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心を満たすひとときを
ひとたび船に乗りこめば、新たな感動の待つ旅の始まりです。

初めて見る景色に、新しい出会い、心を打つ体験の数々。

船上では、おいしい食事にエンターテイメント、あたたかなおもてなしを。

より思い出深く、大切な旅となるように、

にっぽん丸はお客様一人一人に寄り添います。

イメージ



Dining
華やぎに満ちた
ダイニングルームで
旬の食材を味わう

メインダイニング「瑞穂」
船内の左右を突き抜けた広々としたメインダイニングです。目をひく
壁画は「海の豊穣」を描いた信楽製大陶板画。12星座をあしらった
天井の照明も、華やぎを醸し出しています。アットホームなおもてな
しのもと、旬の食材や海の幸を活かした料理をお楽しみください。
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オーシャンダイニング「春日」
特製ローストビーフが名物のプレミアム感あふれるダイニングです。
「日本の四季」をテーマに、花々をモチーフにしたインテリアと、ゆと
りあるテーブルの配置が上質な空間を演出。紺碧の大海原を眺め
ながら、にっぽん丸の醍醐味のひとつである食事を味わえます。
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※写真はすべてイメージです。



花火
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。

食
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。

観光
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。

シーズン
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。

※本パンフレット掲載のクルーズでは、設定がありません。

Originality
多彩な魅力が心を
いっぱいに満たします
夜空に咲き誇る大輪の花、贅を尽くした料理、美しい調べ、至福
のくつろぎ、祭の熱気と高揚感…。ひとつひとつが、クルーズをさ
らに盛り立てます。また、数多くの寄港地を選べるのも、にっぽん
丸ならではの魅力。旅する人の心をいっぱいに満たします。

多彩な魅力



島
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。

エンターテイメント
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。

カジュアル
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。

祭
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。

©2016 手塚茂樹　青森ねぶた祭

※写真はすべてイメージです。



5月

4月

7月

6月

8月

9月

クルーズスケジュール

 4 月11日 水 4日間 飛んでクルーズ沖縄 Aコース ～宮古島・西表島～ P 3

 4 月14日 土 4日間 飛んでクルーズ沖縄 Bコース ～石垣島・台湾～ P 3

 4 月17日 火 4日間 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ～久米島・与那国島～ P 3

 4 月20日 金 4日間 飛んでクルーズ沖縄 Dコース ～座間味島・南大東島～ P 3

 5 月 7 日 月 3日間 徳島発着 世界遺産 富士山クルーズ P 5

 5 月13日 日 6日間 神戸発着 世界遺産 小笠原クルーズ ～硫黄島・西之島周遊～ P 6

 5 月24日 木 4日間 名古屋発着 四国周遊クルーズ ～土佐清水・坂出～ P 7

 5 月27日 日 2日間 初夏の名古屋／宮崎クルーズ P 8

 6 月 1 日 金 4日間 博多発着 輪島花火と伊根の舟屋 P 9

 6 月 5 日 火 3日間 広島発着 喜界島クルーズ P10

 6 月13日 水 3日間 神戸／萩／金沢クルーズ P11

 6 月15日 金 5日間 美食の船旅 ～釜山・長崎～ P12

 6 月20日 水 3日間 富山発着 隠岐クルーズ P13

 6 月27日 水 4日間 新潟発着 夏の出雲大社・隠岐クルーズ P14

 7 月20日 金 4日間 仙台発着 世界遺産 熊野古道と鎌倉・江の島クルーズ P15

 7 月29日 日 2日間 夏休み にっぽん丸ファミリークルーズ ～横浜／清水～ P16

  8 月 2 日 木 6日間 東北夏祭りクルーズ P19

 8 月 7 日 火 3日間 夏休み 館山花火クルーズ P17

 8 月 9 日 木 8日間 済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ P21

 8 月17日 金 3日間 夏休み 熊野大花火大会と徳島クルーズ P18

8 月25日 土 4日間 飛んでクルーズ北海道 Aコース P23

 8 月28日 火 4日間 飛んでクルーズ北海道 Bコース P23

 8 月31日 金 4日間 初秋のサハリン・利尻クルーズ P25

 9 月 3 日 月 4日間 飛んでクルーズ北海道 Cコース P23

 9 月 6 日 木 4日間 飛んでクルーズ北海道 Dコース P23

 9 月 9 日 日 4日間 飛んでクルーズ北海道 Eコース P23

 9 月19日 水 3日間 にっぽん丸紀行 ～スペシャルエンターテイメント～ P26

 9 月21日 金 2日間 横浜／神戸クルーズ ～にっぽん丸パンまつり～ P27

 9 月26日 水 5日間 秋の味覚クルーズ ～松島・館山～ P28
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シンガーソングライター

南こうせつ
（乗船区間：横浜港停泊中）

男声グループ

The JADE

タンゴ歌手

冴木 杏奈

江戸手妻

藤山 大樹

歌手

RiRiKA

ピアニスト

福間 洸太朗
（乗船区間：東京〜東京）

シンガーソングライター

イルカ
（乗船区間：名古屋〜坂出）

歌手

沢田 知可子

シンガーソングライター

渡辺 真知子

フォークデュオ

ダ・カーポ

インストギターデュオ

DEPAPEPE

ソプラノ

小林 沙羅
（乗船区間：東京〜東京）

1970年デビュー。「かぐや姫」を結成し「神田川」
「赤ちょうちん」「妹」など、数々のミリオンセー
ルスを記録。2014年デビュー45周年を記念し
大阪万博公園東の広場にて「サマーピクニック 
Love＆Peace」を開催。益々精力的に活動中！

オペラ界の貴公子たちがオペラからポップス
まで楽しいステージをお届けします。テノー
ルの樋口達哉、高野二郎、高田正人、バリト
ンの成田博之が出演。
ピアノ：金井信

ニューヨーク・カーネギーホール、パリ・シャ
ンゼリゼ劇場など世界14カ国で公演。 「世界
が尊敬する日本人100人」（ニューズウｲーク
日本版）や、 「タンゴに貢献した20人」（アルゼ
ンチン）に選ばれる。

日本の伝統奇術「江戸手妻」の注目アーティス
ト。マジック界最大のアジア大会（韓国）で優
勝、イタリア世界大会で5位入賞するなど世
界的に活躍。美しく華やかな江戸手妻の世
界をお楽しみください。

宝塚歌劇団花組娘役として舞台デビュー、
高い歌唱力を活かし活躍。 退団後はミュー
ジカル、舞台を中心に活動。近年はテレビ東
京「THEカラオケ★バトル」に出演し、2017年
春のグランプリ受賞を含め、6冠に輝く。

パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術大学で
学ぶ。20歳でクリーヴランド国際ピアノコン
クール優勝（日本人初）およびショパン賞受
賞。これまでクリーヴランド管弦楽団など海
外の著名オーケストラと数多く共演。

1975年「なごり雪」が大ヒット。活動45周年
を経た現在も毎年コンサート活動を継続し、
絵本の執筆や、着物のデザイン・手描き・
染めを手掛けるなど活動の幅を広げている。

1991年「会いたい」が130万枚を超える大ヒッ
ト。オリコンセールスでは87週にわたって
チャートインしNHK紅白歌合戦出場。2017
年、デビュー30周年記念アルバム「こころ唄
～BEST&COVER30～」発表。

1977年「迷い道」でデビューし「かもめが翔ん
だ日」「ブルー」など数 の々ヒット曲を送り出す。
デビュー 40周年を迎えた現在も抜群の歌唱
と表現力に、国内外から賞賛が寄せられる。

榊原まさとし、広子のフォークデュオ。1973
年デビュー。「結婚するって本当ですか」「野に
咲く花のように」「宗谷岬」などのヒット曲を持
つ。2018年8月にデビュー45周年を迎える。

徳岡慶也と三浦拓也で結成。アコースティッ
クギター2本で、唄っているかのようなメロ
ディーで、心象風景や喜怒哀楽といった感
情、四季折々の情緒を表現する。国境、世代
も越えて勢力的に活動中!

