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想いを乗せて、海と夢の彼方へ。

あの絶景を海の上から眺めてみたい。

憧れていたあの名所を大切な人と訪れてみたい。

にっぽん丸は、安全・安心をどこまでも追求して

一人ひとりの願いを叶える大人の旅をお届けします。

2020年には、就航30周年を記念して船内を大幅にリニューアル。

旬の食材を使ってシェフが腕をふるったお料理と、

豪華ゲストによるエンターテイメントをご用意して皆様をお待ちしています。

※写真はすべてイメージです。
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あの絶景を海の上から眺めてみたい。

憧れていたあの名所を大切な人と訪れてみたい。

にっぽん丸は、安全・安心をどこまでも追求して

一人ひとりの願いを叶える大人の旅をお届けします。

2020年には、就航30周年を記念して船内を大幅にリニューアル。

旬の食材を使ってシェフが腕をふるったお料理と、

豪華ゲストによるエンターテイメントをご用意して皆様をお待ちしています。
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エンターテイナー（一部抜粋・順不同）
Entertainer
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歌手

天童 よしみ

歌手

中 孝介

女優

鳳 蘭  （横浜～鹿児島）

クラリネット奏者

北村 英治スーパーカルテット

狂言方和泉流能楽師 ・ 俳優

野村 万之丞

タンゴ楽団

小松 真知子 ＆
タンゴクリスタル

NHK紅白歌合戦の紅組のトリを過去3度務め
るなど、天性の明るいキャラクターと相まって
国民的歌手として不動の人気を誇る。歌にバ
ラエティにと次 と々新たな挑戦を続けている。

奄美大島出身。独学でシマ唄を始める。
2006年デビュー、2007年「花」をリリース
しロングヒット。「地上で、もっとも優しい歌
声」と称され、アジア全域で活動の幅を広げ
ている。

国内外でのコンサート、テレビ出演等、幅広
い演奏活動を行っている。木管の暖かく深み
のある音色と独特のフレーズで聴衆の心を
豊かに満たし、世界的ジャズクラリネット奏者
として活躍。旭日小綬章受章。

1996年生。初世野村萬(人間国宝)の孫、九
世野村万蔵の長男。二人に師事。2017年
「三番叟」を披き、六世野村万之丞を襲名。
2018年に大河ドラマ「西郷どん」で明治天
皇役を務める。

アルゼンチンタンゴからコンチネンタルタン
ゴ、そして現代タンゴまでの多彩な演奏とオ
リジナリティ溢れるサウンドで、名実ともに日
本を代表するタンゴ楽団として活躍中。

初春の宝船
にっぽん丸  新宮・瀬戸内海
～スペシャルエンターテイメント～

東京発着

屋久島・奄美大島クルーズ

九州一周クルーズ

神戸発着

にっぽん丸
30 周年記念クルーズ

神戸発着

笑門来福にっぽん丸
～防府・長崎～

神戸発着

にっぽん丸
30 周年記念クルーズ

宝塚歌劇団元星組トップスター。日本のミュー
ジカル界を代表するエンターテイナーとして活
躍。旭日小綬章はじめ、2021年菊田一夫演劇
賞特別賞等数々の賞を受賞。



※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

その他のクルーズのエンターテイナーは、
各ページにあるQRコードにアクセスしてご覧ください。
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歌手

ささき いさお

バンドネオン奏者

小松 亮太

藤原歌劇団総監督 ・ バリトン

折江 忠道

クロマチックハーモニカ奏者

山下 伶

ソプラノ

谷 明美

スパニッシュギターユニット

ドンアルマス

昭和35年「和製プレスリー」のキャッチフレー
ズで歌手デビュー。アニメ「宇宙戦艦ヤマト」
や「銀河鉄道999」など数々のアニメ・特撮主
題歌を歌い「アニメソング界の大王」の異名
を持つ。

東京生まれ。世界各地でタンゴ界における記
念碑的な公演を実現している。
大貫妙子との共同名義アルバム「Tint」は、
第57回輝く！日本レコード大賞「優秀アルバ
ム賞」を受賞。

第5代藤原歌劇団総監督。アレッサンドリア
国際コンクール優勝を始め、国内外において
主要な役で活躍。日本を代表するプリモ・バ
リトン。

2014年第34回F.I.H.JAPANハーモニカ・コ
ンテスト総合グランプリ受賞。国内外の様々
なアーティストとの共演も多く、クラシックか
ら歌謡曲まで多彩なレパートリーにアプロー
チし、いずれも高い評価を得ている。

ミラノ音楽院、ローマ国際芸術学院にて研修
を積む。確かな歌唱力と演技力で定評があり、
国内外多数のオペラ、コンサートに出演し、好
評を得ている。

フラメンコギター界の巨匠、伊藤日出夫に師事
し国内外の公演で腕を磨いた実力派。国際会
議の晩餐会や、伊勢神宮、国立劇場の舞台に
立つなどジャンルを超えて活躍。スパニッシュ
ギター特有の激しい指さばきは必見。

