違ったハワイ滞在

の楽しみ方をご提案します。 

 

シェラトンホテルズのご利用特典満載。 
ＪＡＬパックなら、4つのシェラトンホテルズご利用で最高 580 ドル分の電子マネー「リゾートカード」や、ホテル内ビーチバ

ーでのソフトドリンク飲み放題、そしてラウンジ利用などの特典を多数ご用意しています。 

シェラトン・ワイキキにご宿泊の方は、クラブフロア宿泊者専用で眺望抜群、軽朝食やドリンクサービスが受けられる “レ

アヒ・ザ・クラブラウンジ”がご利用いただけるようになりました。 

 

質の高いホテルを拡充し、豊富なラインナップを実現。 
ＪＡＬパックだけが事前確約できる、オーシャンフロントの高層階ルームをセレクションコースで展開。大切な記念日のご

旅行におすすめです。 

例：「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」 タワーウィング 9 階以上 ダイヤモンドヘッド・オーシャンフ

ロント 92または 94号室 

 

ジャルパック「レインボー・トロリー」がますます便利に。 
運行間隔の改善や、KCCファーマーズ・マーケットへの停車など、レインボー・トロリーがますます便利になります！ 

2012年夏には、2階建てオープントップバス「レインボースカイ」が登場します！ 

 

 

企画満載！ 
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■満タン返し不要、任意保険付きのレンタカープランがとってもお得！ 

■ハネムーナー、60歳以上の方に Cクラス割引サービスあり！ 

■シェラトン・ワイキキに3連泊以上でチェックイン・アウトやレストランに短い待ち時間で入場できる「スピードパス」付き！ 

 

 

 アメリカ  

ボストン線就航記念特別企画をご用意。 
2012年 4月 22日から JALが新規就航するボストンのコースには、到着日の市内観光が付いています。また、週 3本運

行のボストンオリジナル観光バス「アカデミック・ボストン号」にも、追加代金なしでご乗車いただけます。さらに、フリース

テイのコースには、ボストン市内の地下鉄やバスに使える IC カード 1週間パスも付いており、歴史あるエレガントな雰囲

気漂う学問の街、ボストンを満喫していただけます。 

ボストンのみに滞在するコースはもちろんのこと、ニューヨークやナイアガラとの周遊やコンダクター付き周遊コースも設

定しました。 

 

ＪＡＬ「バスで巡る！感動サンフランシスコ」キャンペーン 
2012年 4月 3日より、ＪＡＬがサンフランシスコで 3つのルートの無料観光バスを運行します。ヨセミテ・ナパ・ゴールデン

ゲートブリッジへ週 1本ずつの運行で、ＪＡＬ日本～アメリカ線をご利用になり、サンフランシスコに滞在される全てのお客

さまが対象となります。もちろん、ＪＡＬパックのお客さまも参加可能です。 

さらにＪＡＬパックなら、ケービルカー・市バス・地下鉄に乗り放題の「ミュニパス 3 日券」とクラムチャウダークーポンも付い

ています。 

 

■ニューヨーク、ラスベガスなどのフリーステイコースでもお得な特典付き！ 

■ペルー・マチュピチュ遺跡入口の目の前にある「サンクチュアリー・ロッジ」利用コースを設定！ 

■ＪＡＬパックなら、日本各地どこからでも東京発と同代金！ 

 

 

 ヨーロッパ  

人気のパリ・オペラ地区キャンペーンを継続展開。 
昨年大人気だったパリ・オペラ地区商品を今期も展開いたします。プチホテルからデラックスホテルまで、28 軒のホテル

をご用意。ＪＡＬパック パリ支店もオペラ地区にあり、安心です。2012 年上期「個人旅行」の対象コースには「セーヌ川ク

ルーズチケット」もお付けします。 

 

２名催行、おとなりシート確約のハネムーンコースを復活設定。 
人気のイタリアやロマンチック街道、モン・サン・ミッシェルなど全 7 コースをハネムーン向けの内容に練り直し、復活設定

