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（KP）

●お問い合わせ・お申込みは下記まで

＜受託販売＞

〒107-8532 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F

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。

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

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。

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。

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。
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・ご同室者も含め、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は事
前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
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
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
しくは感染の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）。

2．【ご乗船前の健康状況確認について】
⑴検温を実施します。
⑵「健康質問票」をご提出いただきます。
※上記⑴⑵の結果として、乗船前の検温で37.5℃以上の発熱があった場合、また
は健康質問票の記載内容に応じて、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。
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】
2020年10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。

4．【その他】
本対応は、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。
・ご乗船前にPCR検査等をお願いするクルーズがございます。
・2つ以上のクルーズを連続しての乗船はできません。
・2歳未満の乳幼児はご乗船いただけません。
・呼吸器疾患用医療器具（酸素ボンベ・酸素濃縮器等）をご利用の方は、新型コロナ
ウイルス感染症の症状が重症化しやすいとされているため、ご乗船いただけません。
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの着用が義務となります。
・今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況や各寄港地の受入状況等により、
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。
・“お申込みに際してのご案内”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

お申込みに際してのご案内
〈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、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 夏のオペラクルーズ）
※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。
※以下のクルーズは1室3名様以上でのご利用はできません。

（対象：にっぽん丸Luxury）
■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。

■コース変更：船会社の承諾を得て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、お申込時および判明した時点でご相談ください。
■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。
■生後6ヶ月未満の乳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。

〈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）。
●妊娠中のお客様	 ●透析が必要なお客様

〈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。

■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2020年10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、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、2020年
10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。