東京藝術大学大学院修了後ウィーン、ローマ
に留学。2012年ブルガリア国立歌劇場「ジャ
ンニ・スキッキ」ラウレッタで欧州デビュー。
国内外のオペラで活躍中の若手ソプラノの
ホープ。2017年第27回出光音楽賞受賞。

にっぽん丸紀行 ～スペシャルエンターテイメント～

博多発着 輪島花火と伊根の舟屋

神戸／萩／金沢クルーズ

夏休み 館山花火クルーズ

飛んでクルーズ北海道（C・D・E コース）

秋の味覚クルーズ～松島・館山～

名古屋発着 四国周遊クルーズ～土佐清水・坂出～

広島発着 喜界島クルーズ

新潟発着 夏の出雲大社・隠岐クルーズ

飛んでクルーズ北海道（A・B コース）

初秋のサハリン・利尻クルーズ

横浜／神戸クルーズ～にっぽん丸パンまつり～

秋の味覚クルーズ～松島・館山～

エンターテイナー （一部抜粋・順不同）

©NIPPON COLUMBIA©Mark Bouhiron
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２０18年

4月11日水 那覇発 ＞＞ 4月14日土 那覇着  4日間
4月14日土 那覇発 ＞＞ 4月17日火 那覇着  4日間
4月17日火 那覇発 ＞＞ 4月20日金 那覇着  4日間
4月20日金 那覇発 ＞＞ 4月23日月 那覇着  4日間

Aコース

Aコース

Bコース

Bコース

Cコース

Cコース

Dコース

Dコース

最端の島へ
有人島最南端の波照間島、最西端
の与那国島など日本の2つの最端を
訪れます（オプショナルツアー含む）。

宮古島・西表島

石垣島・台湾

久米島・与那国島

座間味島・南大東島 オリオンビール
サンセットバー
沖縄の老舗ビールメーカー・オリオ
ンビールのご協力で、スポーツデッ
キにサンセットバーをオープ
ンします。サックスの演奏
と共に素敵な時間をお過ご
しください。

ブルーシール
アイスクリームコーナー
ブルーシールのアイスクリームコー
ナーをリドテラスにオープンします。
たくさんのフレーバーの中から、人気
の味と紅芋やサトウキビなど、沖縄
特有のフレーバーを取り揃えて皆様
をお待ちしています。

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

■ スケジュール

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月11日水 那覇 — 17:00
4月12日木 宮古島 09:00 17:00
4月13日金 西表島 09:00 17:00
4月14日土 那覇 09:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【西表島】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。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月20日金 那覇 — 17:00
4月21日土 座間味島 09:00 17:00
4月22日日 南大東島 09:00 17:00
4月23日月 那覇 09:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【座間味島】【南大東島】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。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月14日土 那覇 — 17:00
4月15日日 石垣島 09:00 17:00
4月16日月 基隆 07:00 16:00
4月17日火 那覇 13:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□有効期間が2018年7月16日以降の旅券（パスポート）が必要とな

ります。
□台湾の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ただし

査証が必要な場合の査証取得費用は除きます）。
□渡航条件は2017年11月1日現在のものです。変更となる場合はご

連絡いたします。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月17日火 那覇 — 21:00
4月18日水 久米島 09:00 17:00
4月19日木 与那国島 09:00 16:00
4月20日金 那覇 09:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【久米島】【与那国島】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。

□（那覇）4月17日の乗船時間は19：00の予定です。

那覇西表島

宮古島
那覇

久米島

与那国島

那覇基隆
石垣島

那覇
座間味島

南大東島

サックス（イメージ）

飛んでクルーズ
沖縄

通船

Aコース Cコース

Bコース Dコース
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炎舞太鼓 ～enbudaiko～
【 沖縄伝統芸能グループ 】

石垣島出身の上里好博が立ち上げた沖縄伝統
芸能グループ。石垣島初のエイサー祭り「あやぱ
に祭」を主催するなど、エイサーの普及に力を
注いでいる。迫力あるエイサー（太鼓踊り）や心
に響く島唄をお楽しみください。

上間 綾乃
【 唄者 】

沖縄民謡で培った声をベースに、聴く者の心
を揺さぶってやまない深い表現力の圧倒的なス
テージを繰り広げる。海外アーティストとのコラ
ボレーションも行うなど、今後ますますの活躍が
期待されている。

■  エンターテイナー

■  エンターテイナー

各コース3泊4日のコンパクトな日程ながら、既存の飛行機では移
動できない航路で、沖縄の離島めぐりを楽しめます。
美しい砂浜、独特の島文化、奥深いジャングルなど、それぞれ違っ
た沖縄の魅力を楽しめる4コース。

“うりずん（初夏）”の美ら海へ、どうぞにっぽん丸でお出かけくださ
い。

アイランドホッピング
注目！

ここに

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 115,000円 110,000円

コンフォートステート 127,000円 124,000円

スーペリアステート 147,000円 140,000円

デラックスツイン 214,000円 207,000円

デラックスベランダ 243,000円 231,000円

デラックスシングル 272,000円 262,000円

ジュニアスイート 324,000円 311,000円

ビスタスイート 419,000円 403,000円

グランドスイート 612,000円 594,000円

コンフォートステート 103,000円 99,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

A B

C D

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申込方法は

別途ご案内します。

 【宮古島】 4月12日木
宮古諸島４島めぐり
★   13,500円

 【久米島】 4月18日水
久米島半日観光
★   5,800円

 【基隆】 4月16日月
ノスタルジックな九份を散策
★★   16,000円

 【南大東島】 4月22日日
ふるさと文化センター行き
連絡バス
追加代金なし

 【西表島】 4月13日金
日本最南端 波照間島を訪ねる
★   14,500円

 【与那国島】 4月19日木
日本最西端 与那国島観光
★   8,000円

 【石垣島】 4月15日日
沖縄の原風景
竹富島と絶景の川平湾
★   15,000円

 【座間味島】 4月21日土
ケラマブルーの海が広がる
座間味島観光
★   6,500円

A BC D

イメージ

43

イメージ

イメージ

水牛車／西表島

フサキビーチ／石垣島



日　程 寄　港　地 入　港 出　港

5月7日月 徳島 — 11:00

5月8日火 清水 09:00 17:00

5月9日水 徳島 14:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

内田 貴光
【 マジシャン 】

世界が認めた「マジック界の
貴公子」。マジック界のオリ
ンピックでチャンピオンに輝
いた、日本が世界に誇るマ
ジシャン。美しく芸術的な
ショーをお届けします。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 93,000円

コンフォートステート 99,000円

スーペリアステート 111,000円

デラックスツイン 178,000円

デラックスベランダ 193,000円

デラックスシングル 238,000円

ジュニアスイート 250,000円

ビスタスイート 319,000円

グランドスイート 438,000円

コンフォートステート 85,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
清水港⇔富士山五合目の

「フジヤマシャトル」を運行
富士山五合目までの連絡バス「フジヤマシャトル」を運行
します。世界文化遺産の富士山周辺観光をお楽しみくだ
さい（事前申込制・追加代金なし）。

旬の桜えび（紹介）
駿河湾では、海の宝石とも言わ
れる桜えびが旬を迎えます。
にっぽん丸が寄港する5月、河川敷にはピンクの絨毯の
ように桜えびが広がり、雪を被った富士山との美しいコ
ントラストが楽しめます。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

徳島発着

世界遺産
富士山
クルーズ

２０１8年

５月7日月 徳島発 ＞＞＞
５月9日水 徳島着　3日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内
します。

 【清水】 5月8日火
富士を望む大吊橋 三島スカイウォークと
世界遺産 三保の松原・神の道
★★   13,500円

山中湖花の都公園でチューリップ観賞
★★   12,000円  

徳島

清水

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

桜えび（イメージ）

※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

5

駿河湾と富士山



小笠原
（父島）

神戸

硫黄島周遊

西之島周遊

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

5月13日日 神戸 — 18:00

5月14日月 終日航海 — —

5月15日火 小笠原
（父島）

 08:00 17:00

5月16日水 硫黄島・
西之島周遊 — —

5月17日木 終日航海 — —

5月18日金 神戸 09:00 —

□食事回数 ： 朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員 ： 2名
□【小笠原（父島）】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。

■ スケジュール

※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。

斎藤雅広と
愉快な仲間たち

【 ピアニスト 】

デビュー 40周年を迎えた日
本を代表する人気のピアニス
トがソプラノ家田紀子、テノー
ル松村英行と一緒に楽しい
ステージをお届けします。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー

新しい島・西之島
2013年から噴火を続け、今でも拡大し続ける小笠原諸
島の西之島。島の中心から約2㎞の海上を一周し、神
秘に満ちた島の成長をご覧いただく予定です。
※島の火山活動の状況によって、周遊できない場合があります。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

神戸発着

世界遺産
小笠原
クルーズ
〜硫黄島・西之島周遊〜

２０１8年

５月13日日 神戸発 ＞＞＞
５月18日金 神戸着　6日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内
します。

スタンダードステート 227,000円

コンフォートステート 247,000円

スーペリアステート 268,000円

デラックスツイン 391,000円

デラックスベランダ 432,000円

デラックスシングル 525,000円

ジュニアスイート 566,000円

ビスタスイート 731,000円

グランドスイート 1,028,000円

コンフォートステート 205,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【小笠原】 5月15日火
小笠原の固有植物を観察
～専門ガイドがご案内～
★★★   10,000円

南島海域ボート遊覧 ※南島には上陸しません。

★   8,500円

徳島

清水

通船

NIPPON●
TOPICS

パッションフルーツ
豊かな香りと爽やかな甘酸っぱさが
魅力のトロピカルフルーツ。黄色い果肉を
種ごと食べます。小笠原産のものは糖度
が高く生食が最高。船内でご用意します。

NIPPON●
TOPICS

パッションフルーツ
（イメージ）
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小笠原錨泊中のにっぽん丸



日　程 寄　港　地 入　港 出　港

5月24日木 名古屋 — 18:00

5月25日金 土佐清水 12:00 17:00

5月26日土 坂出 07:00 15:00

5月27日日 名古屋 10:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

乗船区間：名古屋～坂出

イルカ
【 シンガーソングライター 】

1975年「なごり雪」が大ヒッ
ト。活動45周年を経た現在
も毎年コンサート活動を継
続し、絵本の執筆や、着物
のデザイン・手描き・染め
を手掛けるなど活動の幅を
広げている。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 132,000円

