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18：30 18：30

17：30 17：30

15：00 15：00羅臼
（通船）

羅臼
（通船）

小樽 小樽

各地空港  新千歳空港  小樽港
にっぽん丸乗船、出港。

各地空港  新千歳空港  小樽港
にっぽん丸乗船、出港。

自由行動またはオプショナルツアー。 自由行動またはオプショナルツアー。

自由行動またはオプショナルツアー。 自由行動またはオプショナルツアー。

にっぽん丸下船。
小樽港  小樽市内（昼食） 
新千歳空港  各地空港
到着後、解散。

にっぽん丸下船。
小樽港  小樽市内（昼食） 
新千歳空港  各地空港
到着後、解散。各地空港

※復路の新千歳空港→福岡空港便は羽田空港での乗継便となります。 ※復路の新千歳空港→福岡空港便は羽田空港での乗継便となります。

各地空港

各地空港 各地空港

18：00〜21：00着 18：00〜21：00着

11：00〜14：00発 11：00〜14：00発
寄港地日程 日程 寄港地入港 入港出港 出港主なスケジュール 主なスケジュール

利尻島・羅臼寄港 3泊4日 （8/28発・9/3発）　 礼文島・羅臼寄港 3泊4日 （9/6発・9/9発）
■スケジュール
日程と寄港地で選べる4コース

福岡空港

伊丹空港

中部国際空港

羽田空港

214,000 円

206,000 円

212,000 円

199,000 円

発着空港 コンフォートステート
2名1室利用

■共通旅行代金 （大人お一人様・消費税込み） 【かならずお読みください（全出発日共通）】

知床岬

マークの説明　 航空機　 バス

●食事回数：朝3回、昼3回、夕3回（1日目の昼食は各自お取りください） ●各出発日最少催行人数：各空港5名 

●【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。 ●ドレスコードは全日程カジュアルです。●利用

予定バス会社：北海道中央バス、ジェイアール北海道バス、時計台バス ●利用予定航空会社：日本航空、全日空、

日本トランスオーシャン航空、スカイマーク、エア・ドゥのいずれか（航空会社、便名は指定できません）。 

●航空機の座席は普通席利用となります。 ●設定空港以外のご手配は出来ませんので、予めご了承ください。 

●各出発日・発着地ともにお申し込みが5名に満たなかった場合、旅行の実施を中止します。ただし、旅行代

金を増額して実施させていただく場合がございます。 ●2018年5月1日の航空機スケジュールを基に作成し

ておりますので、時間帯が変更になる場合があります。※詳しいスケジュールはお送りする「ご旅程表」でお

知らせいたします。 ●添乗員は同行いたしません。各空港での受付ならびに新千歳空港⇔にっぽん丸間の移

動は現地係員が対応いたします。 ●船内ではスタッフがお世話いたします。

※他カテゴリーの客室や、3 名1 室利用代金、子供代金については別途お問合せください。

感動、北海道。
たとえば、北の大地の先端・知床岬を、海から望む。

日本最北の離島に“上陸”する。

それは、船旅でしか出逢えない、もう一つの北海道。

陸路では味わえない、深く、大きな感動。

もちろん船内も、北の幸をふんだんに使った贅沢な食事や

こだわりのイベントなど、北海道一色に染まります。

圧巻の絶景。美味なる饗し。五感で感じるオプショナルツアー。

心震えるエンターテイメント。

終わりゆく夏。思い出にふさわしい北海道があります。

3F 80室 14㎡（シャワー・トイレ付）
2F 17室 14㎡（シャワー・トイレ付）
※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。
※コンフォートステートは、プルマンベッド利用で3 名様まで使用できます。
※客室内は全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。

にっぽん丸ならではの心からのおもてなしで、皆様の旅をより豊かに。
美食 癒し 感動コンフォートステート

※本パンフレットの掲載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・自由行動で訪問する場所も含まれております。
※気象・海象､その他の条件により、記載航路、スケジュール、エンターテイメント出演者及びイベントの内容は変更される場合がございます。

旬の食材を用いた
多彩なメニュー

１日の疲れを癒す
くつろぎの施設

特別な夜を演出する
エンターテイメント

ドルフィンホールグランドバスディナー（イメージ）

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

過ごしやすさを追求した機能的なタイプの客室です。

利尻富士とにっぽん丸

※写真はすべてイメージです。

１. 旅行のお申込み
a.�所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込金として1名様当
り下記金額を添えてお申込みください。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点で成立する
ものといたします。
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

b.�お電話によるお申込みの場合は、お申込みの翌日から3日以内に
上記aの申込み手続きをお願いいたします。この場合にも、申込金
を受理した時点で募集型企画旅行契約が成立したものとします。

２. 旅行代金のお支払い
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。

３. 旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶、航空機、バス等の運賃。
b.�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）。