2020年、にっぽん丸は就航 30周年を迎えました。

船内のリニューアルが完成し、生まれ変わったにっぽん丸は、

春、夏……と、通り過ぎる季節の中で、

お客様の笑顔に思いを馳せながら、船旅の準備をして参りました。

新しい時代にふさわしい、快適で優美で、

我が家のようなくつろぎのある客船。

そして、すべては揺るぎない安全の上に。

船旅を楽しめる日本へ、

感動を分かち合う世界へ、

にっぽん丸へ、おかえりなさいませ。

再会は、
にっぽん丸で。

イメージ



の 船 旅 が 変 わ る の 船 旅 が 変 わ るにっぽん にっぽん

5F の船首部分にオーシャンビュースイートが 2 室新設されました。

その名の通り、ブルーを基調にした客室で、大きな窓から海を眺めるという贅沢。

斜めに作られた前方の窓が特徴で、ベッドから見る洋上の日の出や、

窓際のソファから見る夕景は至福の時間となることでしょう。

新しい船旅の過ごし方が始まります。

過ごしやすいと評判のビスタスイートが 5F にも増設されました。

ゆったり過ごせるリビングスペースは、窓からの採光でより明るく、

木目調のブラウンと品の良いオフホワイトが基調の落ち着いたスクエア型の客室です。

5F 客室エリア入口にもセキュリティードアを設置。

プライベート感も増した上質な空間をお楽しみください。

オーシャンビュースイート完成 新しいビスタスイートに注目

オーシャンビュースイート ビスタスイート



の 船 旅 が 変 わ る の 船 旅 が 変 わ るにっぽん にっぽん

4F 船首にお孫さんを連れての船旅が楽しくなるような新しい客室、

3 世代で楽しめるコンセプトルームが誕生しました。

最大6名様が一室でお過ごしいただけるこの客室は、和風のテイストで

前方の窓からは大海原が見え、窓辺でくつろげるソファベッドが2台あります。

また、客室にカウンターや畳のスペースもあり、部屋での楽しみ方が変わります。

これまでより、くつろぎやすさと過ごしやすさがアップした e カフェ＆ライブラリー。

ここではゲストバリスタなどをお迎えしてイベント性の高いカフェもオープンします（有料）。

これから始まる「にっぽん丸 食のプレゼン」の一つとして

フルーツジュースや、深い味わいのコーヒー、香り高い紅茶などをご用意して

洋上で極上のくつろぐ時間をお届けします。

コンセプトルームが誕生 新装 eカフェ＆ライブラリー

コンセプトルーム eカフェ＆ライブラリー



の 船 旅 が 変 わ る の 船 旅 が 変 わ るにっぽん にっぽん

多くのファンに惜しまれつつ閉所した 5Fメインバー「ネプチューンバー」。

この伝統を受け継ぎ、新しく「ホライズンバー」として生まれ変わりました。

カウンター 6 席、ラウンジ46 席を持つこの場所は

にっぽん丸の新しい伝統の始まりの場所として、皆様に愛されることを期待し拡充いたしました。

新しいくつろぎ時間をお届けする「ホライズンバー」に是非お立ち寄りください。

沢山のおいしいをお届けするにっぽん丸。

私達は、これをもっと皆様に知っていただきたいと考え、食を舌で「味わう」だけでなく、

目で「楽しみ」、文化や歴史を「知って」、もっともっと船上で喜んでいただく新しい試みを始めます。

キッチンを見る・知るバーチャルツアー、シェフによるデモンストレーション、

食材のストーリーを詳しくお伝えしたり、期間限定でゲストバリスタの特設カフェをオープンするなど。

新しい試みにご期待ください。

※クルーズを限定して実施します。クルーズにより、実施内容は異なります。

メインバーが生まれ変わりました にっぽん丸 SHOWCASE

ホライズンバー イメージ



の 船 旅ま だ 変 わ る
ま だ

にっぽん の 船 旅ま だ 変 わ る
ま だ

にっぽん

■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。
■ご乗船前に、PCR 検査等をお願いするクルーズがございます。

■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。
■乗船前の検温や手指の消毒をお願いします。
■乗船前の検温で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ご乗船をお控えください。

■客室、公室に新しい機材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、イベント会場で人数制限を実施します。
■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義務となります。
■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。37.5℃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、船内で有症者が発生した場合は、船内イベントを中止し自室待機をお願いし
ます。

※上記は、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。
※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等感染症の拡大状況や各寄港地の受入状況等により、
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。

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

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

環境にやさしく

デラックス、サービス向上

Wi-Fiとんでます

環境にやさしい船であるため、2020年から始まった海の環

境規制に適合した硫黄含有量の少ない燃料油を使用します。

また、オゾン層保護や温室効果対策のため、冷房装置や

数ある食糧の冷凍・冷蔵庫はすべて新しく替え、照明の

LED 化を進めるなど、にっぽん丸はこれからも環境にやさし

い客船を目指します。

5F の客室エリア入口にセキュリティードアができました。

アメニティがタルゴに変わり、お部屋で楽しむオリジナル

ブレンドティーが追加。ウェルカムシャンパンも！！

充実のサービスをお届けします。

全船、客室・公室（ドルフィンホール除く）に Wi-Fi 環境

が整いました。船上での通信がより便利になります。

※航路、天候等により繋がらない区間がございます。
※有料サービスとなります。

やさしい
客船

充実の
サービス

通信環境
向上



歌手
小柳 ルミ子

歌手
元 ちとせ

歌手・女優
姿月 あさと

（乗船区間 ： 別府〜神戸）

俳優・歌手
石丸 幹二

（乗船区間 ： 登別〜横浜）

歌手・音楽プロデューサー
中西 圭三

宝生流能楽師
宝生 和英

新・純邦楽ユニット
WASABI

和楽器アンサンブル
ザ・パンプキンズ

歌手
May J.

歌舞伎俳優
尾上 松也

歌手
岡本 真夜

女優
凰稀 かなめ

（乗船区間 ： 横浜〜佐伯）

テノール歌手
猪村 浩之

藤原歌劇団総監督・バリトン
折江 忠道

1970年、宝塚音楽学校を首席で卒業し、
ＮＨＫ連続テレビ小説「虹」で女優デ
ビュー。女優として、歌手として、コンサー
ト・ディナーショーなどを全国で展開中。

2002年に「ワダツミの木」でデビュー。
2018年には奄美シマ唄アルバムをリリー
ス。奄美大島に生活の拠点を置きながら
活動を展開している女性シンガーである。

宝塚歌劇団宙組初代トップスター。2000
年退団。その後は、コンサート、ミュージ
カル、映画、写真集の出版、連載コラム
の執筆など様々な分野で活躍している。

ミュージカル「オペラ座の怪人」でデビュー。
30年に渡りミュージカル界を牽引。歌手
活動の他、俳優としてドラマ等多数出演、

「題名のない音楽会」の司会も務める。

1991年デビュー。この年ダンスユニット
ZOOに提供した「Choo Choo TRAIN」はミ
リオンヒット。翌年自身の「Woman」もヒッ
トし、日本レコード大賞作曲賞を受賞。