しました。「おとなりシート」やお二人だけのカップルディナー、カフェクーポンを標準装備し、一部コースではダブルベッ

ドのお部屋や記念のカップルゴンドラ（ベニス）、パリではエッフェル塔での記念写真撮影なども組み込みました。 

 

■青の洞窟Wアタックや、モン・サン・ミッシェルの砂浜散歩ツアーなど、JALパックならではのコース登場！ 

■2名さまより催行コースを大増発！ （12/11上期比 108％） 

■パリ 1都市滞在全コースで、成田または羽田の出発地選択に加え、プレミアムエコノミー利用もチョイスが可能に！ 

■海外モバイルWi-Fiルーター付きコースをコンダクター付きの全コースで導入！ 

 

 



2012 年 1 月 20 日 

NO.12-01-003 

                              7 

 

 オセアニア  

ハネムーンコースハネムーンコースハネムーンコースハネムーンコースをををを復活設定復活設定復活設定復活設定。。。。ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬパックならではのおもてなしをパックならではのおもてなしをパックならではのおもてなしをパックならではのおもてなしを。 
一生の思い出となるハネムーンを、ＪＡＬパックならではの企画・サービスでお届けします。出発前から優雅な旅を実感で

きる、「空港ラウンジ」手配をはじめ、ホテルもお二人のための特別なお部屋をご用意。ゴールドコーストとシドニーでは、 

コンドミニアムに滞在するコースを新規設定しました。 

 

ＪＡＬパック流「エアーズロック」のススメ。 
「ウルル（エアーズロック）ヘリコプター遊覧」がコース組み込みで新登場。組み込み商品はＪＡＬパックだけです。「ＪＡＬ 

パック オリジナル エアーズロック満喫パック」も新登場。エアーズロックでの滞在に便利なグッズをセットにしてお渡しし

ます。また、６月９日、９月６日は「ＪＡＬパック エアーズロックの日」。当日エアーズロックに滞在されるお客さまを、ＪＡＬパ

ック貸切の素敵なディナーに無料ご招待いたします。（お申込み先着 20名様限定） 

 

■安心のＪＡＬシドニー線で行く「ニュージーランドの旅」を新展開！ 

■日本各地から「国内線追加代金なし」でご参加いただけます！ 

■JALシドニー線のＪＡＬプレミアムエコノミーがお求めやすくなりました！ 

■ハネムーンで人気のタヒチ・ボラボラ島、モーレア島コースは 10月出発まで設定！ 

 

 

 グアム  

家族旅行に最適な、きめ細かい対応とスペシャルな特典付き。 
Combi 社との提携によるオリジナルルームやコラボツアー、パパと子どもとのふれあいを楽しんで頂く「パパにおまか

せ！旅★キッズ」など、お子さま連れの家族旅行でも安心・快適なサービスを拡充しました。 

 

島内観光の２コースをリニューアル。 
経験豊富なキャプテンが案内してくれる、人気の「イルカウォッチング」が新登場。スノーケルツアーも、グアム屈指の透

明度・美しさを誇るアプラ湾にリニューアル。乗り放題のシャトルバスと合わせれば、滞在がさらに楽しくなります。 

 

■便利な時間帯にグアムを発着する JL941/JL942便を確約！現地滞在もゆったり快適！ 

 

 

 アジア・中国  

インドシナ半島の内陸国「ラオス」新登場。〔アジア〕 
アジア文化と欧米文化が融合した街並みが美しい、世界遺産の町「ルアンパバン」で素朴な人々の優しさに触れる旅を

ご紹介します。タイとの周遊コースでは、ラオス～タイの「陸路国境超え」も体験していただけます。2012年は「ラオス観光

年」です。 

 

アンコール遺跡観光のスケジュールを改善。〔アジア〕 
アンコールワット観光で訪れる「第三回廊」に行く時間を、涼しい朝に設定することで混雑を回避。 

待ち時間を短縮することができ、他の遺跡もじっくりと観光できます。 

 