コンフォートステート 144,000円

スーペリアステート 159,000円

デラックスツイン 231,000円

デラックスベランダ 255,000円

デラックスシングル 312,000円

ジュニアスイート 336,000円

ビスタスイート 432,000円

グランドスイート 612,000円

コンフォートステート 117,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
うどん どうぞ
モチモチとした手打ちの中太麺と、メニューに合わせて
変える3種類の出汁が美味しい讃岐うどんの専門店「さぬ
き麺匠 はま弥」を貸切ります。港
からお店までは「うどんばす」（事
前申込不要・追加代金なし）を
運行。お好きなだけ、特産のう
どんを召し上がってください。

にっぽん丸 イルカ コンサート
にっぽん丸のドルフィンホールで「にっぽん丸イルカコン
サート」を開催します。代表曲の「なごり雪」「まあるいい
のち」（予定）など、時を経て今も心に残る名曲の数 と々
心温まるトークをお楽しみください。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

名古屋発着

四国周遊
クルーズ
〜土佐清水・坂出〜

２０１8年

５月24日木 名古屋発 ＞＞＞
５月27日日 名古屋着　4日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企

画・実施となります。具体的な内容とお申込方法は
別途ご案内します。

 【土佐清水】 5月25日金
清流 四万十川を遊覧
★  8,500円

 【坂出】 5月26日土
金刀比羅宮参拝と瀬戸大橋
★★★   8,000円

名古屋

土佐清水

坂出

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋
明石海峡大橋

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

イメージ

7

金刀比羅宮



名古屋

宮崎

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

5月27日日 名古屋 — 17:00

5月28日月 宮崎 16:00 —

□食事回数 ： 朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

足立 さつき
 【 ソプラノ歌手 】

武蔵野音楽大学、及び同
大学院修了。文化庁在外
研修員としてイタリア・ミラノ
に2年間留学。オペラ「椿姫」
でデビュー後、モーツァルト

「フィガロの結婚」團伊玖磨
「夕鶴」などで活躍。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー
日向夏ジュース
宮崎県の特産果樹・日向夏を使ったジュースを船内でご
用意します。果肉は酸味があり、甘さ控えめで独特な風
味が特徴。ジュースは程よい酸味と柑橘特有のさわやか
な香りで、すっきりとした味わいです。

完熟マンゴー「太陽のタマゴ」
宮崎県産マンゴーの中でも選
び抜かれた最上級品です。食
べてみないとわからない、一
度食べたら忘れられないク
リーミーな食感と濃厚な甘み。
船内で予約販売を承ります。

リドテラス
7Fリドテラスでは朝の9時から
夜の22時まで、様々な軽食を
ご用意します。日替わりでお出
しするハンバーガーは小ぶりで
パクリと食べられます。ゴディバ
のショコリキサーもこちらでどう
ぞ。開放感のあるプールサイド
でのんびりとした
時間をお過ごし
ください。

初夏の

名古屋／宮崎
クルーズ

２０１8年

５月27日日 名古屋発 ＞＞＞
５月28日月 宮崎着　2日間

スタンダードステート 40,000円

コンフォートステート 44,000円

スーペリアステート 52,000円

デラックスツイン 77,000円

デラックスベランダ 86,000円

デラックスシングル 106,000円

ジュニアスイート 109,000円

ビスタスイート 142,000円

グランドスイート 195,000円

コンフォートステート 34,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

名古屋

土佐清水

坂出

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋
明石海峡大橋

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

マンゴー（イメージ）

リドテラス

87

日南海岸 青島



日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月1日金 博多 — 10:00

6月2日土 輪島 10:30 21:30

6月3日日 伊根  09:00 17:00

6月4日月 博多 14:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【伊根】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。

□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承くだ
さい。

■ スケジュール

※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。

The JADE
【 男声グループ 】

オペラ界の貴公子たちがオ
ペラからポップスまで楽しい
ステージをお届けします。テ
ノールの樋口達哉、高野二
郎、高田正人、バリトンの
成田博之が出演。
ピアノ：金井信

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 135,000円

コンフォートステート 149,000円

スーペリアステート 163,000円

デラックスツイン 245,000円

デラックスベランダ 285,000円

デラックスシングル 326,000円

ジュニアスイート 370,000円

ビスタスイート 450,000円

グランドスイート 620,000円

コンフォートステート 109,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
日本一密度の高い花火大会
1分間に打ち上げられる花火の数が日本一といわれる

「輪島市民大花火大会」。最初から最後まで止まること
なく連発される花火は、わずか20分間に約16,000発。
北陸の夏の初めを彩る花火大会です。

伊根の舟屋
伊根湾に沿って立ち並
ぶ約230軒の舟屋群は、
1階が船のガレージ、2
階は居室となっている独
特の建物。風光明媚な
この港町の景色をお楽
しみください。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

博多発着

輪島花火と
伊根の舟屋

２０１8年

6月1日金 博多発 ＞＞＞
6月4日月 博多着　4日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船
（株）の旅行企画・実施となります。具
体的な内容とお申込方法は別途ご案
内します。

 【輪島】 6月2日土
輪島朝市とのと鉄道「のと里山里海号」に乗車
★  15,500円

 【伊根】 6月3日日
伊根の舟屋めぐりと日本三景 天橋立
★★   14,800円

輪島

博多

伊根

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

伊根の舟屋（イメージ）

通船

9

輪島市民大花火大会（イメージ）



広島

喜界島

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月5日火 広島 — 09:00

6月6日水 喜界島 10:00 17:00

6月7日木 広島 17:30 —

□食事回数 ： 朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

沢田 知可子
 【 歌手 】

1991年「会いたい」が130万枚
を超える大ヒット。NHK紅白
歌合戦出場、30周年記念「こ
ころ唄～ BEST&COVER30～」
を発表。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー
喜界島の自然
自生するガジュマル、ソテツなど亜
熱帯性の植生が豊かで、島バナナやパパイヤなど美味し
い香りと実りにも恵まれています。花々をめがけて、オオ
ゴマダラなどの蝶が飛来し、春には島の随所で蝶の乱
舞が見られます。

喜界島産白ゴマで「ごま塩」を
日本国内のゴマは、ほとんどが輸入品ですが、「喜界島
産白ゴマ」は、数少ない国産ゴマ。
この貴重なゴマと、にっぽん丸ゆかりの寄港地・輪島の
天然塩をそれぞれプレゼント。自分だけの「ごま塩」を作っ
てみてください。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

広島発着

喜界島
クルーズ

２０１8年

6月5日火 広島発 ＞＞＞
6月7日木 広島着　3日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となりま

す。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

スタンダードステート 93,000円

コンフォートステート 99,000円

スーペリアステート 109,000円

デラックスツイン 160,000円

デラックスベランダ 180,000円

デラックスシングル 217,000円

ジュニアスイート 239,000円

ビスタスイート 299,000円

グランドスイート 419,000円

コンフォートステート 85,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【喜界島】 6月6日水
喜界島の見どころ観光
★  8,800円

よんよ～り 喜界島シマ歩き
★★★   2,000円

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

喜界島（イメージ）
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喜界島停泊中のにっぽん丸



金沢

神戸
萩

関門海峡 来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月13日水 神戸 — 10:00

6月14日木 萩  08:00 14:00

6月15日金 金沢 09:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□【萩】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。

■ スケジュール

※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。

冴木 杏奈
【 タンゴ歌手 】

ニューヨーク・カーネギーホー
ル、パリ・シャンゼリゼ劇場
など世界14カ国で公演。女
優としても多方面で活躍し、
真のエンターテイナーとして
進化を続けている。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 78,000円
コンフォートステート 88,000円
スーペリアステート 98,000円
デラックスツイン 126,000円
デラックスベランダ 152,000円
デラックスシングル 212,000円
ジュニアスイート 218,000円
ビスタスイート 284,000円
グランドスイート 390,000円
コンフォートステート 68,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
歴史の町 萩を歩こう
萩は現在でも古地図で歩け
る町で、江戸時代からの町
割や街路、武家屋敷などが
連続して存在しています。往
時の面影を残す町筋を歩き、
萩の歴史を体感してみてくだ
さい。

加賀棒茶プレゼント
加賀棒茶は茶の茎だけを焙じたお茶で、香ばしく甘みが
ありすっきりとした味わいです。昭和天皇も好まれたことで
も知られるこのお茶を、皆様にプレゼントいたします。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

神戸／萩／
金沢
クルーズ

２０１８年

６月１３日水 神戸発 ＞＞＞
６月１５日金 金沢着　３日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施と

なります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

 【萩】 6月14日木
世界遺産 明治日本の産業革命遺産を訪ねる
★★  8,000円

にっぽん丸プレミアムツアー

世界遺産 萩城址で萩焼の茶器で野点
貴賓室でいただく季節の料理
★★   25,000円

※花の見頃は例年と異なる場合があります。　兼六園

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

松下村塾

通船
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金沢

神戸
萩

関門海峡 来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋

金沢
釜山

長崎

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月15日金 金沢 — 18:00

6月16日土 終日航海 — —

6月17日日 釜山 08:00 17:00

6月18日月 長崎 08:00 15:00

6月19日火 金沢 18:30 —

□食事回数 ： 朝4回、昼4回、夕4回　□最少催行人員 ： 2名
□有効期間が2018年9月17日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□韓国の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ただし査証が