第19世宗家宝生英照、佐野萌、今井泰
男、三川泉の薫陶を受ける。2008年に
宝生流第20代宗家を継承。第40回松
尾芸能賞新人賞受賞。

津軽三味線の吉田良一郎、尺八の元永
拓、太鼓・鳴り物の美鵬直三朗が2008年
に始めたユニット。2010年には箏・十七絃
の市川慎を迎えて本格的に活動を開始。

三味線の尾上秀樹、箏の市川慎、尺八
の小湊昭尚、和楽器の若手実力者で構
成されたグループ。古典そして現代曲、
更に映画音楽まで自由自在に演奏。

ダンス、ピアノ、オペラを学び、作詞、作曲、
ピアノの弾き語りをもこなす。2014年公開

「アナと雪の女王」日本版主題歌を担
当。同年第65回紅白歌合戦に初出場。

1990年5月「伽羅先代萩」の鶴千代役
で、二代目尾上松也を名のり初舞台。
近年は「弁天娘女男白浪」の弁天小僧
菊之助などの大役を任されている。

1995年にデビュー曲「TOMORROW」で、
200万枚のセールスを記録。以降、CMソ
ング・映画の主題歌など次 に々ヒット曲を
生む。2020年デビュー25周年を迎えた。

元宝塚歌劇団宙組トップスター。退団後
「1789〜バスティーユの恋人たち〜」で女
優デビュー。テレビドラマ「トットちゃん！」や

「ノーサイド・ゲーム」などにレギュラー出演。

武蔵野音楽大学声楽学科卒業、同大
学院修了。1999年よりイタリアに留学。ミ
ラノ音楽院で研鑽を積む。第17回モンカ
リエーリ国際声楽コンクール第2位。

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。

初春の宝船 にっぽん丸クルーズ
～スペシャルエンターテイメント～

神戸発着

にっぽん丸 Luxury

神戸発着

年忘れ にっぽん丸クルーズ
～別府・瀬戸内海周遊～

ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ

サンタクルーズ東京 C
神戸発着

にっぽん丸 春の宴クルーズ

にっぽん丸 迎春クルーズ 関門海峡・阿波おどりクルーズ

横浜発着

にっぽん丸 Luxury 夏旅にっぽん丸 ～青ヶ島周遊～

サンタクルーズ東京 B ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ

チェリスト
水谷川 優子
ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院首
席卒業、同大学院修士修了。2018年出
演のNHK-FM「長崎 祈りの音色」が第73
回文化庁芸術祭にて優秀賞を受賞。

神戸発着

秋の味覚クルーズ

歌手
Yucca
東京音楽大学音楽学部声楽学科卒業、
同大学研究科声楽学科修了。幅広い
ジャンルを歌うクラシカル・クロスオー
バーの歌姫。

サンタクルーズ清水

にっぽん丸 迎春クルーズ にっぽん丸 夏のオペラクルーズ
～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～

