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当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。
また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。
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オリジナルギフトトラベルの魅力

⚫ 受け取った方が好きな日に利用できる。

⚫ 施設のエリア・ラインナップ・設定期間がえらべる。

⚫ 社史など読物的要素を加え、記念冊子として制作が可能。

⚫ JTBギフトトラベルセンターオペレーション部門に専用デスクを配置可能。

⚫ 追加代金で、人数増にも対応可能。

⚫ 換金性がなく「旅行」として利用が可能。

オリジナルギフトトラベルだからこそ伝わる「ありがとう」の気持ち

≫ https://www.jtb.co.jp/stores/j6673-1/promotion/gift/

JTB  Gift Travel Center
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Receive
旅を受けとる

旅を「カタチ」で贈り

ます。ブックスタイル

やカードタイプのギフ

トカタログ。プレゼン

トを包装をすれば開け

る“ワクワク感”をさら

に創出します。

1. ギフトトラベルのしくみ

急速に進む「働き方」ダイバーシティの社会において、ギフトを受け取った方のご都合に

合わせて選べる新しい「旅スタイル」。選ぶ楽しみ・旅に出る楽しみ・次回への楽しみと

旅マエ・旅ナカ・旅アトと３つのシーンで伝わる「ありがとう」の気持ち。ギフトトラベ

ルは新しい旅のカタチをご提供します。

Choice
旅をえらぶ

大切なご家族と肩を寄

せ合い「旅をえらぶ」。

贈った方へ“ありがと

う”の気持ちを感じなが

らコミュニケーション

を醸成します。

Apply
旅を申込む

専用コールセンターへ

お 電 話 （ 別 途 費 用 必

要）または、専用Web

システムからお申込み。

店舗に並ばず初めての

方でも簡単にお申込み

が可能です。

Travel
旅する

クライアント様専用宿

泊プランとして大切な

お客様をお出迎えいた

します。サプライズな

ど「旅ナカ」の演出も

可能です。

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。
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２．オリジナルギフトをつくる

ご予算とご希望に合わせたオリジナルギフトの作成が可能です。

冊子型

オリジナルカタログ
ギフトを受け取った方へ高いメッセージをお伝えする

オリジナルのプレゼントカタログをお作りします。

カタチの残る冊子には社史の要素なども加えることで

記念誌としてのご利用も可能です。

Point（スタンダード）

作成スケジュール
決定～納品まで

約６カ月

コストパフォーマンス ：★★
オリジナル性 ：★★★★★
メッセージ性 ：★★★★★
商品ラインナップ数 ：★★
発刊後の商品変更 ：★
紙面アレンジ ：★★★★

JTB  Gift Travel Center

掲載施設数、ページ数、デザイン内容により作成期間は変わります。

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。
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３. 豊富な商品ラインナップ

JTB  Gift Travel Center

２名様 食事プラン

東京 有楽町 ヘイフンテラス
（ザ・ペニンシュラ東京内）

中国江蘇省、蘇州の古い庭園をイメージした趣ある空間でいた
だく本格的中国料理。シンプルでありながら、伝統的な広東料
理をご提供します。

２名様 平休日宿泊プラン

岐阜 下呂 水明館（１泊２食付き）

飛騨川の渓流に静かな樹影を映し、四季折々の自然美が目
を楽しませる、千年の昔から今に伝わる下呂温泉。清流と
緑の自然美を背景に１万余坪の広大な敷地内に庭のある東
海地方随一の規模を誇るリゾート旅館です。

50,000円プラン（一例）

ギフトトラベルセンターでは、これまで１７年に渡るギフトカタログ会社への商品提供
から蓄積した豊富なコトギフト（宿泊・日帰り・食事・体験）を取り揃えています。

50,000円プラン（一例）

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。

オリジナルギフトカードの作成の時間は上記にはふくまれません。
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ＪＴＢ１００余年の歴史・信頼が築き上げた圧倒的な仕入力で、クライアントのご要望を

満たす「ギフトプラン」を企画いたします。

補足｜豊富な商品ラインナップ（営業フロント／メリット）

6JTB  Gift Travel Center

宿泊プラン
（価格帯30,000円～100,000円）

ＪＴＢ契約の旅館・ホテルから年間を通じて
同一料金の条件を引き出しギフトプランを企
画。5つ星の宿からリーズナブルなホテル迄多
くの施設からオリジナルプランを造成します。

日帰り・食事プラン
（価格帯10,000円～50,000円）

全国の旅館を中心に企画した「温泉（昼食付）
プラン」から特別な時間を演出できるホテル敷
設の一流レストランでの「豪華食事プラン」ま
で全国各地のオリジナルプランをご用意。

体験プラン
（価格帯3,000円～30,000円）

ＪＴＢオリジナルの体験プランから、体験ギフ
ト専門会社「アソビュー」と連携により、全国
各地の体験プランをご用意いたします。

全国９エリア

【圧倒的な仕入力】

宿泊プランについては、ＪＴＢギフトプランは、
ＨＲ在庫を活用して特別にプランニングしてご提
供します。
JTBの客室在庫管理は他社と異なり全客室数の
15％～50％程度まで網羅しています。

（東海・北信越）

（沖縄含む）

いたし

※価格帯は上記以外にもご相談に応じます。

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。
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４. 専門オペレーション