広島発着

船旅にっぽん丸
～宮崎 日南～

にっぽん丸で航く
瀬戸の船旅

にっぽん丸  新春のオペラクルーズ
～藤原歌劇団公演 歌劇「蝶々夫人」
Ｇ . プッチーニ作曲 原語上演・字幕付き～

名古屋発着

春の瀬戸内海クルーズ
～高松・鞆の浦鞆の浦～

にっぽん丸  新春のオペラクルーズ
～藤原歌劇団公演 歌劇「蝶々夫人」
Ｇ . プッチーニ作曲 原語上演・字幕付き～

名古屋発着

こんぴらさんクルーズ



クルーズスケジュール（2022 年 1月〜3月）
Schedule

12022

手作りにこだわったオリジ
ナルツアー、大型のグルー
プではできないプレミアムツ
アーなど、寄港地の愉しみ
をお手伝いします。

旬の食材を船内や寄港地
で楽しめる食がテーマのク
ルーズです。

日本人らしい季節感を感
じる船でありたいと考えま
した。四季、花を楽しむ
旅です。

お客様だけの特等席を船
上にご用意します。光・音
の競演が目の前で繰り広
げられます。

クルーズは究極のリラク
ゼーションです。にっぽん
丸流に気軽にのんびりとお
過ごしください。

観光食 シーズン花火 カジュアル※ ※

初春の宝船  にっぽん丸  新宮・瀬戸内海
～スペシャルエンターテイメント～

にっぽん丸  新春のオペラクルーズ
～藤原歌劇団公演 歌劇「蝶々夫人」Ｇ. プッチーニ作曲 原語上演・字幕付き～

九州一周クルーズ

名古屋発着 こんぴらさんクルーズ

にっぽん丸で航く  瀬戸の船旅

広島発着 船旅にっぽん丸 ～宮崎 日南～

P    8

P    8

P    8

P    9

P    9

P    9

2022年1月4日 火 横浜発 >>> 1月7日 金 横浜着 4日間

2022年1月8日 土 横浜発 >>> 1月10日 月 横浜着 3日間

2022年1月11日 火 横浜発 >>> 1月16日 日 横浜着 6日間

2022年1月17日 月 名古屋発 >>> 1月19日 水 名古屋着 3日間

2022年1月20日 木 神戸発 >>> 1月24日 月 神戸着 5日間

2022年1月25日 火 広島発 >>> 1月27日 木 広島着 3日間

6
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3

※本パンフレット掲載のクルーズでは、設定がありません。

初春を祝うクルーズ。
船内は賑やかで、おめでた
いイベントが満載です。

にっぽん丸ならではの離島
や小さい港に寄港するク
ルーズです。

船内で催すイベント、
ショー、コンサートなど、一
つ一つ丁寧につくり上げて
いくのが、にっぽん丸です。

にっぽん丸はおかげさまで
２０20年に３０周年を迎えま
した。みなさまに感謝を込
めて企画したクルーズです。

にっぽん丸はお祭り好きで
す。各地のお祭りの魅力
を最大限にお届けします。

宝船島 エンターテイメント 30周年祭※

門司発着 ぐるり四国一周クルーズ
 ～四万十・こんぴらさん～

神戸発着 笑門来福にっぽん丸 ～防府・長崎～

高松発着 伊勢神宮クルーズ

神戸発着 にっぽん丸30周年記念クルーズ

名古屋発着 春の瀬戸内海クルーズ～高松・鞆の浦～

東京発着 屋久島・奄美大島クルーズ

P    10

P    10

P    10

P    11

P    11

P    11

2022年1月28日 金 門司発 >>> 1月31日 月 門司着 4日間

2022年2月3日 木 神戸発 >>> 2月6日 日 神戸着 4日間

2022年2月7日 月 高松発 >>> 2月9日 水 高松着 3日間

2022年2月10日 木 神戸発 >>>2月12日 土 神戸着 3日間

2022年2月28日 月 名古屋発 >>> 3月3日 木 名古屋着 4日間

2022年3月4日 金 東京発 >>> 3月9日 水 東京着 6日間

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

にっぽん丸クルーズの詳細は、各ページにある
QRコードにアクセスしてご覧ください。
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横浜

新宮

明石海峡大橋瀬戸大橋

横浜

伊豆大島

　　　　　　　　　　　　　　

横浜

鹿児島
八代長崎

来島海峡大橋
または因島大橋

関門海峡

瀬戸大橋

明石海峡大橋

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	4	 日	火 横浜 17：00

	1月	5	 日	水 新宮 8：00 17：00

	1月	6	 日	木 （瀬戸内海） − −

	1月	7	 日	金 横浜 15：30

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
※集合時間は13：00〜14：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	8	 日	土 横浜 17：00

	1月	9	 日	日 （駿河湾） − −

	1月	10	日	月 横浜 14：30
□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：160名
※集合時間は13：00〜14：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	11	日	火 横浜 17：00
	1月	12	日	水 （終日航海） − −
	1月	13	日	木 鹿児島 8：00 17：00

	1月	14	日	金 八代 8：00 9：00
長崎 16：00 17：00

	1月	15	日	土 （瀬戸内海） − −
	1月	16	日	日 横浜 15：30
□食事回数：朝5回、昼5回、夕5回　□最少催行人員：160名
※集合時間は13：00〜14：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

スケジュール

スケジュール

スケジュール

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

初春の宝船 にっぽん丸 新宮・瀬戸内海
〜スペシャルエンターテイメント〜

にっぽん丸  新春のオペラクルーズ
〜藤原歌劇団公演 歌劇「蝶々夫人」Ｇ. プッチーニ作曲 原語上演・字幕付き〜

九州一周クルーズ

2022年1月4日火 横浜発 >>> 1月7日 金 横浜着 4日間

2022年1月8日 土 横浜発 >>> 1月10日 月 横浜着 3日間

2022年1月11日 火 横浜発 >>> 1月16日 日 横浜着 6日間

ステート
ルーム

スタンダードステート 173,000円
コンフォートステート 188,000円
スーペリアステート 200,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 316,000円
デラックスベランダ 346,000円
デラックスシングル 397,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 427,000円
オーシャンビュースイート 433,000円
ビスタスイート 503,000円
グランドスイート 718,000円

グループ3 コンフォートステート 159,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 113,000円
コンフォートステート 124,000円
スーペリアステート 134,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 218,000円
デラックスベランダ 238,000円
デラックスシングル 269,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 290,000円
オーシャンビュースイート 319,000円
ビスタスイート 347,000円
グランドスイート 484,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 276,000円
コンフォートステート 299,000円
スーペリアステート 321,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 516,000円
デラックスベランダ 566,000円
デラックスシングル 651,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 701,000円
オーシャンビュースイート 711,000円
ビスタスイート 828,000円
グランドスイート 1,186,000円

グループ3 コンフォートステート 253,000円

熊野速玉大社

イメージ（2020年「トスカ」）

熊本城

年明け最初に出港するおめでたいクルーズ。新年を寿ぐお料理の数 に々舌鼓。
珠玉のエンターテイメントを楽しみ、一年を縁起よくお過ごしください。

最愛の人を待ち続ける女性の悲劇を描いた傑作「蝶々夫人」を「藤原歌劇団」が上演。
ドルフィンホールならではの迫力あるステージをお楽しみください。

1月14日の八代（熊本）～長崎間は船に乗って海から景色を楽しむか、
陸の連絡バス(追加代金なし)で楽しむかをお選びいただけます。

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

※感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（発着地や寄港地の受入状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。共通のご案内（スケジュールについて）