エンターテイナ ー
（一 部 抜 粋・順 不 同 ）



クル ーズスケジュール
（ 2 0 2 0 年 1 1 月〜 2 0 2 1 年 ８月）

11月 2 日 （月） 3日間  神戸発着 秋の味覚クルーズ P  3

11月 5 日 （木） 2日間  神戸ワンナイトクルーズ P  5

11月 7 日 （土） 3日間  横浜発着 秋の味覚クルーズ P  4

11月10日 （火） 3日間  にっぽん丸紀行 浜島 ～スペシャルエンターテイメント～ P  7

11月13日 （金） 2日間  横浜ワンナイトクルーズ P  6

11月15日 （日） 3日間  にっぽん丸紀行 鳥羽 ～スペシャルエンターテイメント～ P  7

11月18日 （水） 3日間  名古屋発着 秋の小豆島クルーズ P  9

11月21日 （土） 3日間  神戸発着 秋の高千穂クルーズ P 10

11月24日 （火） 3日間  横浜発着 秋の絶景クルーズ ～香嵐渓～ P 11

11月27日 （金） 3日間  横浜発着 秋の絶景クルーズ ～寒霞渓～ P 12

11月30日 （月） 3日間  横浜発着 熊野詣クルーズ P 13

12月 4 日 （金） 2日間  サンタクルーズ東京 A P 15

12月 6 日 （日） 2日間  サンタクルーズ名古屋 P 15

12月 8 日 （火） 2日間  サンタクルーズ大阪 P 15

12月11日 （金） 2日間  サンタクルーズ徳山 P 16

12月13日 （日） 2日間  サンタクルーズ広島 P 16

12月15日 （火） 2日間  サンタクルーズ宇野 P 17

12月17日 （木） 2日間  サンタクルーズ神戸 P 17

12月19日 （土） 2日間  サンタクルーズ東京 B P 17

12月21日 （月） 2日間  サンタクルーズ東京 C P 18

12月23日 （水） 2日間  サンタクルーズ清水 P 18

12月25日 （金） 4日間  神戸発着 年忘れ にっぽん丸クルーズ ～別府・瀬戸内海周遊～ P 19

12月29日 （火） 4日間  にっぽん丸 迎春クルーズ P 21

1 月 2 日 （土） 4日間 　  初春の宝船 にっぽん丸クルーズ ～スペシャルエンターテイメント～ P 23

1 月11日 （月） 3日間  　 & クルーズ 東京／別府 P 24

1 月17日 （日） 3日間  神戸発着 にっぽん丸 Ｌｕｘｕｒｙ P 25

1 月20日 （水） 3日間  名古屋発着 こんぴらさんクルーズ P 27

1 月23日 （土） 3日間  横浜発着 にっぽん丸 Ｌｕｘｕｒｙ P 25

3 月29日 （月） 3日間  神戸発着 にっぽん丸 春の宴クルーズ P 28

4 月29日 （木） 10日間  ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ P 29

6 月 4 日 （金） 3日間  金沢発着 輪島クルーズ P 31

7 月31日 （土） 3日間  夏旅にっぽん丸 ～青ヶ島周遊～ P 32

8 月 2 日 （月） 6日間  東北夏祭りクルーズ P 33

8 月 7 日 （土） 4日間  にっぽんの楽園クルーズ P 35

8 月11日 （水） 6日間  関門海峡・阿波おどりクルーズ P 37

8 月17日 （火） 3日間  夏休み 熊野大花火大会と徳島クルーズ P 36

8 月20日 （金） 3日間  にっぽん丸 夏のオペラクルーズ P 39
     ～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～

11

12

1

3
4
6
7
8

にっぽん丸

ARマーカー

デッキプラン

`

※船内施設・客室は、一部変更となる場合があります。

※「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。
※改正健康増進法施行による受動喫煙対策義務化に伴い、喫煙場所が変更となりました。

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。
船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。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

2020

2021

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。

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。

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。

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。

観光食 シーズン花火 島カジュアル エンターテイメント祭

1 2
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※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 粟又の滝（イメージ）

神戸

館山

※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 128,000円

スーペリアステート 139,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 217,000円

デラックスベランダ 233,000円

デラックスシングル 272,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 285,000円

オーシャンビュースイート 309,000円

ビスタスイート 337,000円

グランドスイート 458,000円

グループ3 コンフォートステート 110,000円

2020年

11月2日月 神戸発 ＞＞＞

11月4日水 神戸着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月2日月 神戸 12：00

11月3日火 館山   9：00 16：30
11月4日水 神戸 14：00

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

美味集合 東の港から
船上で日本の秋を満喫しましょう。
日本酒の楽園・秋田、北前船で栄え
た酒田、知床羅臼など、にっぽん丸
ゆかりの東日本の港から届く食材
で皆様をおもてなし。お取り寄せ
の注文も承ります。

水谷川 優子
【 チェリスト 】

ザルツブルク・モーツァルテウ
ム音楽院首席卒業、同大学
院修士修了。2018年出演の
NHK-FM「長崎 祈りの音色」
が第73回文化庁芸術祭にて
優秀賞を受賞し大きな話題
を呼んだ。

●  スケジュール

●  クルーズの魅力 ●  エンターテイナー

●  選べるオプショナルツアー（追加代金なし）

11月3日火
館山

くるっと海コース ★

ぐるり山コース ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

鮭（イメージ）

秋の味覚クルーズ
神戸発着

にっぽん丸と富士山（イメージ）

※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 128,000円

スーペリアステート 139,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 217,000円

デラックスベランダ 233,000円

デラックスシングル 272,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 285,000円

オーシャンビュースイート 309,000円

ビスタスイート 337,000円

グランドスイート 458,000円

グループ3 コンフォートステート 110,000円

2020年

11月7日土 横浜発 ＞＞＞

11月9日月 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月7日土 横浜 15：00
11月8日日 清水   9：00 17：00
11月9日月 横浜 11：30

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回●  スケジュール

●  クルーズの魅力

美味集合 西の港から
船上で日本の秋を満喫しましょう。
玄界灘を望む宗像、鹿児島の南に
位置する種子島、瀬戸内に浮かぶ小
豆島など、にっぽん丸ゆかりの西日
本の港から届く食材で皆様をおもて
なし。お取り寄せの注文も承ります。

オリーブ（イメージ）

庄野 真代
【 歌手・シンガーソングライター 】

大阪出身。1978年「 飛んで
イスタンブール」が大ヒット。
ニューミュージックを代表す
るシンガーとして活躍。今も
褪せぬ軽やかな歌声と音楽
性に幅広い世代で評価が高
まっている。

●  エンターテイナー

秋の味覚クルーズ
横浜発着

清水

横浜

●  選べるオプショナルツアー（追加代金なし）

11月8日日
清水

海のしずおか ★

山のしずおか ★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。
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横浜（イメージ）