４.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。）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、旅行保険並びに携行品保険。
b.�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
加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地でのオプショナルツアー費用。
e.出発地まで、および解散地からの交通費、その他個人的費用。
f.船室のクラス・人数変更による追加代金

g.燃油サーチャージは2018年5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。

５. 取消料（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
旅行契約締結後、お客様のご都合で取消しをされる場合、下記表の
取消料を申し受けます。

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％

６. 添乗員同行の有無
本パンフレットの中面に記載しております。

7.その他
a.�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。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通知します。
b.�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達いたします。
c.�天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の関与
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、止むを得ない時は旅行を中止、または旅行の変更をするこ
とがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、2018年5月1日を基準としております。
e.�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。

ドルフィンズクラブの
特典対象クルーズです。

ドルフィンズクラブは
過去6ヶ月に遡って最
終乗船履歴からのポイ
ント加算が可能です。

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。

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。

＜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、コンフォートステート1室を大人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。※本パンフレットに表示さ
れていない客室タイプ、1名・3名利用代金、子供代金（2歳以上
小学生以下／旅行開始日基準）等につきましては、別途お問い
合わせください。
■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、車いすでの通船（テンダーボー
ト・地元ボート）乗艇はできません。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。
■ドルフィンズクラブポイントおよび株主優待券は船賃部分のみ
にご利用いただけます。
■航空機による運送の部分については、利用する航空会社の
運送会社の運送約款が適用となります。

お申込み時の注意事項とご案内

〈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。
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旬の食材を用いた
多彩なメニュー

１日の疲れを癒す
くつろぎの施設

特別な夜を演出する
エンターテイメント

ドルフィンホールグランドバスディナー（イメージ）

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） 
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過ごしやすさを追求した機能的なタイプの客室です。



9/7（金）・9/10（月）

8/30（木）・9/5（水）・9/8（土）・9/11（火）

8/29（水）・9/4（火）

オプショナルツアーのご案内 （別料金・大人お一人様予定代金）

礼文島一日観光

利尻島一日観光

礼文・利尻 二島早まわり

利尻・礼文 二島早まわり

ヒグマ探しボートクルーズ 山から見る知床・羅臼 羅臼湖トレッキング

17,800円

17,800円

21,500円 

21,500円

23,000円 15,800円

健脚レベル：★　食事：あり

健脚レベル：★　食事：あり

健脚レベル：★　食事：あり

健脚レベル：★　食事：あり

健脚レベル：★　食事：なし 健脚レベル：トレッキング　食事：なし

短い夏の間だけの絶景をたっぷり
満喫。北のカナリアパークからは、
天気が良ければ利尻富士を眺める
こともできます。

日本最北に位置する百名山・利尻山
を眺めながら、仙法志御崎公園、緑
豊かなオタトマリ沼など、島内の名
所の数々を見学します。

２つの島を楽しみたい方に人気の
ツアー。礼文・利尻二島をフェリー
で移動、澄海岬などの名所を見学し
ます。

人気の離島、どちらも楽しみたい方
のための欲張りツアー。利尻・礼文
二島をフェリーで移動、スコトン岬
などの名所を見学します。

羅臼の海を熟知した漁師さんが出す小型ボー
トで、ダイナミックな断崖景色や海岸に降りて
くるヒグマを観察します。
※ヒグマは野生動物のため、ご覧いただけない場合もあります。

知床半島最大の湖、原生林に囲まれた羅
臼湖を目指す上級コースと、湖面に映る
羅臼岳が見られる三の沼までを楽しむ
中級コースが選べます。

※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。

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。
トレッキング…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。

知床接航 北海道ディナー（イメージ）羅臼岳と三の沼 YOSAKOIソーラン（イメージ）

イメージイメージ

北のカナリアパーク 澄海岬

オタトマリ沼 スコトン岬

イメージイメージ

美絶
体 熱

味景
験 演

海も、空も、大地も、動物も、草花までも、
北海道はすべて雄大の中にある。
それは、開放感という
言葉すら小さく感じてしまう、圧巻。
海から出会う北海道は、とりわけ雄弁です。

最北の百名山／彩北の花の浮島を満喫して
世界自然遺産・知床の大自然へ――
魅惑のコースに加えそれぞれの寄港地で、その魅力を体感できる
オプショナルツアーをご用意しました。

寄港地へ向かう船内で過ごす時間をも
有意義に楽しめるのが、船旅の魅力といえます。
興奮のパフォーマンスや落ち着いたライブなど
充実のイベントで旅の心を盛り上げます。

食にこだわるにっぽん丸と
食の宝庫・北海道が
共演する
数々の美食も、クルーズの
もう一つの魅力。
朝に、昼に、夕に、
新鮮な素材と匠の技を
ご堪能ください。

羅
臼

礼
島
文

利
島
尻
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