ドレスコード			  ：2回			 ：1 回

ドレスコード					 ：2 回

ドレスコード			  ：4回			 ：1 回

オペラ鑑賞は全席指定です。スイート・デラック
スルームのお客様は、ご乗船日までに優先的に
座席をお選びいただきます。ステートルームの
お客様は、乗船日の抽選により、座席指定の順番
を決定させていただきます。

※グループ3の設定はありません。

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律２万５千円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※冬のワクチン割引キャンペーンと他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

冬の
ワクチン割引
キャンペーン
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名古屋

坂出

明石海峡大橋

神戸

高松

生口島（瀬戸田）
岩国 明石海峡大橋

瀬戸大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

油津

広島

スケジュール

スケジュール

スケジュール

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

名古屋発着  こんぴらさんクルーズ

にっぽん丸で航く 瀬戸の船旅

広島発着  船旅にっぽん丸 〜宮崎 日南〜

2022年1月17日月 名古屋発 >>> 1月19日 水 名古屋着 3日間

2022年1月20日木 神戸発 >>> 1月24日 月 神戸着 5日間

2022年1月25日火 広島発 >>> 1月27日 木 広島着 3日間

金刀比羅宮

瀬戸内海（イメージ）

鵜戸神宮

こんぴらさんに、民謡のように“追い手に帆かけて”名古屋から船でお参りしませんか。
名物さぬきうどんもご用意します。

新年は全国から神戸まで足を伸ばして、穏やかなる瀬戸の船旅へ乗船しませんか。高松では
栗林公園を、瀬戸田ではしまなみ海道を、岩国では錦帯橋などを巡ります（オプショナルツアー・別料金）。

野球のキャンプ地としても有名な日南。飫肥城や鵜戸神宮へのオプショナルツアー（別料金）
のほか、お土産に名物 飫肥天と飫肥の玉子焼きもご用意します。

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

共通のご案内（ご旅行代金について） ※グループ3は、コンフォートステートを3名で利用した場合の代金です。※1室1名利用代金、1室3名利用代金と子供代金については最終ページをご確認ください。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	17	日	月 名古屋 16：00

	1月	18	日	火 坂出 12：00 19：00

	1月	19	日	水 名古屋 16：00

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：160名
※集合時間は10：00〜11：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	20	日	木 神戸 19：00
	1月	21	日	金 高松 7：00 16：45
	1月	22	日	土 8：30 16：30
	1月	23	日	日 岩国 8：00 17：00
	1月	24	日	月 神戸 11：00
□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：160名
□【生口島（瀬戸田）】では通船により上陸の予定です。天候によっ
ては上陸できない場合もありますので、ご了承ください。通船に
よる乗下船は30分〜60分を要します。
※集合時間は14：00〜16：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	25	日	火 広島 17：00

	1月	26	日	水 油津 8：00 17：00

	1月	27	日	木 広島 15：00

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：160名
※集合時間は10：00〜11：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

ステート
ルーム

スタンダードステート 119,000円
コンフォートステート 126,000円
スーペリアステート 137,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 225,000円
デラックスベランダ 245,000円
デラックスシングル 279,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 299,000円
オーシャンビュースイート 303,000円
ビスタスイート 350,000円
グランドスイート 493,000円

グループ3 コンフォートステート 108,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 204,000円
コンフォートステート 219,000円
スーペリアステート 234,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 397,000円
デラックスベランダ 439,000円
デラックスシングル 507,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 541,000円
オーシャンビュースイート 591,000円
ビスタスイート 647,000円
グランドスイート 861,000円

グループ3 コンフォートステート 189,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 113,000円
コンフォートステート 123,000円
スーペリアステート 131,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 220,000円
デラックスベランダ 240,000円
デラックスシングル 274,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 294,000円
オーシャンビュースイート 298,000円
ビスタスイート 345,000円
グランドスイート 488,000円

グループ3 コンフォートステート 105,000円

ドレスコード			  ：2回

ドレスコード			  ：3回			 ：1 回

ドレスコード			  ：2回

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律1万円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※冬のワクチン割引キャンペーンと他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

冬の
ワクチン割引
キャンペーン

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律2万円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※冬のワクチン割引キャンペーンと他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

冬の
ワクチン割引
キャンペーン

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律1万円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※冬のワクチン割引キャンペーンと他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

冬の
ワクチン割引
キャンペーン

 生口島（瀬戸田）
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来島海峡大橋
または因島大橋

門司 高松

宿毛

瀬戸大橋

明石海峡大橋

長崎

神戸

防府

来島海峡大橋
または因島大橋 明石海峡大橋

瀬戸大橋

 

鳥羽

高松
明石海峡大橋

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	2月	3	 日	木 神戸 17：00

	2月	4	 日	金 防府 8：30 17：00

	2月	5	 日	土 長崎 7：00 15：00

	2月	6	 日	日 神戸 17：30

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
※集合時間は13：00〜14：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	2月	7	 日	月 高松 15：00

	2月	8	 日	火 鳥羽  9：00 16：30

	2月	9	 日	水 高松 11：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□【鳥羽】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸で
きない場合もありますので、ご了承ください。通船による乗下船
は30分〜60分を要します。

※集合時間は10：00〜11：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

スケジュール

スケジュール

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

神戸発着  笑門来福にっぽん丸 〜防府・長崎〜

高松発着  伊勢神宮クルーズ

2022年2月3日 木 神戸発 >>> 2月6日 日 神戸着 4日間

2022年2月7日 月 高松発 >>> 2月9日 水 高松着 3日間

ステート
ルーム

スタンダードステート 173,000円
コンフォートステート 188,000円
スーペリアステート 200,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 316,000円
デラックスベランダ 346,000円
デラックスシングル 397,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 427,000円
オーシャンビュースイート 433,000円
ビスタスイート 503,000円
グランドスイート 718,000円

グループ3 コンフォートステート 159,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 109,000円
コンフォートステート 119,000円
スーペリアステート 127,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 212,000円
デラックスベランダ 232,000円
デラックスシングル 266,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 286,000円
オーシャンビュースイート 290,000円
ビスタスイート 337,000円
グランドスイート 480,000円