横浜

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 49,000円

コンフォートステート 53,000円

スーペリアステート 57,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 95,000円

デラックスベランダ 103,000円

デラックスシングル 123,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 134,000円

オーシャンビュースイート 146,000円

ビスタスイート 160,000円

グランドスイート 221,000円

グループ3 コンフォートステート 41,000円

2020年

11月13日金 横浜発 ＞＞＞

11月14日土 横浜着  2日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月13日金 横浜 17：00
11月14日土 横浜 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   

横浜ワンナイトクルーズ

●  スケジュール

●  クルーズの魅力

おいしい横浜
港町横浜にはおいしいものがたく
さんあります。今回は元町にある
和菓子の名店「香炉庵」の「薄皮ど
ら」をにっぽん丸オリジナルバージ
ョンでお土産としてご用意します（お
一人様一つ）。

香炉庵の薄皮どら（イメージ）

AUN  J  クラシック・
オーケストラ

【 和楽器オーケストラ 】

各邦楽器実力者が集結。モン
サンミッシェル、アンコールワ
ット公演を成功させる等世界
で活躍中。今回の演奏は井
上良平、井上公平、尾上秀樹、
石垣征山、山田路子。

●  エンターテイナー

イメージ

神戸

明石海峡大橋

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 53,000円

コンフォートステート 57,000円

スーペリアステート 61,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 99,000円

デラックスベランダ 107,000円

デラックスシングル 127,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 138,000円

オーシャンビュースイート 150,000円

ビスタスイート 164,000円

グランドスイート 225,000円

グループ3 コンフォートステート 45,000円

2020年

11月5日木 神戸発 ＞＞＞

11月6日金 神戸着  2日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月5日木 神戸 11：00
11月6日金 神戸 9：00

□食事回数：朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   

神戸ワンナイトクルーズ

●  スケジュール

●  クルーズの魅力

三田の大人気店
「パティシエ エス コヤマ」は、神戸

に隣接する三田市にある、世界的
ショコラティエのお菓子屋さん。お
店自慢の優しく上品な味わいの焼
菓子をお土産にご用意します（お
一人様一つ）。

パティシエ エス コヤマ 焼菓子（イメージ）

神田 さやか
【 ソプラノ歌手 】

国立音楽大学卒業。日本オ
ペラ振興会オペラ歌手育成
部第27期修了。第11回全国

「叱られて」歌唱コンクール準
優秀賞受賞。藤原歌劇団準
団員。日本オペラ協会準会員。
広島県出身。

●  エンターテイナー
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英虜湾

にっぽん丸紀行

ネムリゾート 里山ラウンジ（イメージ）島谷ひとみ

※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 214,000円

デラックスベランダ 234,000円

デラックスシングル 268,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 288,000円

オーシャンビュースイート 292,000円

ビスタスイート 339,000円

グランドスイート 482,000円

グループ3 コンフォートステート 104,000円

2020年

11月10日火 横浜発 ＞＞＞

11月12日木 横浜着  3日間 

2020年

11月15日日 横浜発 ＞＞＞

11月17日火 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月15日日 横浜 17：00

11月16日月 鳥羽 8：00 16：00

11月17日火 横浜 9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2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。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月10日火 横浜 17：00

11月11日水 志摩（浜島）   8：00 16：00

11月12日木 横浜   9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□【志摩（浜島）】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。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回 ●  スケジュール●  スケジュール

浜島 ～スペシャルエンターテイメント～ 鳥羽 ～スペシャルエンターテイメント～

鳥羽

横浜横浜

志摩（浜島）

●  選べるオプショナルツアー（追加代金なし）

11月11日水
志摩

伊勢おまいりコース ★★

志摩をあそぶコース ★

11月16日月
鳥羽

伊勢おまいりコース ★★

志摩をあそぶコース ★

※★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し

込み方法は別途ご案内します。

にっぽん丸紀行  浜島

島谷 ひとみ 【 歌手 】

1999年7月のデビュー以来良
質の作品を数 リ々リース。NHK
紅白歌合戦に4年連続出場。

●  エンターテイナー

にっぽん丸紀行  鳥羽

秋川 雅史【 歌手 】

2006年紅白歌合戦に初出場。
「千の風になって」が大ヒット。

日本を代表するテノール歌手。

●  クルーズの魅力

選べる2つの
オプショナルツアー
追加代金なしで2つのツアーを
ご用意します。伊勢神宮へ参拝
し、ミキモト真珠島のレストラ
ンに行く「伊勢おまいりコース」
と、伊勢志摩国立公園の広大
な敷地にあるネムリゾートのア
クティビティを選んで参加でき
る「志摩をあそぶコース」。それ
ぞれ伊勢志摩の特選食材を使
った昼食付き。いずれかお好き
なツアーでにっぽん丸紀行なら
ではの伊勢志摩をご満喫くだ
さい。