大自然リゾート「カオラック」新登場。〔アジアのリゾート〕 
手つかずの自然が広がるタイ最大のパワースポットのコースが新登場。世界最古の熱帯雨林があるカオソック国立公園

まで車で 1時間。宿泊する大人のための隠れ家リゾート「ザ・サロジン」では最上級のサービスが受けられます。 
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国内各地からの国内線を、追加代金なしで。〔アジア〕〔アジアのリゾート〕 
国内各地～東京までのＪＡＬ国内線を、一部を除き「追加代金なし」でご利用いただけます。 

 

「ソウル旅満喫プラン」新登場。〔韓国〕 
定番スポットと美食にこだわった「ソウル世界遺産観光と美食プラン」や、わかりやすい日本語で韓国の家庭料理を学べ

る「韓国家庭料理チゲ＆パジョン作り体験プラン」、そしてジャルパック限定の「ゴールドかたつむり幹細胞アイクリーム

（5,000円相当）」が付いた「『アルムダウンナラ』メディカルエステ体験プラン」など、ソウル旅を満喫できる 5つの追加プラ

ンをご用意しました。人気韓流スターのドラマロケ地やスター御用達の店を巡るプランも。 

 

「日本人建築家による近代建築を訪ねる旅」新登場。〔台湾〕 
「日本人建築家による近代建築を歩く旅と故宮博物院見学 台北 3・4日間」では、19世紀後半以降に、日本人建築家に

よって築かれ、現在でも修復を繰り返しながら利用されている官庁などを散策しながら訪れます。 

 

外灘（バンド）エリアならＪＡＬパック！〔中国〕 
上海の中心エリア、外灘地区は 20 世紀初頭に建てられた西洋建築が集まり、まるでヨーロッパのようです。ＪＡＬパックは

この外灘地区にスポットを当て、外灘エリアの厳選ホテルをご用意しました。客室からも綺麗な夜景を楽しめるようビュー

にもこだわりました。お得なクーポンが付いている「ＪＡＬパックオリジナル 上海MAP」や 50元分の公共交通 ICカードも

お付けします。（一部コース除く） 

 

新登場！夜景だけじゃないノスタルジック香港〔香港・マカオ〕 
綺麗な夜景で有名な香港ですが、ノスタルジックな夕焼けもおすすめです。きれいなサンセットを見ながら乾杯をして、

沈みゆく夕日と夜景へと変わる景色をお楽しみいただけます。その後はミシュランで２つ星を獲得した「夜上海」にて豪華

なディナーを。2 日目はガイドとともに名物乗り物に乗ったり、下町情緒あふれる香港島を散策したりと、観光バスからで

はわからない香港の魅力を体験できます。 

 

■早期予約でもっとお得に！90日前予約で 3,000円引き！（中国は 60日前予約で 5,000円引き） 

■〔アジア〕フリーステイコースは、全コースお客さまごとの専用車・専用ガイドでご案内！  

■〔アジアのリゾート〕バリ島フリーコースでは 10時間専用車＆ガイドチャーター組み込み設定！ 

■〔韓国〕「ザ・ホテル」コースには専用車 10時間チャーター付き！ 

■〔台湾〕JALパックなら、人気の観光地「九份」をノスタルジックな夕暮れ時に訪れます！ 

■〔中国〕期首商品コースでは観光中、帰国時ショッピングには一切立ち寄りません！ 
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〔国内商品〕 
 

★「早決（ハヤキメ）」に 90 日前設定新登場。 

★「ＪＡＬで行く東京スカイツリー」にもＪＡＬパックならではの特典・企画。 

★沖縄「ＪＡＬライナー」が全ルート乗り放題に。 

 

 国内共通  

「早決（ハヤキメ）」で早めのお申し込みがとってもお得。 
例えば、北海道旅スケッチなら、90日前までのお申し込みで 1泊につき 3,000円引き（7・

8月泊のみ）、60日前までなら2,000円引き、30日前までなら1,000円引き（一部500円）。

早く申し込めば申し込むほどお得な設定となっています。 

 