グループ3 コンフォートステート 100,000円

防府天満宮

伊勢神宮 内宮

立春は日本古来の生活に根差した二十四節気では新年にあたります。
季節を大切に、笑顔になれる船内イベントをお届けします。

鳥羽港から伊勢神宮への連絡バス(追加代金なし)をご用意しました。美味しい伊勢志摩では
松阪牛やアワビの他にも、赤福餅や伊勢うどんなど、口福も手に入れてください。

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

スケジュール ご旅行代金 （大人お一人様）

門司発着  ぐるり四国一周クルーズ 〜四万十・こんぴらさん〜
2022年1月28日金 門司発 >>> 1月31日 月 門司着 4日間

四万十川

宿毛では最後の清流 四万十川への、高松ではこんぴらさんへの連絡バス（追加代金なし）を
ご用意しました。四国一周ぐるりと回って「自然」も「お参り」もお楽しみください。

最新＆詳細
情報はコチラ

※感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（発着地や寄港地の受入状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。共通のご案内（スケジュールについて）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	1月	28	日	金 門司 17：00

	1月	29	日	土 宿毛 8：00 17：00

	1月	30	日	日 高松 11：00 18：00

	1月	31	日	月 門司 13：00

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
※集合時間は10：00〜11：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

ステート
ルーム

スタンダードステート 179,000円
コンフォートステート 194,000円
スーペリアステート 206,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 337,000円
デラックスベランダ 367,000円
デラックスシングル 418,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 448,000円
オーシャンビュースイート 454,000円
ビスタスイート 525,000円
グランドスイート 739,000円

グループ3 コンフォートステート 163,000円

ドレスコード			  ：3回

ドレスコード				 ：2 回

ドレスコード				 ：3 回

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律1万５千円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※冬のワクチン割引キャンペーンと他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

冬の
ワクチン割引
キャンペーン
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神戸来島海峡大橋
または因島大橋

明石海峡大橋
瀬戸大橋

名古屋

高松

鞆の浦

明石海峡大橋

瀬戸大橋

東京

奄美大島
（名瀬）

屋久島

スケジュール

スケジュール

スケジュール

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

ご旅行代金 （大人お一人様）

神戸発着  にっぽん丸30周年記念クルーズ

名古屋発着  春の瀬戸内海クルーズ 〜高松・鞆の浦〜

東京発着  屋久島・奄美大島クルーズ

2022年2月10日木 神戸発 >>> 2月12日 土 神戸着 3日間

2022年2月28日月 名古屋発 >>> 3月3日 木 名古屋着 4日間

2022年3月4日金 東京発 >>> 3月9日 水 東京着 6日間

ディナー(イメージ)

鞆の浦

大島海峡

おかげ様でにっぽん丸は昨年30周年を迎えました。「30周年記念ディナー」「花毛布講座」
「にっぽん丸クルー新旧対談」等イベントをご用意して、皆様をお待ちしております。

高松は現代アートが似合うおしゃれな港。鞆の浦は歴史ある港町です。
船内では「桜鯛」や「ホタルイカ」「菜の花」を使った春の和膳をご堪能いただけます。

令和3年に世界自然遺産に登録をされた奄美大島と平成5年に登録された屋久島。
2つの異なる大自然の離島を一緒に楽しむ船旅です。

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

最新＆詳細
情報はコチラ

共通のご案内（ご旅行代金について） ※グループ3は、コンフォートステートを3名で利用した場合の代金です。※1室1名利用代金、1室3名利用代金と子供代金については最終ページをご確認ください。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	2月	10	日	木 神戸 17：00
	2月	11	日	金 （瀬戸内海） − −
	2月	12	日	土 神戸 10：30
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	2月	28	日	月 名古屋 17：00

	3月	1	 日	火 高松 11：30 18：00

	3月	2	 日	水 鞆の浦  8：00 17：00

	3月	3	 日	木 名古屋 15：00

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【鞆の浦】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸
できない場合もありますので、ご了承ください。通船による乗下
船は30分〜60分を要します。
※集合時間は10：00〜11：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

	3月	4	 日	金 東京 16：30

	3月	5	 日	土 （終日航海） − −

	3月	6	 日	日 屋久島 8：00 17：00

	3月	7	 日	月 奄美大島（名瀬） 8：00 16：00

	3月	8	 日	火 （終日航海） − −

	3月	9	 日	水 東京 11：00

□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：160名
※集合時間は12：30〜13：30頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

ステート
ルーム

スタンダードステート 110,000円
コンフォートステート 120,000円
スーペリアステート 130,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 220,000円
デラックスベランダ 240,000円
デラックスシングル 270,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 290,000円
オーシャンビュースイート 300,000円
ビスタスイート 350,000円
グランドスイート 490,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 165,000円
コンフォートステート 180,000円
スーペリアステート 192,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 310,000円
デラックスベランダ 340,000円
デラックスシングル 391,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 423,000円
オーシャンビュースイート 429,000円
ビスタスイート 499,000円
グランドスイート 714,000円

グループ3 コンフォートステート 152,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 287,000円
コンフォートステート 307,000円
スーペリアステート 345,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 542,000円
デラックスベランダ 592,000円
デラックスシングル 677,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 732,000円
オーシャンビュースイート 742,000円
ビスタスイート 860,000円
グランドスイート 1,217,000円

グループ3 コンフォートステート 261,000円

ドレスコード			  ：2回

ドレスコード			  ：3回

ドレスコード			  ：4回			 ：1 回

※グループ3の設定はありません。

新型コロナウイルスワクチン接種完了の方は、
ご旅行代金から3万円が割引きとなります。
※集合時間は13：00〜14：00頃を予定しております。最終的な集
合時間は、確定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

※新型コロナウイルスワクチン接種を完了されたお客様は、乗船受付時に新型コロナウイルスワクチン接種完了（各製薬会社が
定める所定の接種回数）を証明する書類（コピーも可）をご提示いただきますと旅行代金から一律3万円割引となります。
※証明する書類がない場合は、割引対象とはなりません。別途差額を申し受けます。
※30周年ワクチン割引と他の割引は併用できません。
※客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）との併用は可能です。

30周年
ワクチン割引



ゲストルーム
Guest Room

6F

5F 6F

グランドスイート

オーシャンビュースイート

ビスタスイート

ジュニアスイート

バルコニー・ブローバス・トイレ付   79㎡  

ブローバス・トイレ付   33㎡   

5F： バルコニー・ブローバス・トイレ付   42㎡  
6F： バルコニー・ブローバス・トイレ付   37㎡〜46㎡  

バルコニー・ブローバス・トイレ付   31㎡  

●ビスタスイート606号室とジュニアスイート608号室は続き部屋として
　ご利用いただけます（コネクティングルーム）。

●ビスタスイート503号室、504号室、606号室は3名様でご利用いただけます。

※掲載の客室は、船体構造により一部の部屋では眺望が遮られる場合があります。
※客室の面積にはバルコニーを含みます。
※客室（バルコニーを含む）は全面禁煙です。喫煙される方は、2Fスモーキングラウンジをご利用ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、あらかじめ一部の客室を確保させていただく場合がございます。
※船内施設・客室は一部変更となる場合があります。