必要な場合の査証取得費用は除きます）。
□渡航条件は2017年11月1日現在のものです。変更となる場合はご連絡い

たします。

■ スケジュール

※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。

佐々木 浩 

【 祇園 さゝ 木主人 】

1998年独立し祇園に出店。
日本料理だけにとらわれず、
フランス人シェフとコラボ
レーションを行うなど、次代
の京料理を担う一人。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  ゲスト

祇園 さゝ 木と
銘店のコラボレーション
京都の銘店「祇園 さゝ 木」と、そこで修
行を積み独立した「祇園 きだ」「老松 喜
多川」「食堂 おがわ」の3名の店主たちが
集います。師匠と弟子が一同に会し、お
もてなしの料理をご提供します。

吉はし菓子所
予約注文を受けた分だけをこしらえ販売する、金沢でも
とっておきの和菓子店「吉はし菓子所」。そのおいしく美
しい和菓子を船内のティータイムにご用意します。

（クルーズ中1回）

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

美食の船旅
～釜山・長崎～

２０１８年

６月１５日金 金沢発 ＞＞＞
６月１９日火 金沢着　５日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。

具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

スタンダードステート 168,000円
コンフォートステート 185,000円
スーペリアステート 205,000円
デラックスツイン 282,000円
デラックスベランダ 312,000円
デラックスシングル 380,000円
ジュニアスイート 409,000円
ビスタスイート 526,000円
グランドスイート 740,000円
コンフォートステート 146,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【釜山】 6月17日日
にっぽん丸プレミアムツアー

世界遺産 古都慶州と宮廷料理の昼食
★★  29,500円

 【長崎】 6月18日月
世界遺産 軍艦島に上陸
★★   11,500円

にっぽん丸プレミアムツアー

長崎車窓観光と史跡料亭 花月で
長崎の伝統卓袱料理
★   23,500円

2016 年「美食の船旅」より（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

本クルーズは、祇園 さゝ 木一門の船上での料理の
提供をもって美食の船旅とします。
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富山隠岐（浦郷）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月20日水 富山新港 — 16:00

6月21日木 隠岐（浦郷）  10:00 17:00

6月22日金 富山新港 11:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□【隠岐（浦郷）】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。

■ スケジュール

※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。

剣 幸
【 女優 】

富山県出身。元宝塚歌劇団
月組男役トップスター。2016
年「宝塚歌劇の殿堂」入り。
ミュージカル、芝居、歌と
幅広く活動。現在「NHK短
歌」の司会を務め好評を博
している。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 89,000円
コンフォートステート 98,000円
スーペリアステート 109,000円
デラックスツイン 150,000円
デラックスベランダ 165,000円
デラックスシングル 201,000円
ジュニアスイート 217,000円
ビスタスイート 279,000円
グランドスイート 392,000円
コンフォートステート 78,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
富山新港開港50周年
射水市の富山新港開港50周年
をお祝いする記念クルーズです。
ご乗船の皆様には、射水市から
の記念品や、白エビなどの地元
食材を使ったディナーでおもてな
しいたします。

隠岐
4つの有人島と180余りの無人島からなる隠岐。日本形
成が垣間見える大地と、謎多き生態系が存在し、世界
的に見ても貴重な島です。2013年には「世界ジオパーク」
にも認定されました。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

富山発着

隠岐
クルーズ

２０１８年

６月２０日水 富山発 ＞＞＞
６月２２日金 富山着　３日間

※★印の数およびアクティブで健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内
します。

 【隠岐】 6月21日木
国賀海岸・摩天崖ハイキング
アクティブ  7,500円

国賀海岸遊覧と
後鳥羽上皇ゆかりの中ノ島
★★   14,500円

国賀海岸

通船

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

白エビ（イメージ）
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富山隠岐（浦郷）
新潟

隠岐（浦郷）

大社

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月27日水 新潟 — 10:30

6月28日木 大社  10:00 17:00

6月29日金 隠岐（浦郷）  08:00 14:00

6月30日土 新潟 10:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【大社】【隠岐（浦郷）】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。

■ スケジュール

※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。

渡辺 真知子
 【 シンガーソングライター 】

1977年「迷い道」でデビュー
し「かもめが翔んだ日」「ブ
ルー」など数々のヒット曲を
送り出す。デビュー40周年
を迎えた現在も抜群の歌唱
と表現力に、国内外から賞
賛が寄せられる。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー
出雲大社への連絡バス運行
古えより神話の国として栄えた出雲地方。中でも出雲大
社は、多くの人が訪れる人気の観光スポットです。周辺
には関連する神社の他、たくさんのお店も軒を連ねます。
その出雲大社へ、連絡バスを運行します（事前申込制・
追加代金なし）。

島根の和菓子
出雲のある島根は、茶所・菓子所
として有名です。松平不昧公が大成
させた茶の湯文化に伴い広がりました。三英堂の若草
の他、船内にご用意する和菓子で、職人の伝統技と歴
史の気配をお楽しみください。（クルーズ中1回）

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

新潟発着

夏の
出雲大社・
隠岐
クルーズ

２０１８年

６月２７日水 新潟発 ＞＞＞
６月３０日土 新潟着　４日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内し
ます。

スタンダードステート 134,000円
コンフォートステート 146,000円
スーペリアステート 159,000円
デラックスツイン 232,000円
デラックスベランダ 257,000円
デラックスシングル 312,000円
ジュニアスイート 337,000円
ビスタスイート 436,000円
グランドスイート 615,000円
コンフォートステート 122,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【大社】 6月28日木
にっぽん丸プレミアムツアー

出雲大社「八足門」内
特別参拝と出雲郷土料理
★★  23,000円

 【隠岐】 6月29日金
絶景の国賀海岸を遊覧
★   9,000円

出雲大社 神楽殿

通船

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

三英堂の若草（イメージ）
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仙台

江の島

新宮

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

7月20日金 仙台 — 10:00

7月21日土 新宮 12:30 18:30

7月22日日 江の島  09:00 18:00

7月23日月 仙台 14:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【江の島】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。

■ スケジュール

※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。

新子 景視
【 マジシャン 】

相手の脳に侵入して考えを
読み取る、「ブレインダイブ」
で大注目のマジシャン。ク
ロースアップマジックから、イ
リュージョンまで、幅広いジャ
ンルのレパートリーを持つ。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 139,000円
コンフォートステート 152,000円
スーペリアステート 164,000円
デラックスツイン 238,000円
デラックスベランダ 263,000円
デラックスシングル 318,000円
ジュニアスイート 343,000円
ビスタスイート 442,000円
グランドスイート 621,000円
コンフォートステート 127,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
熊野・中辺路までの
連絡バスを運行
熊野古道の中辺路は、古代末期から近世にかけて「蟻
の熊野詣」といわれるほど、多くの参拝者が往来していっ
たと伝えられています。その中辺路まで、連絡バスを運
行します（事前申込制・追加代金なし）。

江ノ電1日乗車券
「のりおりくん」プレゼント

全区間で、1日何度でも「のりお
り」できる便利な乗車券です。沿
線には、有名な神社仏閣や人気
のレストランが点在し、優雅な1
日を過ごすことができます。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

仙台発着

世界遺産
熊野古道と
鎌倉・江の島
クルーズ

２０１８年

７月２０日金 仙台発 ＞＞＞
７月２３日月 仙台着　４日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施と

なります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

 【新宮】 7月21日土
にっぽん丸オリジナルツアー

熊野旅のコンシェルジュがご案内
伊達政宗が愛した熊野の歴史探訪
★★   15,500円

 【江の島】 7月22日日
古都 鎌倉を訪ねる
★★  13,500円

熊野古道

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

江ノ電（イメージ）

通船
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横浜

清水

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

7月29日日 横浜 — 17:00

7月30日月 清水 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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（ファミリー割引を除く）に
　ついては最終ページをご確認ください。

都々
【 マジシャン 】

本場アメリカで奇術の殿堂
マジックキャッスルにレギュ
ラー出演など活躍中。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  ファミリー割引代金

■  エンターテイナー
にっぽん丸デザイン
スケッチブック
にっぽん丸オリジナルのスケッ
チブックを作りました。お子様
には実用的で、大人の方には
ちょっと懐かしいスケッチブック。
皆様にプレゼントいたします。

ファミリー割引設定
夏休みの楽しい思い出に、ぜひご家族揃ってご乗船いた
だきたいと、ファミリー割引を設定しました。グループ3
のみお子様代金が大人お一人様代金の50％になります

（2歳以上小学生以下対象）。

夏休み

にっぽん丸
ファミリー
クルーズ
～横浜／清水～

２０１８年

７月２９日日 横浜発 ＞＞＞
７月３０日月 清水着　２日間

スタンダードステート 39,000円
コンフォートステート 44,000円
スーペリアステート 49,000円
デラックスツイン 60,000円
デラックスベランダ 73,000円
デラックスシングル 103,000円
ジュニアスイート 106,000円
ビスタスイート 139,000円
グランドスイート 192,000円
コンフォートステート 31,000円

グループ3のお子様お一人様 15,500円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

横浜

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

出港セレモニー
別名ボンボヤージュサービスと呼び
ます。ボンボヤージュとはフランス語
で「よい航海を」という意味。皆様
のご安航と楽しい船旅を祈念します。
銅鑼の音と共にスパークリングワイ
ンで乾杯しますが、当クルーズでは
お子様用ボンボヤージュドリンクも
ご用意いたします。