「ＪＡＬ航空教室」に無料でご参加いただけます。 
ＪＡＬが社会活動の一環として無料で実施している、羽田空港機体工場見学に無料でご参加いただけます。大迫力の飛

行機や機体整備の様子を間近に見られるまたとないチャンスです。 
 

「ＪＡＬパック 宅配便プラン」新登場。 
お帰りの空港でお荷物をお預かりし、ご自宅までお届けします。手荷物を持ち歩くわずらわしさが解消され、ご自宅まで

手ぶらでらくらく便利に。お客さまの旅を最後までサポートします。 
 

 

 北海道  

人気リゾートステイコースが新登場。 
東京発商品に、北海道の人気リゾート「トマム」「ルスツ」「キロロ」にステイするお得なコースが新登場。フリーコースと滞在

中レンタカー付きコースを設定しましたので、滞在中の楽しみ方に応じたコースをお選びいただけます。滞在中夕食1回

付きですので、北海道の食材を中心とした各ホテル自慢のバイキングをお楽しみいただけます。また、滞在中レンタカー

付きコースでは、ガソリン満タン返しが不要に。さらに、6日間は延泊料金のない 5日間と同額設定としています。 

 

早めのお申し込みがおトク。 
〔旅スケッチ〕90日前までのお申し込みで、1泊につき 3,000円引き（7・8月宿泊のみ）。60日前までなら 2,000円、30日

前までなら 1,000円（一部 500円）と、早く申し込めば申し込むほどお得な割引設定となっています。 

〔オプショナルプランレンタカー〕60日前までにお申し込みなら、1泊につき2,000円引き、30日前までなら500円～1,000

円引きと、こちらもお得な設定としています。 

 

■「北海道ガーデン街道を巡る花旅」に 4施設で利用可能な北海道ガーデン街道チケット付き！ 

■4/28～6/30に期間限定で運行される「JAL旭山動物園号」に無料でご乗車できます！ 

 

 

 旅スケッチ東北  

東北産にこだわった料理の仕入れ・販売を強化。 
東北らしい食事素材の仕入強化を行い、「夕食 UP プラン」「宿自慢の味」のラインナップを大幅に増やしました。東北に

行かなければ味わえない料理を堪能いただけます。 

 

 

企画満載！ 
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世界遺産をオプショナルツアー化。 
東北に二つある「白神山地」「平泉」の世界遺産を、コース組み込み型からオプショナルツアー化することで、ホテルとの組

み合わせが自由自在におこなえて、よりお申し込みしやすくなりました。 

 

オプショナルプランのラインナップを強化。 
 
「角館スイーツちょい食べ歩き」 
地元に愛されているお菓子店をガイドと一緒に巡りながら、武家屋敷を散策します。特に桜並木が見えるカフェレストラ
ンで食べる「角館スイーツ桜三昧セット」はイチ押しです 

 
「蔵の町・増田 内蔵探訪」 
秋田県の南部、横手市増田町は江戸末期から昭和初期にかけての歴史的建造物が多く、約 40 軒には内蔵があります。
雪害から蔵を守るため、家の中に作った内蔵をガイドと一緒に巡ります。 

 
「小岩井農場プレミアムツアー」 
昨年創業 120周年を迎えた小岩井農場で、農場職員ガイドが歴史的建造物や普段入ることができない生産現場をご案
内する日曜限定開催のツアーです。農場産食材にこだわった小岩井づくしのランチが付いています。 

 

早めのお申し込みがおトク。 
60日前までのお申し込みで、1泊につき 1,000円引き。30日前までなら 500円と、早く申し込めば申し込むほどお得な割

引設定となっています。 

 

■貸切風呂無料プラン新登場！ 

■「記念日のおもてなし」に、「定年退職プラン」新登場！ 

 

 

 ＪＡＬで行く東京ディズニーリゾート  

大人気ホテルの贅沢プランを実現。 
「ディズニーホテルステイ 3 日間」のコースでは、1 泊目はディズニーアンバサダーホテルで、2 泊目は東京ディズニーシ

ー・ホテルミラコスタで新登場のダッフィーをモチーフにした「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジスペシャルルー

ム」や「ポルト・パラディーゾ・サイド・バルコニールーム ハーバービュー」に宿泊する贅沢なプランを組むことも可能で

す。 

「ポルト・パラディーゾ・サイド・バルコニールーム ハーバービュー」は、旅行会社ではジャルパックだけがご用意できる、

人気のナイトエンターテイメント「ファンタズミック」が鑑賞できるおすすめのお部屋です。 

 

東京東京東京東京ディズニーシーをディズニーシーをディズニーシーをディズニーシーを大満喫大満喫大満喫大満喫できるコースをできるコースをできるコースをできるコースを設定設定設定設定。。。。 
人気のナイトエンターテイメント「ファンタズミック！」が指定鑑賞エリアから見られる＆豪華客船をモチーフにした「S.S.コロ

ンビア・ダイニングルーム」でスペシャルランチが食べられ、さらにはこのコースだけのスペシャルプレゼントをご用意しまし

た。旅行会社ではジャルパックだけが設定できる特別なコースです！ 

 

お子さまにうれしいサービス満載。 
ベビーカーレンタルはもちろん、人気の「ミッキーチュロス」やＪＡＬパックオリジナル「たためるレジャーマット」のプレゼント、

ディズニーキャラクターが天井いっぱいにひろがる「おやすみホームシアター」付きルームもご用意しています。 

 

「早決９０」新登場。早めのお申し込みがおトク。 
1 泊につき最大 4,000 円割引。７・8 月には「早決 90」を新設定しました。ＪＡＬパックは夏休みの家族旅行を応援します。 

現地合流のお客さまにも「早決 90・60・30」が適用になります。 
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■ディズニーの仲間たちが描かれたＪＡＬパック専用「マジカルファンタジー号」が羽田空港へお出迎え！ 

■ハネムーナーの方に、数量限定の 4,000円分レストラン＆ラウンジ券をお付けするプラン新登場！ 

■東京ディズニーシーでは 1部屋に 1つ、「ポップコーンスーベニアバケット」をプレゼント！  

■人数限定！早い者勝ち！「ビッグバンドビート」鑑賞券プレゼント！ 
 
 

 オフィシャルエアラインＪＡＬで行く東京スカイツリー  
1月 16日（月）にニュースリリース発信済み。 

リリースURL：http://jalpak.jp/news/news/2012011601.html 
 
 

 東京ストーリー+横浜  

東京スカイツリー第1展望台オプションプラン登場。 
5月 22日開業の「東京スカイツリー第 1展望台日付指定入場券引換券」のオプショナルプランが新登場！ 

 

早めのお申し込みがおトク。 
45日前までのお申し込みで、1泊につき 1,500円～2,000円引き。30日前までなら 500円～1,500円引きと、早く申し込め

ば申し込むほどお得な割引設定となっています。 

 

■80以上のメニューから選べる「ＪＡＬスタイルクーポン」付き！ＪＡＬホテルズに 2泊以上でもう 1枚付いてきます！ 

■昼食時間帯は行列の絶えない元祖親子丼・軍鶏鍋の名店「玉ひで」が予約できるのは JALパックだけ！ 

■東京スカイツリーと東京タワーの２大タワーがご覧いただけるお部屋設定あり！ 
 
 

 関西・南紀・山陰・山陽・四国  

南紀でオリジナルパンダ体験。 
「パンダに大接近！南紀わくわく体験２・３日間」では、「アドベンチャーワールド」にて、パンダを間近に観察できる貴重な

体験プログラム「ＪＡＬパックオリジナル体験パンダツアー」に参加いただけます。旅行のお申し込みと同時に事前予約が

できるのはＪＡＬパックだけです。４月からは関西国際空港利用コースも新登場。 

 

「縁結びクーポン」で人気のパワースポット出雲を満喫。 
出雲路の縁結びスポットを巡って楽しむ旅、「縁 JOY出雲路」コースには、ＪＡＬパックオリジナル「縁結びクーポン」がツア