5F・6F  スイートルーム

5F
6F
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5F 2F
4F

5F 2F
3F

5F 1F

デラックスベランダ スーペリアステート

デラックスツイン コンフォートステート

デラックスシングル スタンダードステート

バルコニー・バス・トイレ付　24㎡ シャワー・トイレ付 2F：16㎡〜18㎡　  4F：14㎡
 4F：27㎡（車いす対応・バス付） ※1
 4F：42㎡（バス付） ※2

バス・トイレ付　19㎡  シャワー・トイレ付      2F：14㎡　  3F：14㎡

バス・トイレ付　13㎡  シャワー・トイレ付   14㎡ （スタンダードステートは丸窓です）
※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

5F  デラックスルーム 1F・2F・3F・4F  ステートルーム

※1 車いすをご利用のお客様
車いすのご利用に配慮した客室をご用意しております。
（4F：27m2／入口の扉の幅：80cm／バス付）

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付きで4名様までご利用いただけます。
※備品についての詳細はお問い合わせください。

※2 コンセプトルーム
6名様までご利用可能な
客室です（1室）。
（4F：42m2／バス付）

※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。
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パブリックスペース
Public Space

※船内施設は、諸事情によりご利用いただけない場合がございます。

6F

7F 5F

オーシャンダイニング「春日」

ホライズンラウンジ

メインダイニング「瑞穂」

eカフェ＆ライブラリー

2F

1F 2Fクリニック スモーキングラウンジ
14



4F 7F 3F
5F

7F 7F 6F

6F 7F 6F

ドルフィンホール プール グランドバス

スポーツデッキ リドテラス ラウンジ「海」

寿司バー「潮彩」 オアシススタジオ マーメイドシアター

7F 5Fスパ＆サロン ブティック「アンカー」
15



`

※「加熱式タバコ」「電子タバコ」も上記、指定の喫煙場所にてお願いします。    ※船内施設・客室は、一部変更となる場合があります。

喫煙場所は2階スモーキングラウンジのみとなります。客室（バルコニー含む）及びパブリックスペースは全面禁煙です。
火災予防と喫煙マナーにご協力をお願いします。

＜ 喫煙場所について ＞

●にっぽん丸主要目
　総トン数 ： 22,472トン　船客定員 ： 203室532名（最大）　主機関 ： ディーゼル 10,450馬力×2　全長 ： 166.6m　全幅 ： 24.0m　喫水 ： 6.6m　最高速力 ： 21ノット　船内電圧 ： 100ボルト／60Hz

トイレ セルフランドリー エレベーター 階段ユーティリティー

デッキプラン
Deck Plan

`
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■乗船までの日常生活や船までの移動、乗船手続きに
おいて、マスク着用など感染症の予防対策をお願いし
ます。
■事前にお渡しする健康質問票・同意書をご記入ください。
■ご乗船14日前からの健康状態の確認と検温をお願い
します。
■事前 PCR 検査を受検いただきます。その結果が「高
リスク」もしくは「再検査」と判定された場合はご乗
船をお断りします。

■距離を保ち、密集にならないように、乗船受付方法
が変わります。
■健康質問票の内容に間違いがないかサイン（自署）を
いただきます。
■乗船当日の健康状態確認、PCR 検査の受検をお願い
します。
■ 37.5℃以上の発熱があった場合および健康質問票の
記載内容、PCR 検査の結果に応じて、ご家族、ご同
行者、ご同室者を含め乗船をお断りします。
■体調がすぐれないお客様は無理をせず乗船をお控え
ください。

■客室、公室に空気清浄機を設置いたしました。また、
各所の消毒を行います。
■毎日の検温や手指の消毒の励行をお願いします。
■食事・飲料の提供方法が変わります。
■クルーズ全体、各公室、食事場所、イベント会場等で
人数制限を実施する場合がございます。
■距離を保ち、密集にならないように、イベントの内容、
オプショナルツアーの運営方法が変わります。
■船内や寄港地ではマスクの着用が必須となります。
■乗船中・上陸・帰船時に検温・手指の消毒を行います。
また、体調に不安のある方はお申し出ください。

■マスク着用など感染症の予防対策をお願いします。
■下船時に検温を行います。37.3℃以上のお客様また
は体調不良の方、およびそのご家族、ご同行者、ご
同室者については診察結果が出るまで船内待機とな
ります。
■充分な距離を保つため、これまで以上に下船に時間が
かかる場合がございます。事前に予約の必要な交通機
関でご帰宅のお客様は、お時間に充分な余裕をもって
ご予約ください。

■船内で感染症の該当者および濃厚接触者は隔離とな
ります。
■上陸中の体調不良についても、本船のフロントデスク
にご連絡ください。
■もしもの場合は、関係機関と連絡をとり、指示を仰ぎ
ます。その他のご乗船のお客様への影響が最小限と
なるよう対応いたします。
■クルーズ中、船内で感染者が発生した場合は、クルー
ズを中止し自室待機をお願いします。

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

下船

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

にっぽん丸のクルーズを安心して楽しんでいただくために

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安全・
安心を第一に考え、感染症防止対策を重点的に強化
しております。予約条件、乗船前、乗船中、寄港地観
光、下船時における取り組み内容につきまして、お客
様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。なお、詳しくは商船三井客船オフィシャルサイトを
ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症
への取り組み

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合
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※新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も、上記の対応が適用となります。

※新型コロナウイルスのワクチン接種を予定されている方は、乗船日の15日前までに接種をお済ませください。

※上記は 2021年11月1日現在の対応です。今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更と
なる場合があります。なお、今後の状況により、検査時期・検査方法の変更、または検査を取りやめる場合があり
ます。必ずお申し込み時の最新状況をご確認ください。