イメージ
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横浜

館山

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月7日火 横浜 — 17:00

8月8日水 館山 08:00 17:00
※

8月9日木 横浜 10:30 —

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承くだ

さい。
※8月8日は、出港後、沖に錨泊し、花火を鑑賞します。

■ スケジュール

※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。

藤山 大樹
【 江戸手妻 】

日本の伝統奇術「江戸手
妻」の注目アーティスト。マ
ジック界最大のアジア大会

（韓国）で優勝、イタリア
世界大会で 5位入賞するな
ど世界的に活躍。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 91,000円
コンフォートステート 101,000円
スーペリアステート 112,000円
デラックスツイン 157,000円
デラックスベランダ 173,000円
デラックスシングル 210,000円
ジュニアスイート 227,000円
ビスタスイート 293,000円
グランドスイート 412,000円
コンフォートステート 83,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
館山湾花火大会
見どころは、大小100発以上の花火が打上げられる特
大スターマインと、大会名物となった海面から打上げら
れる水中花火。湾いっぱいに開く花火が夏の夜を鮮や
かに彩ります。

館山のアイスクリームが
揃います
館山市は温暖な気候と海山に囲ま
れており、味わい豊かな食材に恵
まれたエリアです。そんな地元の食
材を活かして作られる氷菓各種を船内に集めます。ピー
ナッツ、イチゴ、蜂蜜など、様々なフレーバーをお楽しみ
ください。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

夏休み

館山花火
クルーズ

２０１８年

８月７日火 横浜発 ＞＞＞
８月９日木 横浜着　３日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内
します。

 【館山】 8月8日水
にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽん丸農園でメロン狩り
★  7,000円

鴨川シーワールドと濃
のうみぞ

溝の滝
★★   10,000円

館山湾花火大会（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

ピーナッツアイス（イメージ）
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四日市

小松島
熊野沖（花火）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月17日金
四日市 — 11:00

熊野沖 — —

8月18日土 小松島 09:00 17:00

8月19日日 四日市 09:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□熊野大花火大会がメインのクルーズのため、17日の花火大会が翌日に

延期となった場合は、寄港地（小松島）が変更となる場合もございます。
また、花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了
承ください。

■ スケジュール

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

熊野大花火大会
三百余年の伝統を誇る熊野大花火大会。海上に半円
形の花が咲く海上自爆や、直径約600ｍに広がる三尺
玉海上自爆、フィナーレを飾る鬼ヶ城大仕掛けが見どこ
ろです。その起源は、お盆の初精霊供養に簡単な花火
を打ち上げ、その花火の火の粉で灯籠焼を行ったのが
始まりといわれています。 

徳島のすだち
すだちは、全国シェアほぼ100％で、名実ともに徳島を
代表する柑橘系果実です。そのすだちを使って、夜食
をご用意いたします。ビタミンC
が豊富で、さわやかな酸味とす
がすがしい香りが夏の食卓には
ぴったりです。（クルーズ中1回）

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

夏休み

熊野
大花火大会と
徳島
クルーズ

２０１８年

８月１７日金 四日市発 ＞＞＞
８月１９日日 四日市着　３日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実

施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内
します。

スタンダードステート 102,000円
コンフォートステート 118,000円
スーペリアステート 128,000円
デラックスツイン 180,000円
デラックスベランダ 200,000円
デラックスシングル 240,000円
ジュニアスイート 270,000円
ビスタスイート 350,000円
グランドスイート 460,000円
コンフォートステート 97,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【小松島】 8月18日土
にっぽん丸オリジナルツアー

小松島のお遍路道を歩く
★★  9,000円

鳴門のうず潮と梨狩り体験
★   12,800円

熊野大花火大会（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

すだち（イメージ）

イメージ

アスール★
プラ★プティ★

【 にっぽん丸ハウスバンド 】

フィリピンでの厳しいオー
ディションを勝ち抜いた精鋭
たちで結成。陽気で楽しい
音楽をお届けします。

■  エンターテイナー
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日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月 2 日木 横浜 — 17:00

8月 3 日金 終日航海 — —

8月 4 日土 秋田 08:00 22:30

8月 5 日日 青森 08:30 22:00

8月 6 日月 終日航海 — —

8月 7 日火 横浜 09:00 —

□食事回数 ： 朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員 ： 2名
□祭りは天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

■ スケジュール
秋田竿燈まつり
260年以上の歴史を持つ、五穀豊穣を祈願するお祭りで、稲穂に見立てた竿燈が夏の夜
空に揺らめきます。提灯には町内ごとに町紋が描かれており、そのデザインは帆船や馬な
どの生活に深く関わる物や、豊作・子宝を意味する縁起物があったりと様々ですが、ろう
そくが灯り浮かび上がるその絵柄はどれも味わい深いものです。最大50キロにもなる竿燈
を、お囃子に合わせて体の各部位に乗せる芸術的な技には、ため息と歓声がわき、しな
り具合に驚かされます。

青森ねぶた祭と五所川原立佞武多
2つのお祭りからお好きな方をお選びください。「青森ねぶた祭」は、
大型の張りぼて人形を乗せた山車と、その周りで踊る「ハネト」の大
集団が見ものです。「五所川原立佞武多」は、立佞武多と呼ばれる、
巨大な山車が「ヤッテマレ！」の掛け声のもと練り歩き、その圧倒的
迫力で沿道の観客を魅了しています。

東北夏祭り
クルーズ

２０18年

8月2日木 横浜発 ＞＞＞
8月7日火 横浜着　6日間

五所川原立佞武多（イメージ）

20年以上前から実施し、これまでに7000人を超えるお客様がご参加されたにっ
ぽん丸の定番・人気クルーズです。通称「かどかど隊」とよぶ、にっぽん丸のハッ
ピを着たスタッフが混み合う会場を安全に誘導し、専用の桟敷席でゆったり観覧
していただけます。船内では「にっぽん丸の夏祭り」も開催。スタッフが叩く勇壮な
大太鼓に合わせ、お客様とクルー、一体となって楽しく「にっぽん丸音頭」を踊り
ましょう。「縁日コーナー」の射的やゲームもお楽しみください。クルーズ全体を通
して熱く楽しく盛り上がるのが、にっぽん丸の東北夏祭りクルーズなのです。

お祭り一色
注目！

ここに

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 239,000円

コンフォートステート 259,000円

スーペリアステート 289,000円

デラックスツイン 418,000円

デラックスベランダ 505,000円

デラックスシングル 548,000円

ジュニアスイート 618,000円

ビスタスイート 823,000円

グランドスイート 1,080,000円

コンフォートステート 208,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS
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横浜

秋田

青森

小山兄弟
【 津軽三味線兄弟ユニット 】

若手で注目される津軽三味線奏者、
小山慶一・慶宗の兄弟による津軽三
味線合奏の世界をお届けします。世
界柔道選手権2010東京大会・開幕
式でつるの剛士と共演、北島三郎、
坂本冬美、藤あや子との共演、嵐の
アリーナツアーに参加するなど多方面
で活躍中。兄弟ならではの息のあっ
た迫力ある津軽三味線合奏をお聴き
ください。

■  エンターテイナー■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

奥入瀬渓流

十二湖・青池

 【秋田】 8月4日土
【お祭り見物コース】
秋田竿燈まつり
追加代金なし

能代の夏祭り 能代七夕
「天空の不夜城」を見学　

★★   19,500円

にっぽん丸オリジナルツアー

貸切列車で行く
白神山地 十二湖・青池
★★   15,500円

男鹿半島 なまはげ習俗体験と
石焼料理の昼食　
★   15,500円

 【青森】 8月5日日
【お祭り見物コース】
青森ねぶた祭または五所川原立佞武多
追加代金なし

神秘の湖 十和田湖と奥入瀬渓流
★★   14,000円

津軽半島最北端 竜飛崎と斜陽館
★★   14,500円

にっぽん丸オリジナルツアー

津軽鉄道 風鈴列車と鶴の舞橋
五所川原郷土料理
★★   14,800円

青森ねぶた祭（イメージ） 秋田竿燈まつり（イメージ）

2019



日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月 9 日木 横浜 — 19:00

8月10日金 神戸 17:00 20:00

8月11日土 終日航海 — —

8月12日日 済州島 07:00 17:00

8月13日月 下関 08:00 —

8月14日火 下関 — 08:00

8月15日水 徳島 08:00 22:00

8月16日木 横浜 17:30 —

□食事回数 ： A  朝7回、昼7回、夕7回　 B  朝4回、昼3回、夕4回　 C  朝6回、昼6回、夕6回
　 D  朝3回、昼2回、夕3回　 E  朝3回、昼3回、夕3回
□最少催行人員 ： 各コース2名
□A  B  C  D  有効期間が2018年11月12日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□A  B  C  D  韓国の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□ A  B  C  D  出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ただし査証が必要な場合の査証取得費

用は除きます）。
□A  B  C  D  渡航条件は2017年11月1日現在のものです。変更となる場合はご連絡いたします。
□ C  D  （神戸）8月10日の乗船時間は18：00の予定です。
□ E  （下関）8月13日の乗船時間は16：00の予定です。
□ B  D  のお客様は8月13日開催の関門海峡花火大会は、船上からご覧いただけません。
□花火大会、祭りは天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