今回で3回目の実施となる「にっぽん丸紀行」。追加代金なしでご参加いただける、にっぽん丸ならではの特別なオプショナル
ツアーがあることが魅力です。寄港地での観光と旬の美味を気軽にたっぷりとお楽しみください。にっぽん丸紀行とは

てこね寿司（イメージ）

秋川雅史

伊勢海老（イメージ）

伊勢神宮 宇治橋
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※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 寒霞渓の紅葉（イメージ）

名古屋
小豆島

明石海峡大橋

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 105,000円

コンフォートステート 115,000円

スーペリアステート 123,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 206,000円

デラックスベランダ 226,000円

デラックスシングル 260,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 280,000円

オーシャンビュースイート 284,000円

ビスタスイート 331,000円

グランドスイート 474,000円

グループ3 コンフォートステート 96,000円

2020年

11月18日水 名古屋発 ＞＞＞

11月20日金 名古屋着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月18日水 名古屋 13：00
11月19日木 小豆島   8：00 16：00
11月20日金 名古屋 10：00

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名
□【小豆島】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。

※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

秋の小豆島クルーズ

●  スケジュール

名古屋発着

●  クルーズの魅力

小豆島そうめん（イメージ）

樋口 達哉
【 声楽家 テノール 】

多くのオペラに出演の、樋口
達哉、テノール高野二郎、バ
スバリトン北川辰彦とピアニ
スト金井信の息の合ったス
テージに、今回はソプラノ高
橋維を迎えて、一層豪華に魅
惑の歌声をお届けいたします。

●  エンターテイナー

●  オプショナルツアー（別料金）

11月19日木
小豆島

秋の寒霞渓<午前> ★

小豆島の名所めぐり ★★

瀬戸内海を望むリゾート
ホテルオリビアンでの昼食と小豆島観光

★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

小豆島のそうめん
猛暑にお世話になった食材「そう
めん」。小豆島池田村の村人が奈
良の三輪から持ち帰ったのが始まり
とか。風味と弾力が特長の、その出
来たて生そうめんをにっぽん丸の夜
食にご用意します（クルーズ中1回）。

にっぽん丸オリジナルツアー

※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 高千穂峡の紅葉（イメージ）

神戸

細島

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 111,000円

コンフォートステート 121,000円

スーペリアステート 129,000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 102,000円

2020年

11月21日土 神戸発 ＞＞＞

11月23日月 神戸着  3日間 

秋の高千穂クルーズ

●  スケジュール

神戸発着

●  クルーズの魅力

宮崎牛（イメージ）

宮崎牛ディナー
肉質は適度な弾力を持ち、霜降り
も芸術的な美しさ。脂も良質で、甘
みがありしつこくありません。長い
時間をかけ大切に育てられた宮
崎牛、船上で極上の味わいを体験
してください（クルーズ中1回）。

AIR
【 デュオボーカルユニット 】

都内を中心に活躍するジャズ
ヴォーカルデュオ。コンセプ
トは「大人のための心地よい
ジャズ」。渡米の際に「ジャッ
キー＆ロイの再来」と称賛さ
れる。ディナーショー等の出
演も多数。

●  エンターテイナー

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月21日土 神戸 14：00
11月22日日 細島   8：30 17：30
11月23日月 神戸 11：00

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

●  オプショナルツアー（別料金）

11月22日日
細島

秋の高千穂峡連絡バス<午後> （追加代金なし）

民謡バスガイドとめぐる 宮崎観光と郷土料理の昼食 ★

高千穂峡散策と高千穂神楽鑑賞 ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

にっぽん丸オリジナルツアー
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※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 香嵐渓の紅葉（イメージ）

横浜
蒲郡

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 108,000円

コンフォートステート 118,000円

スーペリアステート 126,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 209,000円

デラックスベランダ 229,000円

デラックスシングル 263,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 283,000円

オーシャンビュースイート 287,000円

ビスタスイート 334,000円

グランドスイート 477,000円

グループ3 コンフォートステート 99,000円

2020年

11月24日火 横浜発 ＞＞＞

11月26日木 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月24日火 横浜 17：00
11月25日水 蒲郡   9：00 16：30
11月26日木 横浜   9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回●  スケジュール

●  クルーズの魅力

香嵐渓の吊り橋

吉田兄弟
【 津軽三味線 】

1999年メジャーデビュー。
20周年を迎えた。2003年の
全米デビュー以降、世界各国
での活動や、様々なアーティ
ストとの競演で伝統芸能の
枠を超えて活躍している。