※にっぽん丸は国の指導に基づき業界団体が定めるガイドラインを遵守します。

※今後の新型コロナウイルス感染症等の拡大状況や各寄港地の受入事情等により、
　スケジュールおよび船内サービス・イベントの変更または運航が中止される場合があります。



各種説明事項
Information
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2泊以上のクルーズでは、お誕生日・結婚記念日・銀婚式 ・金婚式などの記念日をお迎えのお客様にささやかな
お祝いをさせていただきます。ご乗船前にお申込みの旅行会社または商船三井客船クルーズデスクまでお知らせください。

※スケジュールの関係で記念日当日にお祝いができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、記念日が下船日にあたる場合は前日などにお祝いをさせ
ていただきます。

※対象のセレモニー、対象期間についてはお問い合わせください。　※記載の記念日は一例です。

クルーズご乗船クルーズご乗船
期間中期間中であれば…であれば…

お誕生日以降お誕生日以降
3ヶ月以内3ヶ月以内であれば…であれば…

記念日の前後記念日の前後
33ヶ月ヶ月以内以内であれば…であれば…

お誕生日・
結婚記念日・
新婚旅行

賀寿のお祝い

※古希以上の方が対象です。

定年退職記念・
結婚式・銀婚式・
金婚式・ダイヤモンド婚式・
プラチナ婚式

●記載されたスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路は、感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（寄港地の受入状況等）により、変更される場合がございます。あら
かじめご了承ください。●本パンフレット中に掲載の写真は全てイメージです。寄港地の写真にはオプショナルツアー・自由行動で訪問可能な場所も含まれております。●一部の寄港地につきまして
は通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸できない場合がございます。また、海象状況によりましては通船での乗下船に際し、足元が不安定になり危険を伴う場合がございますので、
お体の不自由な方は寄港地への上陸をお断りさせていただく場合もございます。なお、通船を使っての上陸地では、車いすでのテンダーボート、現地の船へのご乗船はできません。●掲載のクルーズ
は、特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがお世話いたします。●旅行代金は消費税を含んでおります。●旅行条件につきましては、最終ページの「旅行条件」（要
約）をご参照ください。●ドルフィンズクラブポイントおよび客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）は、その他割引との併用はできません（ただし、一部のク
ルーズクーポン券との併用は可能です）。また、ドルフィンズクラブポイントと客船「にっぽん丸」クルーズご優待券の併用はできません。●健康アンケートをご提出いただく場合がございます。 
●表紙写真：三好和義（撮影場所：瀬戸内海）　写真：三好和義、中村風詩人、野村雄治

のる　       
ご入会は船上でのお手続きとなります。
※客室にご用意しておりますお申込書を2階フロ
ントデスクにご提出ください。下船後も、6ヶ月
以内であればご入会の手続きが可能です。

たまる 
クルーズ代金が割引と
なるお得なポイント制
度がございます。

とどく
会員誌『海』やオリ
ジナルカレンダー
をお届けします。

たのしむ
会員対象の各種
お得な情報をご
案内します。

つかう
たまったポイントを
利用してクルーズ
に乗船。

入会金・年会費無料 ! 本パンフレット掲載クルーズはすべて入会対象です。

ドルフィンズクラブ新規会員様募集中

大切な方に、感謝と感動を贈るアニバーサリーセレモニー

※ ドレスコードの適用時間帯は夕食からドルフィンホールでのショープログラム終了時までです。

※ 天候によっては上陸できない場合もあります。通船による乗下船は30分〜60分を要します。

にっぽん丸のテンダーボートまたは現地の船に乗りかえて上陸します。

気取り過ぎず、普段着にならない、シックな着こなしで大人の夜を楽しみましょう。決して「ラフになり過ぎない」
ことがポイントです。夕刻以降のパブリックスペースでは、ジャケットなどの上着のご着用をおすすめいたします。

目安は、お洒落なレストランやクラシックコンサートへ出かけるようなスタイル。いつものネクタイに、カラー
シャツを合わせてみても。上着をご着用ください。襟元の華やかなブラウスを選んだり、小物をアレンジして
華やかさのある装いを。

通船

カジュアル

セミフォーマル

□ ドレスコード

掲載マークについて

華やかなネクタイやチーフなどでアレンジを楽しんでは。正統派のタキシードもおすすめです。
イブニングドレスなどでいつもとは違うエレガントな装いを。フォーマル



※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

※QRコード読み込みアプリの場合 ※カメラまたはアプリでQR
コードを読み込みます。

たくさんのフォローをお待ちしております ！SNS公式アカウントのご紹介

にっぽん丸の
facebookはこちら ＞＞＞

にっぽん丸の
Instagramはこちら ＞＞＞

にっぽん丸の
YouTubeはこちら ＞＞＞

各ページのクルーズタイトルの横に掲載されているＱＲコードを読み込むと、
クルーズのより詳しい情報が掲載されたＷＥＢページをご覧いただけます。
ＷＥＢページでは、クルーズごとのオプショナルツアーや最新情報を掲載し
ておりますので、ぜひアクセスしてください。

各クルーズの
最新情報を配信中 ！

スマートフォンやタブ
レットのQRコード読
み込みアプリ、または
カメラを起動します。

各クルーズタイトル
の横にあるQRコー
ドを読み込みます。

表示されたURLをタッ
プするとスマートフォン
やタブレットに最新情
報が表示されます。

最新情報の
確認方法

QR http://

タップ

タップ

QR
コードを
写す

最新
情報
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〒107-8532 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F

総合・国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱
う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく総合・国内旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第946号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

●お問い合わせ・お申込みは下記まで

〈受託販売〉

（KP）

お申込みに際してのご案内

旅行条件（要約）　　　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込みください。

〈旅行代金について〉
■旅行代金（大人お一人様）：パンフレットに表示される旅行代金は、グループ3、デ
ラックスシングル、コンセプトルーム（スーペリアステート）を除き、1室を2名様でご利用
いただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※グループ3はコンフォートステート1
室を3名様でご利用いただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※デラックスシン
グルは大人1名様でご利用いただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※コンセ
プトルームの客室タイプはスーペリアステートです。※コンセプトルーム（スーペリアス
テート）は5名様〜6名様でご利用いただく際のお一人様の旅行代金です。1名様〜
4名様でご利用の場合は別途お問い合わせください。
■シングル利用代金（大人お一人様）：クルーズの旅行代金に下表の割合を乗
じた金額となります。
※1名様でご利用いただける客室数には限りがございます。※コンセプトルーム
（スーペリアステート）については別途お問い合わせください。
スーペリアステート／コンフォートステート／スタンダードステート 130％
デラックスベランダ／デラックスツイン／ビスタスイート
オーシャンビュースイート／ジュニアスイート 160％