■ スケジュール

済州島と海峡花火・
阿波おどり
クルーズ

２０18年

8月 9日木 横浜発 ＞＞ 8月16日木 横浜着  8日間
8月 9日木 横浜発 ＞＞ 8月13日月 下関着  5日間
8月10日金 神戸発 ＞＞ 8月16日木 横浜着  7日間
8月10日金 神戸発 ＞＞ 8月13日月 下関着  4日間
8月13日月 下関発 ＞＞ 8月16日木 横浜着  4日間

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

A B

C D

E

花火・お祭・海外旅行と夏の楽しみが3拍子そろっ
た、にっぽん丸オススメのクルーズです。
花火は船上の特等席で、阿波おどりは専用の桟敷
席からご覧いただけます。プロの手ほどきをうけ「にっ
ぽん丸連」に参加するのも、またとない機会です。こ
の夏「踊る阿呆」になりましょう。

夏のお楽しみ
詰め込みました

注目！
ここに

区間

関門海峡花火大会
日本で唯一、海と県境を越えて開催される花火大会です。
門司側は大玉の連発、音楽花火、下関側は1尺5寸の大
玉打ち上げ、水中花火などが見どころ。関門海峡をはさん
で約1万5000発、まるで競うかのように打上げられる花火
は迫力満点です。花火と一緒に夜景も楽しめます。

阿波おどり
「阿波おどり」は、約400年もの歴史
がある伝統行事。徳島県内各地で
行われますが、中でも日本最大規模を誇るのが、
徳島市の阿波おどりで、毎年8月12日〜15日の4日間実施
され、例年約130万もの人出と約10万人もの踊り子で盛り
上がりを見せます。にっぽん丸では、見物だけでなく「にっ
ぽん丸連」を組んで、阿波おどりに参加できるオプショナル
ツアーもご用意します。

イメージ

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS
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和楽器三重奏団【 和楽器ユニット 】

日本を代表する 3つの伝統楽
器、津軽三味線、尺八、和
太鼓。それぞれのジャンルで
活躍中の和楽器奏者が結集
し、新たな和の世界をお届け
します。

■  エンターテイナー

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 323,000円 183,000円 276,000円 137,000円 140,000円

コンフォートステート 354,000円 201,000円 303,000円 150,000円 155,000円

スーペリアステート 396,000円 225,000円 339,000円 168,000円 173,000円

デラックスツイン 488,000円 277,000円 418,000円 208,000円 213,000円

デラックスベランダ 609,000円 347,000円 522,000円 260,000円 266,000円

デラックスシングル 721,000円 411,000円 618,000円 308,000円 314,000円

ジュニアスイート 813,000円 463,000円 696,000円 347,000円 354,000円

ビスタスイート 1,016,000円 579,000円 870,000円 434,000円 442,000円

グランドスイート 1,423,000円 812,000円 1,219,000円 608,000円 618,000円

コンフォートステート 284,000円 161,000円 243,000円 120,000円 124,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅

行企画・実施となります。具体的な内容とお申
込方法は別途ご案内します。

 【済州島】 8月12日日
市街地行き連絡バス
追加代金なし

済州島の世界遺産を訪ねる
★★  18,500円

リゾートアイランド済州島
海水浴と黒豚焼肉の昼食
東門市場を散策
★  15,500円

 【下関】 8月13日月
世界遺産 宗像大社を参拝
★★  13,000円

 【徳島】 8月15日水
【お祭り見物コース】
阿波おどり
追加代金なし

にっぽん丸オリジナルツアー

感動の阿波おどり体験
〜にっぽん丸連に参加〜
★★★   23,000円

大塚国際美術館と
鳴門のうず潮
★★   17,000円

横浜
神戸

徳島

下関済州島

関門海峡

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋

A B C D E

阿波おどり（イメージ） 関門海峡花火大会（イメージ）
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２０18年

8月25日土 小樽発 ＞＞ 8月28日火 小樽着  4日間
8月28日火 小樽発 ＞＞ 8月31日金 小樽着  4日間
9月  3日月 小樽発 ＞＞ 9月 6日木 小樽着  4日間
9月  6日木 小樽発 ＞＞ 9月 9日日 小樽着  4日間
9月  9日日 小樽発 ＞＞ 9月12日水 小樽着  4日間

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

知床・羅臼ダイニング
羅臼町の皆様のご協力で実現した、にっぽん
丸だけの特別企画です。この日のための特設
会場で、知床の旬の食材を贅沢に使った味
覚の数 を々ご堪能ください（追加代金なし）。

船内も北海道一色に
夕食には、旬の食材を使った北海道ディナー
をご用意（各コース1回）。知床半島通過時に
は、刻々と変化する世界自然遺産の風景を
間近にご覧いただける「知
床Cafe」もオープンします。
YOSAKOIソーラン本祭出
場チームによる演舞もお見
逃しなく。

A B C

飛んでクルーズ
北海道

□ 【羅臼】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。

□ 【礼文島】【羅臼】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。

※★印の数およびトレッキングで健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となり

ます。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

 【利尻島】
8月26日日、8月29日水、9月4日火

利尻・礼文 二島早まわり
★   21,500円

利尻島一日観光
★   17,800円

専門ガイド同行
利尻・礼文 二島ハイキング
★★★   23,500円

■ スケジュール

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月25日土 小樽 — 18:30

8月26日日 利尻島 08:00 17:30

8月27日月 羅臼 08:00 15:00

8月28日火 小樽 11:30 —
□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月 6 日木 小樽 — 18:30

9月 7 日金 礼文島 08:00 17:30

9月 8 日土 羅臼 08:00 15:00

9月 9 日日 小樽 11:30 —
□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

通船について

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月28日火 小樽 — 18:30

8月29日水 利尻島 08:00 17:30

8月30日木 羅臼 08:00 15:00

8月31日金 小樽 11:30 —
□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月 9 日日 小樽 — 18:30

9月10日月 礼文島 08:00 17:30

9月11日火 羅臼 08:00 15:00

9月12日水 小樽 11:30 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月 3 日月 小樽 — 18:30

9月 4 日火 利尻島 08:00 17:30

9月 5 日水 羅臼 08:00 15:00

9月 6 日木 小樽 11:30 —
□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

D E

通船

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

イメージ

Aコース Dコース

Bコース Eコース

Cコース

'
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小樽

利尻島

知床

❶利尻島から

❷小樽へ

羅臼
知床岬（沿岸）

❶05：30頃通過予定

❷17：00頃通過予定

知床拡大図

羅臼

ダ・カーポ 【 フォークデュオ 】

榊原まさとし、広子のフォークデュ
オ。1973年デビュー。「結婚するっ
て本当ですか」「野に咲く花のように」

「宗谷岬」などのヒット曲で人気を
博す。2018年8月デビュー45周年。

RiRiKA 【 歌手 】

宝塚歌劇団花組娘役として舞台デ
ビュー。退団後、ミュージカル「ミス・
サイゴン」エレン役など、舞台を中
心に活動。8月には巨匠クリエー
ター陣によるオリジナルＣＤ「素晴ら
しいことに出逢うため」をリリース。

■  エンターテイナー

■  エンターテイナー

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 116,000円

コンフォートステート 127,000円

スーペリアステート 139,000円

デラックスツイン 220,000円

デラックスベランダ 250,000円

デラックスシングル 300,000円

ジュニアスイート 330,000円

ビスタスイート 430,000円

グランドスイート 589,000円

コンフォートステート 99,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

AA BB

C

C

D

D

E

E

 【羅臼】
8月27日月、8月30日木、9月5日水、
9月8日土、9月11日火
にっぽん丸オリジナルツアー

魚の城下町「らうす」で
本場の漁業にふれあう旅
★   15,500円

羅臼の大自然 くじら探しクルーズ
★   12,500円

山から見る知床・羅臼
羅臼湖トレッキング
トレッキング   15,800円

 【礼文島】
9月7日金、9月10日月

礼文島一日観光
★   17,800円

自然観察員と行く
礼文島トレッキング
トレッキング   18,800円

礼文・利尻 二島早まわり
★   21,500円

小樽

礼文島

❶礼文島から

❷小樽へ

羅臼

❶05：30頃通過予定

❷17：00頃通過予定

知床拡大図

知床岬（沿岸）

知床

羅臼

A B C D E

利尻富士とにっぽん丸 羅臼岳

ヒグマ（イメージ）

知床・羅臼ダイニング
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※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。

ダ・カーポ
【 フォークデュオ 】

榊原まさとし、広子のフォー
クデュオ。1973年デビュー。

「結婚するって本当ですか」
「野に咲く花のように」「宗
谷岬」などのヒット曲を持つ。
2018年8月にデビュー45周年
を迎える。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 135,000円

コンフォートステート 148,000円

スーペリアステート 161,000円

デラックスツイン 234,000円

デラックスベランダ 259,000円

デラックスシングル 315,000円

ジュニアスイート 339,000円

ビスタスイート 438,000円

グランドスイート 616,000円

コンフォートステート 121,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
サハリン
サハリンは、北海道最北端の宗谷
岬から約43㎞にある、日本から一
番近い外国です。かつて宮沢賢治
も旅した地で、「銀河鉄道の夜」の
着想を得たともいわれています。