ーご参加の方全員に付いています。お一人様での参加も可能。クーポンで使えるメニューも増え、良縁の祈願をお手伝

いします。 

 

■「宮島」「音戸」清盛ゆかりの地を訪ねる旅、新登場！ 浴衣の似合うまち「城崎温泉」コースも新設定！ 

■早決 60・30のホテル割引に加え、レンタカーも 30日前までのお申し込みで 500円引き設定あり！ 
 
 

 九州  

ＪＡＬライナーで九州の見どころを満喫。 
ＪＡＬパックならではの「ＪＡＬライナー」を使えば、九州の見どころをムダなくまわれます。バスを組み込んだ「ＪＡＬパックお

すすめバスツアー」もご用意。人気の黒川や、女性におすすめの由布院など、安心・快適な旅をサポートします。 

 

早めのお申し込みがおトク。 
60日前までのお申し込みで、1泊につき 2,000円引き。30日前までなら 1,000円引きと、早く申し込めば申し込むほどお

得な割引設定となっています。 
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■南九州の「美しきもの」を訪ねる旅新登場！薩摩切子のキーホルダー付き！ 

■レンタカー、JRフリーきっぷに早決特典あり！ 

 

 

 奄美群島・屋久島・種子島  

縄文杉トレッキングコース新登場。 
屋久島へトレッキングを目的に行かれるお客さまに、縄文杉トレッキングコースをご用意しました。熟練の現地ガイドがご

案内。送迎付なので、初めてのお客様でも安心してトレッキングをお楽しみいただけます。 

 

■奄美群島で食事や体験・観光に使えるお得な「し～まクーポン」をご用意！ 

■早決も、ホテル割引に加えオプショナルレンタカーなどでも設定あり！ 

 

 

 沖縄  

観光、移動に便利なオリジナルバスが全ルート乗り放題に。 
首里城公園や沖縄美ら海水族館などの観光地を巡る、「ＪＡＬライナーやんばる号（中北部観光）」「ＪＡＬライナーシュリ号

（南部観光）」「ＪＡＬ美ら海シャトルバス」「ＪＡＬオクマ・アリビラシャトルバス」の全４ルートを乗り放題でご利用いただけるよ 

うになりました。さらに、一部ルートでは日傘貸し出しなど女性に嬉しい特典をご用意しました。 

 

「家族の想い出」に新コース登場。 
特別企画「家族の想い出」に「ホテル日航アリビラ」利用コースが新登場。家族揃って会話を楽しみながらお食事をして

いただけるよう、滞在中 1 回夕食をお付けしている他、記念写真、手作り体験などこのコースだけの特典を多数ご用意し

ています。 

お部屋は、パノラミックに水平線を見渡せるオーシャンフロントツインルーム（7・8階）をご用意。沖縄の人気ホテルでの階

層眺望指定は極めて珍しく、JALグループならではの企画となっています。 

 

早めのお申し込みがおトク。 
「早決90」新登場！90日前までのお申し込みで、1泊につき3,000円引き（7・8月宿泊のみ）。60日前までなら2,000円、

30日前までなら 1,000円と、早く申し込めば申し込むほどお得な割引設定となっています。 

 

■滞在中の雨天時にご利用可能な観光施設のクーポン「雨の日クーポン」をプレゼント！ 

■60歳以上のお客さまは旅行代金 2,000円割引および往復宅配が無料になって新登場！ 

 

 

このほかにも、様々なプランをご用意しております。詳しくはパンフレット・ＨＰをご覧ください。 

「４月からのＪＡＬパック」詳細は下記 URL からご確認頂けます。 

 

海外： http://www.jal.co.jp/intltour/jalpak 

国内： http://www.jal.co.jp/domtour/jalpak 
 

国内旅行、海外旅行のジャルパックは、これまで以上に「お客さま視点」を第一に考え、“旅のプロ”としてお客さま・旅行

会社のみなさまから常に指名されるホールセール旅行会社を目指してまいります。  

 

以上（写真は全てイメージです。） 