グランドスイート 200％

■1室３名利用代金：次の客室に限り3人目の旅行代金は各クルーズの旅行代
金に下表の割合を乗じた金額となります。
スーペリアステートの一部　※コンセプトルームは除きます。 60％スタンダードステート
ビスタスイートの一部 80％

※グループ３の設定がないクルーズの場合、コンフォートステートの３人目の旅行
代金は、各クルーズの旅行代金に60％を乗じた金額となります。
（対象：�にっぽん丸�新春のオペラクルーズ、�

神戸発着�にっぽん丸30周年記念クルーズ）
※3人目にあたる旅行代金の対象は、3名様のうち旅行代金が最も安価となるお客
様となります。
■子供代金（2歳以上小学生以下／旅行開始日基準）：子供代金は大人
代金の75％となります。※中学生以上は大人代金です。
■参加人数の変更：客室のご利用人数に変更があった場合は、変更後の１室ご
利用人数に応じた旅行代金をいただきます。ご利用人数の変更により、大人 1名
様で1室利用となる場合は一旦ご予約を解除し、シングル利用での再予約となり
ます。解除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待ちとさせていただく場
合があります。
■客室タイプの変更：お客様のご都合で客室タイプを変更された場合は、変更
後の客室の旅行代金との差額を精算させていただきます。
■各種割引：対象クルーズ掲載ページをご参照ください。

〈その他〉
■ルームリクエストがある場合は、原則乗船券（出発の2〜3週間前に発送予定）を
もって回答とさせていただきます。ご希望に添えない場合もございますので、あらか
じめご了承ください。
■妊娠中の方は乗船いただくことが出来ませんので、判明した時点で無償で解約
とさせていただきます。

■6歳までの未就学児の方は、事前に当社指定の承諾書の提出が必要となります。
■15歳未満の方のみでの客室の占有は安全上の理由でお引き受けできません。
■お申込みの時期によっては、客室タイプによりキャンセル待ちとなる場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。
■通船を使っての上陸地は、車いすでは通船（テンダーボート・地元ボート）に乗船
できません。通船の乗船経路には階段があります。階段の昇降ができない方は、安
全上の理由により乗船をお断りする場合があります。
■船内施設・客室およびサービス内容は変更となる場合があります。

個人情報の取り扱いについて
（1）個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)は、旅行申込の際に提出された
申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて
いただくほか、お客様にお申込いただいた旅行において当社をはじめ運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿泊機関・PCR検査の検査機関については各日程表及び確定書面
に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため
の手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する
保険手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお買い物の便宜のため
に必要な範囲内で利用させていただきます。当社及び販売店では、将来よりよい旅行
商品開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、当社または販売店の
旅行商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、お客様
の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、旅行中に傷害があった場合
に備え、お客様の旅行中の国内連絡先（以下連絡先）の方の個人情報をお伺いして
います。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要が
あると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情
報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（2）個人データの第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関、関係官庁、保険
会社、土産品店等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番
号、パスポート番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報
を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際に
は、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

国内旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おすすめ
いたします。ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
特別な配慮・措置が必要な可能性があるお客様は、お申込み時に必ず
お知らせください（船会社指定の承諾書・健康アンケート等の提出が
必要となります）。

〈特別食をご希望の方について〉
夕食時に特別食をご希望の方は、所定のお伺い書の提出をお願いします。
※船内でのお食事を安全にお召し上がりいただくために、「食物アレルギー対応
ポリシー」を定めております。
※食物アレルギー特別食を安全に提供するため、嗜好（好き嫌い）には対応してお
りません。

当面の間、にっぽん丸クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受付時（出港当日）の健康状況について、以下の特別条件を適用させていただきます。
●�すべてのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）を�
2回実施します。
●新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も本対応が適用となります。
●�今後の状況により、検査時期・検査方法の変更、または検査を取りやめる場合があり
ます。
●�ご予約の際には、「にっぽん丸�新型コロナウイルス感染症への取り組み」の全文を
ご確認の上、お申込みください。
※�今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる場合が
ありますので、必ずにっぽん丸ホームページ等で最新情報をご確認ください。

1．【ご予約時のお申込み条件】
以下の条件に該当するお客様はご家族・ご同行者・ご同室者を含め、ご乗船をお断りさせて
いただきます。なお、基礎疾患のある方、特に呼吸器系疾患のある方（「CPAP」をご利用の
方を含む）は事前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
※ただし、g）はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。
a）�乗船日前日より遡って14日以内に37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、筋肉痛（運動に
よるものは除く）、倦怠感、息苦しい、味覚・嗅覚に異常などの症状を有した方（新型コロ
ナウイルスワクチン接種後の同様の症状も含みますので、乗船日の15日前までにワクチ
ン接種をお済ませください）。
b）�乗船日前日から遡って14日以内に海外渡航歴を有する方。

c）�乗船日前日から遡って14日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された方、もしくは
感染が疑わしい方と濃厚接触（＊）をした方。
（＊）…�手で触れることの出来る距離（目安1メートル）で、必要な感染予防策なしで15分

以上の接触（交通機関等公共の場での一時的な接触は除く）。
ｄ）�新型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療養されていた方で、乗
船日前日から遡って14日以内に退院または療養期間を終了された方。

ｅ）�船会社指定の事前PCR検査の結果が「高リスク」もしくは「再検査」と判定された方、
事前PCR検査を受検されなかった方。

�f）�乗船当日のPCR検査の結果が「高リスク」と判定された方、乗船当日のPCR検査を�
受検されなかった方。

�g）マスクのご着用が困難な方（船内や寄港地では、マスクのご着用が必須となります）。
�h）以下に該当する場合はお申込みいただけません。
・�新型コロナウイルス感染症の症状が重症化しやすい呼吸器疾患用医療器具（酸素
ボンベ・酸素濃縮器等）をご利用の方。
・妊娠中の方。
・2歳未満の乳幼児の方。
・2つ以上連続するクルーズ（下船日と次航の乗船日が同一日となるもの）。
※ａ）～g）に該当する方は、クルーズ代金にかかる取消料は免除とさせていただきます。
2．【ご乗船当日の健康状況確認について】
⑴健康質問票・にっぽん丸クルーズ�ご留意事項および同意書をご提出いただきます。
⑵検温・乗船当日のPCR検査を実施します。