●  エンターテイナー

●  オプショナルツアー（別料金）

11月25日水
蒲郡

秋の香嵐渓連絡バス＜午後＞（追加代金なし）
吉良上野介の足跡を訪ねて ★★

プライベートプラン 香嵐渓と蒲郡クラシックホテルでのランチ ★

香嵐渓と岡崎観光 ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

絶景の香嵐渓
東海随一の紅葉の名所。モミジや
カタクリの花で有名な矢作川支流
巴川がつくる渓谷。ここのモミジ
は香積寺の三栄和尚が寛永11年
に植樹したことがはじまりとされ、
古い町並みの散策も魅力です。

※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 寒霞渓（イメージ）

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 118,000円

コンフォートステート 128,000円

スーペリアステート 136,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 219,000円

デラックスベランダ 239,000円

デラックスシングル 273,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 293,000円

オーシャンビュースイート 297,000円

ビスタスイート 345,000円

グランドスイート 487,000円

グループ3 コンフォートステート 110,000円

2020年

11月27日金 横浜発 ＞＞＞

11月29日日 横浜着  3日間 

秋の絶景クルーズ ～寒霞渓～

●  スケジュール

横浜発着

●  クルーズの魅力

小豆島オリーブ公園

オリーブと紅葉
小豆島の中央に位置する寒霞渓。
秋にはロープウェイから、深い渓谷
美と瀬戸内の海岸美が一度に堪
能できます。この時期は、名産のオ
リーブも収穫期となり、島全体が賑
わいます。

AMAZONS
【 コーラスグループ 】

1985年に大滝裕子・斉藤久
美・吉川智子の３人で結成。
デビュー以来、名だたるアー
ティストのバックコーラスと
自身の活動を並行し、華麗な
ハーモニーで一線を走り続
ける。

●  エンターテイナー

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月27日金 横浜 10：00
11月28日土 小豆島 10：30 16：00
11月29日日 横浜 16：30

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：2名
□【小豆島】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。

※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

秋の絶景クルーズ ～香嵐渓～
横浜発着

横浜
小豆島

明石海峡大橋

●  選べるオプショナルツアー（追加代金なし）

11月28日土
小豆島

寒霞渓とオリーブ公園コース ★

寒霞渓と映画村コース ★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。
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※紅葉の見頃は例年と異なる場合がございます。 青岸渡寺三重塔と那智の滝

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 108,000円

コンフォートステート 118,000円

スーペリアステート 126,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 209,000円

デラックスベランダ 229,000円

デラックスシングル 263,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 283,000円

オーシャンビュースイート 287,000円

ビスタスイート 334,000円

グランドスイート 477,000円

グループ3 コンフォートステート 99,000円

2020年

11月30日月 横浜発 ＞＞＞

12月 2 日水 横浜着  3日間 

熊野詣クルーズ

●  スケジュール

横浜発着

●  クルーズの魅力

イメージ

絶品熊野のみかん
熊野では冬でも温暖な気候を活か
し、多種類の柑橘を育てています。
甘く優しい味わいに育ったみかん
をにっぽん丸オリジナルバックに
詰めてお土産にお渡しします（お
一人様1袋）。

伊藤 多喜雄
【 歌手 】

「3年B組金八先生」で世に知
られ、今や世界中で踊られる
南中ソーラン「TAKiOのソー
ラン節」の生みの親。作詞作
曲、各地の町おこしにも関わ
り歌唱指導も行っている。

●  エンターテイナー

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

11月30日月 横浜 17：00
12月 1 日火 新宮   9：00 17：00
12月 2 日水 横浜   9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

街の喧騒を抜けて、夜の帳が下りた港町へ。銅鑼の音に惹かれて、4 階デッキに向かう。

遠ざかる灯りを眺めながら、にっぽん丸はゆっくりと夜の海へと進んでいきます。

ディナーはシェフが腕によりをかけたクリスマスメニュー。

一皿ごとに工夫を凝らした季節の逸品をお楽しみください。

食後には、エンターテイメントを観たり、バーで会話を楽しんだり。

大切な人と過ごす、特別なクリスマスを ！

にっぽん丸のサンタクルーズ

写真はすべてイメージです。

にっぽん丸
ハウスワイン

お食事が楽しみなサンタクル
ーズでは、ディナーに赤白のワ
インがついています。珠玉の一
皿に芳醇な香り広がる１杯を！

クリスマス
キッズプレゼント

お子様にはにっぽん丸サンタか
らプレゼントが届きます。良い
子がすくすく育つように心を込
めてご用意します（小学生まで）。

スペシャル
ドリンクをご用意

ソムリエ田崎真也氏が選ぶホッ
トワインをオリジナルの陶器で
ご用意します（有料）。カップは
記念にお持ち帰りいただけます。

横浜

新宮

●  オプショナルツアー（別料金）

12月1日火
新宮

熊野速玉大社行き連絡バス<午前>（追加代金なし）
那智大社と那智の滝<午後> ★★★

「紀伊山地の霊場」熊野三山めぐり ★★★

プライベートプラン 熊野三山詣 ★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。
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サンタクルーズ