ＪＴＢギフトトラベルセンターでは、長年の実績により培った「専用コールセンター」・

「Ｗｅｂ受付フロー」・「ご利用券発送業務」とギフトカタログのプロフェッショナルと

してクライアントの大切なお客様からのお申込みを受付いたします。

コールセンター特徴

⚫ お電話で、空室状況やご予約が可能です。

⚫ クライアント様専用コールセンターを設置すること

で、繋がりにくいを解決することが可能です。

⚫ お客様は単純にご希望とご利用希望日を決めてお申

込みされることは少なく、さまざまな質問にもお応

えするコンシェルジュ対応を行っています。

JTB  Gift Travel Center

コールセンター
2002年センター発足以来～１８年
の歴史と専門性で、年間約６万件
のお客様対応を行っています。
「ギフトトラベル」専門のコール
センターでは、プロフェッショナ
ルな電話対応でお客様からの細か
なご要望にお応えをいたします。

後方・発送チーム特徴

⚫ 専用Ｗｅｂ受付システムでお申込み頂いたお客様へ

迅速な手配と回答を実現しています。

⚫ 年間数万に渡る「確認書等発送」では、クライアン

トのご希望に合わせて封入書類を変えること等のき

め細かいが対応にお応えします。

※封入物に関しては作業量等によってはお断りする場合もあるため個別

にご相談ください。

後方・発送チーム
近年増えるＷｅｂでのお申込み。「ギ
フト専用Ｗｅｂ受付システム」をご利
用のお客様へ迅速な手配と回答をメー
ルでお送りいたします。また、多岐に
渡る確認書等の重要書類を迅速かつ丁
寧にお客様のお手元へお送りさせてい
ただいております。

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。

※コールセンターでは、「ギフトプ
ランのみ」の受付となります。付随
する交通手配等はお受けできません。
また、コールセンターを利用される
場合は、別途人件費等の費用が発生
します。
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5. ご活用領域

オリジナルカタログギフトのしくみはクライアントのニーズに合わせて多様なご活用をい

ただいております。既成のカタログギフトでは伝わりにくい「ありがとう」の気持ちを確

実にご利用者へお伝えすることが可能です。

セールス・プロモーション領域 周年イベント・インセンティブ領域

多様な働き方の中で、一同に集まるイベントの開催が難しい昨

今。従業員のみなさまとご家族へ社との帰属意識を高める優良

なコンテンツとしてギフトトラベルをご利用いただいておりま

す。

ご利用者のお客様にとって、お好きな日におすきな場所へ。

「旅」というメッセージ性の高いコンテンツをプレゼント。専門

的な商品造成からオペレーションを兼ね備えたギフトトラベルの

しくみを多数ご採用いただいております。お客様のブランディン

グに沿った商品提供が可能です。

JTB  Gift Travel Center

大手通信販売年末キャンペーン

取扱組数 235組 予算総額 2,500万円

大手通信系販売会社年末オープン懸賞を開催。全国４７都道府県
を指定し１０万円粗糖の高級宿をプレゼント。企業様からのオリ
ジナルメッセージを参加者へ事前にお届けするなど別途対応を実
施。

「選べる！全国 47 都道
府県 憧れの宿ペアご招
待」

大手携帯ブランド周年キャンペーン

取扱組数1000組 総額 6,000万円

大手携帯ブランド周年キャンペーンとしてオープン懸賞を実施。
クライアントブランドに即した観光経済新聞社「５つ星の宿」の
中からオリジナルに施設を選定。ペア宿泊プランを商品として提
供。

大手通信系企業周年事業（記念品）

取扱組数 28,000組 予算総額 14億円

周年事業としてこれまで実施してきた「パーティー開催」に変わ
り「社員同一型」を第一に考え新しい周年事業として社員ご家族
に向けて社のメッセージを伝えるため「オリジナルギフトカタロ
グ」を提供。

大手都市銀行「永年勤続者（勤続〇周年）

対象者向け」案件（記念品）

取扱組数300組 取扱総額1,000万円

勤続○年迎える従業員向けの記念品としてオリジナルギフトを提
供。換金性の高い「ギフト券」の課題を解決。「健康志向」と
テーマとした宿泊ホテルなどクライアントの想いに合う施設ライ
ンナップを掲載。

当企画書はプレゼンテーションのために作成したものです。掲載した写真・イラスト等はイメージサンプルです。また掲載内容の情報漏洩、著作権・肖像権等の問題により、この企画書は社外秘にてお取り扱い願います。

写真はイメージです。
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クライアント様と共に

「感動のそばに、いつも」を信念に、
これまでも、そしてこれからもお客様に
選ばれるパートナーとしてあり続けたいと思います。

【クライアント企業様＝お取引先様＝家族】の「絆」
をより一層深め、クライアント企業様と共に感動と喜び
を感じていただく「旅」＝「物語」を創り上げます。

頼りになるね！

JTB  Gift Travel Center
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お問合せ先

ＳＢＣトラベル

TEL:06-6220-5963（9:30～17:30）

〒541-0041

大阪市中央区北浜4丁目5番地33号

住友ビルB1

E-Mail：sbc-kokunai-ml@list.sei.jp