※��37.5℃以上の発熱があった場合、または左記⑴⑵の結果に応じて、ご家族・ご同行者・
ご同室者を含め、ご乗船をお断りします。なお、交通費・宿泊費・宅配便などの諸費用は
お客様のご負担となります。交通費や宿泊費につきましては、高額となる場合があります。
あらかじめご了承願います。
⑶体調がすぐれないお客様は無理をせずご乗船をお控えください。
3．【サービス内容の一部変更について】
2021年11月1日現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、お客様に安全な
サービスを提供するため、船内におけるサービス内容（お料理の提供方法や座席数の削
減など）を一部変更させていただく場合があります。また、船内の一部営業施設は営業を中
止する場合があります。
4．【その他】
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクのご着用が必須となります。
・事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）の費用は、クルーズ代金に含まれます。
・感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（寄港地の受
入状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。
・「CPAP」をご利用の方で、心臓病、慢性呼吸器疾患をお持ちの方は、別途船会社指
定の健康アンケートをご提出ください。
・透析を受けられている方は、事前にご相談ください。
・「お申込みに際してのご案内」および「旅行条件」と一部重複する項目については、本
対応が優先されます。

「にっぽん丸」の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

■募集型企画旅行契約
この旅行は商船三井客船（株）（東京都港区赤坂1-9-13　観光庁長官登録旅行業
第946号、以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結する
こととなります。
■旅行のお申込み及び契約の成立
●旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入のうえ、申込金としてお一人様あたり
下記金額を添えてお申込みください。申込金は、旅行代金又は、取消料もしくは違約
料の一部として充当します。募集型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理した時に成立したものとします。
旅行代金（お一人様） 15万円未満 15万円以上～30万円未満 30万円以上

申込金 20,000円 30,000円 50,000円
●申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅行開始日の
2ヶ月前の月末までにお支払いいただきます。なお、ご予約いただいた時点で旅行開始日
まで2ヶ月を切る場合には、旅行代金の全額をお支払いいただきます。
●当社は、電話･郵便･ファクシミリ・インターネット等による募集型企画旅行契約の予
約申込みを受け付けることがあります。この場合、電話等による予約申込みの翌日か
ら起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書
と申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取り扱います。
■旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
⑴旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船舶、航空機、バス、鉄道等の運賃。
●旅行日程に明示した食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除く）、ホテルの代金。
⑵旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、国内旅行保険、並びに携行品保険。
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等個人的
性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●船内での有料サービス。
●寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
●出発地まで、及び解散地からの交通費、その他の個人的費用。
●燃油サーチャージは2021年11月1日現在無料ですが、今後の原油価格の動向に
より、旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって7日目に当たる日以降に申込まれた場合は旅行開始日）までに交付します。
■旅行契約内容･旅行代金の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送･宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社が関与し
えない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない
ときは旅行を中止、または旅行の変更をすることがあります。
●運送機関の運賃･料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行開始日の前日か
ら起算し、さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様にその旨を通知いたします。
■旅程保証
●当社は契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を支払います。ただ
し、次の場合（運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかか
わらず、運送･宿泊機関などの座席、部屋、その他の諸設備の不足が発生したことに
よるものを除きます）は変更補償金は支払いません。天災地変、戦乱、暴動、官公署
の命令、運送･宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらな
い運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1旅行契約につき旅行代金の15％を限度
とします。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■お申込み条件
●お申込み時点で20歳未満の方のみでご参加の方は保護者の同意書が必要で
す。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
旅行開始時点で生後6ヶ月未満の乳児の乗船はできません。
●慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、6歳未満の未就学
者、身体に障がいをお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行
のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。
●旅行の安全と円滑な実施の為に、前述に該当する方のご旅行参加に関しては介
助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく
場合があります。なお、電動車いすの船内でのご使用はできません。また、通船を使っ
ての上陸地は、車いすでのテンダーボート、地元ボートへのご乗船はできません。
●所定の「健康アンケート」の提出をお願いする場合があります。
●特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行について
は、年齢、資格技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご
参加をお断りする場合があります。
●お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の理由により、医師の診断又は治療を必要と
する状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な
措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
●お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条
件でお受けすることがあります。
●お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の
有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
●お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそ
れがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
●その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
■添乗員同行の有無
●添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがお世話いたします。
■取消料等
●旅行契約締結後、お客様のご都合により取消になる場合、旅行代金に対し、下記
の料率で取消料を申し受けます。
〈国内旅行〉

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

21日前まで 無　料
20日前から8日前まで 旅行代金の��20％
7日前から2日前まで 旅行代金の��30％

旅行開始日の前日 旅行代金の��40％
旅行開始日の当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の��50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％
■旅行者の交替
●上記取消料が発生する日以降のお客様の交替の場合、当社の承諾を得てお一人様
につき1万円の手数料をお支払いいただいたときは、別の方に交替することができます。
●1室ご利用のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなります。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の履行にあたって、当社の
故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じま
す。但し、荷物の場合はお1人最高15万円を限度とします。
●お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
a.天災地変･戦乱･暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
b.運送･宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日程の変更も
しくは旅行の中止。
c.官公署の命令又は伝染病による隔離。

d.自由行動中の事故。　e.食中毒。　f.盗難。
g.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更等又はこれらによって生じる旅行日程
の変更・目的滞在時間の短縮。
■お客様の責任
●お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為もしくは、お客様が当社の
規定を守らなかったことにより当社が損害を被ったときは、お客様に対し損害の賠償
を申し受けます。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部）の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に
急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に関し被られた一
定の損害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
但し、お客様の故意、酒酔い運転、又は危険な運動中の事故によるものであるとき
は、補償金、見舞金はお支払いいたしません。
■基準日
●このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2021年11月1
日現在を基準としております。
■その他
●その他の事項については当社の旅行条件書及び当社旅行業約款（募集型企画
旅行契約の部）によります。
●最少催行人員：各クルーズ掲載ページをご参照ください。
参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は、旅行を中止します。こ
の場合は、旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって13日目に当たる日より前まで
に、お客様にその旨をご連絡いたします。


	01
	02
	03
	04
	05
	06