にっぽん丸ネックストラップ
プレゼント
乗下船の際に便利な、オリジナルネックストラップをプレ
ゼントいたします。伸ばして使えるリール付なので、首か
ら下げたまま乗船証の読み取り機に楽 タ々ッチできます。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

初秋の
サハリン・
利尻
クルーズ

２０１8年

8月31日金 小樽発 ＞＞＞
9月 3 日月 小樽着　4日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施と

なります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

 【利尻島】 9月1日土
利尻島一周観光
★  17,800円

 【コルサコフ】 9月2日日
ユジノサハリンスク歴史散策
★   22,800円

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月31日金 小樽 — 18:30

9月 1 日土 利尻島 08:00 17:00

9月 2 日日 コルサコフ  08:00 17:00

9月 3 日月 小樽 10:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□【コルサコフ】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。

□有効期間が2019年3月2日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□ロシアの査証（ビザ）は、商船三井客船（株）の旅行企画・実施のオプショ

ナルツアー参加者および上陸されないお客様は不要です。コルサコフで
自由行動のお客様は必要です（日本国籍の場合）。

□出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ロシアの査
証取得費用は除きます）。

□渡航条件は2017年11月1日現在のものです。変更となる場合はご連絡
いたします。

■ スケジュール

コルサコフ

小樽

利尻島

ロシア正教会

通船

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

イメージ
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日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月19日水 横浜 — 21:00

9月20日木 津 ★  11:00 17:00

9月21日金 横浜 09:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□★印は初寄港地です。
□【津】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。

□（横浜）9月19日の乗船時間は15：30の予定です。

■ スケジュール

※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。

山宮るり子 ハープ・トリオ
【 ハープ奏者 】

ハープ奏者の山宮るり子、ヴァイオリニストの
正戸里佳、チェリストの水谷川優子でお届け
する今回だけのスペシャルなトリオ。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー

津
にっぽん丸の初寄港地。
昔は、安濃津と呼ばれ、
博多津（福岡県）、坊津

（鹿児島県）と並んで日本三津の1つと
して栄えた名港であったと伝えられてい
ます。市内には名所旧跡があり、当時
の面影を色濃く残しています。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

にっぽん丸
紀行
〜スペシャルエンターテイメント〜

２０１8年

9月１9日水 横浜発 ＞＞＞
9月21日金 横浜着　3日間

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施と

なります。具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

スタンダードステート 105,000円

コンフォートステート 114,000円

スーペリアステート 122,000円

デラックスツイン 173,000円

デラックスベランダ 193,000円

デラックスシングル 226,000円

ジュニアスイート 249,000円

ビスタスイート 314,000円

グランドスイート 455,000円

コンフォートステート 96,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【津】 9月20日木
東海道 関宿を散策
★  追加代金なし

にっぽん丸オリジナルツアー

三井家発祥の地 松阪歴史散策と
松阪牛の昼食
★★  19,000円

なばなの里でコスモス観賞
★   8,500円

横浜

津

南こうせつ山宮るり子

関宿

NIPPON●
TOPICS

数々の名曲を生み出してきた日本を
代表するシンガーソングライター南
こうせつが9月19日横浜港停泊中
の船内でスペシャルコンサートを開
催。デビューから40年以上が経過
しても、いまだに衰えることのない
歌声をお楽しみください。

南こうせつ
スペシャルコンサート

注目！
ここに

＜プロフィール＞
1970年デビュー。「かぐや姫」を結成し「神田川」

「赤ちょうちん」「妹」など、数々のミリオンセール
スを記録。2014年デビュー45周年を記念し大阪
万博公園東の広場にて「サマーピクニックLove & 
Peace」を開催。益々精力的に活動中！

通船

※花の見頃は例年と異なる場合があります。

津城
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日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月21日金 横浜 — 18:00

9月22日土 神戸 16:00 —

□食事回数 ： 朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

DEPAPEPE
【 インストギターデュオ 】

徳岡慶也と三浦拓也で結
成されたアコースティックイ
ンストギターデュオ。唄って
いるかのようなメロディー
で、心象風景や喜怒哀楽と
いった感情、四季折々の情
緒を表現する。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 40,000円

コンフォートステート 44,000円

スーペリアステート 52,000円

デラックスツイン 77,000円

デラックスベランダ 86,000円

デラックスシングル 105,000円

ジュニアスイート 108,000円

ビスタスイート 144,000円

グランドスイート 195,000円

コンフォートステート 34,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
にっパン丸出港！
にっぽん丸自慢のパンをお腹いっぱいお召しあがりくださ
い。船内には特設ベーカリーがオープン。時間ごとに焼
き上がるできたてのパンをお楽しみいただけます。

ベストなパンとドリンクの
ペアリングは？
にっぽん丸のパンと相性がよいド
リンクを日本各地より揃えます。
お客様のベストペアを投票してく
ださい。一番得票数の多い組み
合わせを選んだ方に、後日プレ
ゼントをお贈りします。

横浜

神戸

イメージ

イメージ

イメージ

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

横浜／神戸
クルーズ
〜にっぽん丸パンまつり〜

２０１8年

9月21日金 横浜発 ＞＞＞
9月22日土 神戸着　2日間

イメージ

日本を代表する2つの港町を結ぶクルー
ズです。横浜、神戸ともに、近くに元町
や中華街（南京町）があり、前者はアイ
スクリンや牛鍋、後者はラムネやすき焼
きの発祥の地と言われています。歴史の
ある2つの港町ならではの共通点です。

日本の2つの港町
注目！

ここに
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日　程 寄　港　地 入　港 出　港

9月26日水 神戸 — 18:00

9月27日木 東京 16:30 19:00

9月28日金 館山 08:00 16:30

9月29日土 石巻 10:00 17:00

9月30日日 東京 16:30 —

□食事回数 ： A  朝4回、昼4回、夕4回　 B  朝3回、昼3回、夕3回　
□最少催行人員 ： 各コース2名
□ B  （東京）9月27日の乗船時間は17：00の予定です。

■ スケジュール

※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。

乗船区間：東京〜東京

福間 洸太朗
 【 ピアニスト 】

パリ国立高等音楽院、ベ
ルリン芸術大学で学ぶ。こ
れまで 海
外の著名
オーケスト
ラと数多く
共演。

乗船区間：東京〜東京

小林 沙羅
 【 ソプラノ 】

東京藝術大学及び同大学
院修了。2017年3月、第27回
出光音楽
賞受賞。■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  エンターテイナー
秋の味覚ディナー
羅臼の秋鮭、秋田のお米、宮古の松茸、館山の落花生、
水島のマスカット、博多の和牛、熊本の栗。にっぽん
丸ゆかりの寄港地から、旬のおいしい食材を集めてとっ
ておきのディナーをご用意します。総料理長がつくる渾身
の一皿をどうぞお召し上がりください。（クルーズ中1回）

味なおはなし・展示会を開催
取り寄せた各地の秋の味覚を、船内
で展示・紹介・販売を行うイベント
を開催します。生産者の方などが丹
精込めた食材のお話は、驚きと感動
の連続です。

秋の味覚
クルーズ
～松島・館山～

２０１8年

9月26日水 神戸発 ＞＞＞
9月30日日 東京着　５日間 

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

横浜

神戸
東京

館山

石巻

神戸

A

B

Aコース

Bコース

２０１8年

9月27日木 東京発 ＞＞＞
9月30日日 東京着　4日間

スタンダードステート 180,000円 135,000円

コンフォートステート 199,000円 149,000円

スーペリアステート 215,000円 161,000円

デラックスツイン 317,000円 238,000円

デラックスベランダ 352,000円 264,000円

デラックスシングル 423,000円 317,000円

ジュニアスイート 457,000円 343,000円

ビスタスイート 590,000円 443,000円

グランドスイート 833,000円 625,000円

コンフォートステート 164,000円 123,000円

イメージ

松島 五大堂

©NIPPON COLUMBIA

©Mark Bouhiron

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

A B ■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船
（株）の旅行企画・実施となります。具
体的な内容とお申込方法は別途ご案
内します。

 【館山】 9月28日金
南房総満喫と磯料理の昼食
★★  12,800円

 【石巻】 9月29日土
松島行き連絡バス
追加代金なし

マスカット（イメージ）

区間
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グランドスイート バルコニー・ブローバス・トイレ付／79㎡／2室  

スーペリアステート  シャワー・トイレ付
2F：16㎡〜18㎡／8室
4F：14㎡／42室
4F：27㎡／2室（車いす対応・バスタブ付）

コンフォートステート  シャワー・トイレ付
2F：14㎡／17室
3F：14㎡／80室
※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

スタンダードステート  シャワー・トイレ付
14㎡／18室 （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。

ビスタスイート
バルコニー・ブローバス・トイレ付
37㎡〜46㎡／4室  

デラックスツイン
バス・トイレ付
19㎡／4室  

ジュニアスイート
バルコニー・ブローバス・トイレ付
31㎡／3室  

デラックスシングル
バス・トイレ付
13㎡／6室  

デラックスベランダ バルコニー・バス・トイレ付／24㎡／16室  

●ビスタスイート606号室は3名様でご利用
いただけます。

●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）。

6F

2F 2F 1F

4F 3F

6F 5F

6F 5F

5F

客室（バルコニー含む）は全面禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。
※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。

ゲストルーム
ゲスト
ルーム



ホライズンラウンジ グランドバス ブティック「アンカー」 ネプチューンバー

寿司バー「潮彩」

eカフェ＆ライブラリー

リドテラス

オアシスジム

メインダイニング
「瑞穂」

マーメイドシアター

ラウンジ「海」

スパ ＆ サロン

6F

5F

7F

7F

2F

6F

6F

7F

6F オーシャンダイニング「春日」

ドルフィンホール4F 5F

7F 3F 5F 5F

パブリックスペース
パブリック
スペース



通船

区間

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。

途中の寄港地で乗下船が可能な
プランです。

高級リゾート地を訪れたときの服装のように、決して「ラフになり過ぎない」ことがポイント。カラフルな色使いなど、
コーディネートをお楽しみください。

休日に、友人や知人のお宅へ招かれたときのように、ジャケットを羽織ってスマートに。「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。

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。男性はいつものネクタイに、カラーシャツを
合わせてみても。女性は、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。

男性は、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。女性は、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。

※�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。

海外クルーズでは、帰着時の入国手続きに1〜2時間程度かかる場合があります。予約が必要な交通機関でご帰宅のお客様は、時間に充分な余裕をみて、ご予約ください。

※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申込方法は、別途ご案内いたします。
※国内で催行されるオプショナルツアー予定代金には消費税を含んでおります。
※乗下船地ではオプショナルツアーにご参加いただけません。
※本パンフレットに記載のオプショナルツアーは抜粋、予告です。また内容や料金などは予告なく変更される場合がございます。

寄港地の伝統芸能・芸術・食そして観光地などをさらに詳しくご紹介し、にっぽん丸で行かなければ
参加できないプログラムもご用意いたします。 

通常のツアーよりワンランク上の旅をお楽しみいただきます。
健脚レベル

車（バスなど）での移動が基本です。各見学地で少し歩きます。
お気軽にご参加いただけるツアーです。

各地の見学時間の約半分以上が徒歩見学です。また、階段や坂道が多く
ある場合があります。

見学時間のほとんどが徒歩見学です。また、長い階段や急な坂道がある
場合があります。体力を使う健脚レベルの高いツアーです。

ハードな山歩きツアーです。山歩きできる履物や服装でご参加ください。

泳いだり、自転車に乗ったりと、体力を使うツアーです。

★

★★

★★★

アクティブ

トレッキング

にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽん丸プレミアムツアー

カジュアル

スマートカジュアル

セミフォーマル

フォーマル

ドレスコード通船による上陸

途中乗下船プラン

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。

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

クルーズご乗船期間中であれば… 記念日の前後6ヵ月以内であれば… お誕生日以降3ヶ月以内であれば…

お誕生日・結婚記念日
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

賀寿のお祝い

※古希以上の方が対象です。

●記載されたスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路は、天候その他の事情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。●国内クルーズの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。●本パンフレットに記載のオプショナルツアー、エンターテイメントは予告なく変更される場合がございます。
●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、ファミリー割引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。●クルーズによっては、健康アンケートにお答えいただく場合があります。表紙写真：三好和義（撮影場所：東京湾付近）  写真：三好和義、中村風詩人

App StoreもしくはGoogle PlayにてARアプリ「AReader」で検索。ダウンロードは無料です。

動画は
全部で3 箇所

Apple、 Apple ロゴ、 iPad、 iPhone、 iPod touch は米国
および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、
Google Inc. の商標です。

iPhone はこちらから ＞＞＞＞＞＞ Android はこちらから ＞＞＞＞＞＞

各種説明事項

アニバーサリーセレモニーについて

掲載マークについて

海外クルーズでのお願い

オプショナルツアーについて（別料金）

AR動画について
当パンフレット内に印刷されている「ARマー
カー」を利用すれば、にっぽん丸が撮り下ろした
スペシャルムービー（動画）をご覧いただけます
（多彩な魅力、ゲストルーム、パブリックスペー
ス）。スマートフォンやタブレットを用いて、他で
は見られないムービーをお楽しみください。

スペシャルムービー（動画）を配信中!!

1 2 3Google Play、App 
Storeから無料アプリ

「AReader」をダウン
ロードします。（スマホ&
タブレットのみ対応）

「AReader」を
起動し、当パンフ
レットに印 刷さ
れているARマー
カーを写します。

データがダウ
ンロードされ、
動画が再生さ
れます。ARマーカー

ダミーAR
マーカー
ご利用
方法

※動作環境など、詳しくは各ストアでご確認ください。　※一部の端末では、アプリケーションが正常に動作しない場合があります。
※電波の状態によりダウンロードに時間がかかったり、動画が見られない場合があります。



ドルフィンズクラブのご案内 ［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］

ユーティリティー

B1階テンダーゲート

ユーティリティー

スモーキングラウンジ

クルーズサロン

スライディング
ルーフ

サンデッキ

ウォ－キングトラック

カジノラウンジ『ビギナーズラック』

セルフ
ランドリー

＊
＊

ユーティリティーステージ

フォトショッフ『ドルフィン』
セルフランドリー

セルフランドリー

セルフランドリー

ユーティリティー
ユーティリティー

セルフランドリー

スパ ＆ サロン

オアシスジム ＆
オアシススタジオ

8階 サンデッキ

テンダーゲート

テンダーボート

トイレ ユーティリティー セルフランドリー

スタンダードステート

コンフォートステート

コンフォートステート

スーペリアステート
（車いす対応）

スーペリアステート

デラックスツイン

デラックスシングル

デラックスベランダ

ビスタスイート

ジュニアスイート

グランドスイート

スーペリアステート

＊

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

B1階

エレベーター 階段

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。

たまった
ポイントで

クルーズへ！

●にっぽん丸主要目
　総トン数 ： 22,472トン　船客定員 ： 202室524名（最大）398名（ツインベース）　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

Google Play および Google Play ロゴは、
Google Inc. の商標です。

デッキプラン



にっぽん丸クルーズ  2014.4-9 国内・海外にっぽん丸クルーズ  2018.4-9 国内・海外

●お問い合わせ・お申込みは下記まで

〒107-8532 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F

（KP）

総合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
総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

営業時間／０９：３０～１７：００ （月～金）※土曜・日曜・祝日はお休みとなります。

携帯電話・PHSの場合　03-5114-5280

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

http://www.nipponmaru.jp

奥山 宙樹

お申込み時の注意事項とご案内
＜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とデラックスシングルを除き、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：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。
■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。
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／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 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。

＊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。※生後6ヶ月以
上２歳未満の幼児は大人1名様に対し1名様無料です（食事・ベッドなし）。
■各種プラン（ファミリー割引）の旅行代金：各クルーズ掲載ページを
ご参照ください。
■コース変更：取消料発生後にお申し込みコースを短縮される場合
（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ変更される場合など）は、差額
代金に対し規定の取消料を申し受けます。
■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。

＜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、お申込時にご相談ください。
■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。
■医療器具（酸素ボンベなど）を持ち込む場合は、旅行のお申込み時
に必ずご相談ください。
■生後6ヶ月未満の乳幼児はご乗船できません。
■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では、車いすでは通船（テンダーボート・地元ボー
ト）に乗艇できません。通船の乗艇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艇をお断りする場合があります。

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。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な
配慮・措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必
要となる可能性のある方は、ご相談させていただきますので必ずお
申込時にお申し出ください。

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／海外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。

■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。
●当社は、電話･郵便･ファクシミリ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／海外旅行保険、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。
●渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代･査証料･予防接種料金･渡航手続き
取り扱い料金）。
●燃油サーチャージは2017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
●当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に記載
する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ヶ月未満の乳幼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、妊娠中の方、
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では、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。
■旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領
事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）
お客様がお申込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有効残存期
間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。詳細は各海外クルーズの掲載
ページをご参照ください。
※現在お持ちの旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅
券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きの代行につい
ては、渡航手続き代行料金をいただいてお受けします。
■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。但し、ファミリー割引については、適用後
の旅行代金に対し、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％

〈海外旅行〉
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

ピーク時の旅行である場合、41日前まで 無　料
　　　〃　　　40日前から31日前まで 旅行代金の  10％
31日前まで 無　料
30日前から3日前まで 旅行代金の  20％

旅行開始日の前々日、前日、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％

（注）「ピーク時」とは、12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日の期間
をいいます（対象：済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ A・B・C・Dコース、初秋のサ
ハリン・利尻クルーズ）。

■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。
■海外渡航情報及び渡航先の衛生状況について

●渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の
渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店に
ご確認ください。
海外における安全対策情報等は、外務省領事サービスセンター（海外安全相
談班担当）でもご確認いただけます。
TEL： 03-5501-8162（直通）
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については下記のホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫所のホームページ：http://www.forth.go.jp/
■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、2017年
11月１日現在を基準として算定しております。
■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。
■旅程保証（変更補償金）

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件当たりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを

含みます。）その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約
書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

1.0 2.0

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行

終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0

⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0

⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観そ

の他の客室の条件の変更 1.0 2.0

⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載
があった事項の変更 2.5 5.0

注1.　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合
をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した
場合をいいます。

注2.　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と
の間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更
が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

注3.　第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場
合は、一泊につき一件として取り扱います。

注4.　第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへ
の変更を伴う場合には適用しません。

注5.　第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生
じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注6.　第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
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