※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）

ステートルーム

スタンダードステート 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円 48,000円

コンフォートステート 52,000円 52,000円 52,000円 52,000円 52,000円

スーペリアステート 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円 57,000円

デラックスルーム

デラックスツイン 93,000円 93,000円 93,000円 93,000円 93,000円

デラックスベランダ 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円

デラックスシングル 121,000円 121,000円 121,000円 121,000円 121,000円

スイートルーム

ジュニアスイート 123,000円 123,000円 123,000円 123,000円 123,000円

オーシャンビュースイート 137,000円 137,000円 137,000円 137,000円 137,000円

ビスタスイート 152,000円 152,000円 152,000円 152,000円 152,000円

グランドスイート 204,000円 204,000円 204,000円 204,000円 204,000円

サンタクルーズ東京A サンタクルーズ大阪サンタクルーズ名古屋 サンタクルーズ徳山 サンタクルーズ広島

グループ3 コンフォートステート 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円

2020年

12月 4 日金 東京発 ＞＞＞

12月 5 日土 東京着  2日間 

2020年

12月11日金 徳山発 ＞＞＞

12月12日土 徳山着  2日間 

2020年

12月 6 日日 名古屋発 ＞＞＞

12月 7 日月 名古屋着  2日間 

2020年

12月13日日 広島発 ＞＞＞

12月14日月 広島着  2日間 

2020年

12月 8 日火 大阪発 ＞＞＞

12月 9 日水 大阪着  2日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月 4 日金 東京 16：30
12月 5 日土 東京 11：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月11日金 徳山 17：00
12月12日土 徳山 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月 6 日日 名古屋 17：00
12月 7 日月 名古屋 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月13日日 広島 17：00
12月14日月 広島 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月 8 日火 大阪 17：00
12月 9 日水 大阪 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

●  スケジュール ●  スケジュール

●  スケジュール ●  スケジュール

●  スケジュール

東京
徳山

名古屋
広島

大阪

サンタクルーズ東京A サンタクルーズ徳山

サンタクルーズ名古屋 サンタクルーズ広島

サンタクルーズ大阪

ヴィタリ・ユシュマノフ
【 バリトン歌手 】

NHK-FM、BSテレ東、ららら
♪クラシックコンサートの他、
びわ湖ホール、新国立劇場な
どのオペラに出演。日本トス
ティ歌曲コンクール、日伊声
楽コンコルソで優勝。

●  エンターテイナー

鈴木 崇朗
cuarteto con KaZZma

【 タンゴバンド 】

バンドネオン奏者の鈴木崇
朗を中心に結成された新進
気鋭若手実力派アルゼンチ
ンタンゴバンド。タンゴ歌手
KaZZmaも参加します。

●  エンターテイナー

畠山 美由紀
【 シンガーソングライター 】

2001年ソロデビュー。ジャン
ルや世代、国境を越えて様々
なアーティストと共演を果た
し、音楽ファンから圧倒的な
支持を受けている。ラジオDJ
としても活動中。

●  エンターテイナー

DON ALMAS
【 スパニッシュギターユニット 】

伊藤日出夫に師事し国内外
の公演で腕を磨いた実力派。
国際会議の式典や、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。

●  エンターテイナー

鈴木 崇朗
cuarteto con KaZZma

【 タンゴバンド 】

バンドネオン奏者の鈴木崇
朗を中心に結成された新進
気鋭若手実力派アルゼンチ
ンタンゴバンド。タンゴ歌手
KaZZmaも参加します。

●  エンターテイナー
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サンタクルーズ

※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）

ステートルーム

スタンダードステート 48,000円 48,000円 49,000円 48,000円 48,000円

コンフォートステート 52,000円 52,000円 54,000円 52,000円 52,000円

スーペリアステート 57,000円 57,000円 58,000円 57,000円 57,000円

デラックスルーム

デラックスツイン 93,000円 93,000円 95,000円 93,000円 93,000円

デラックスベランダ 102,000円 102,000円 104,000円 102,000円 102,000円

デラックスシングル 121,000円 121,000円 124,000円 121,000円 121,000円

スイートルーム

ジュニアスイート 123,000円 123,000円 126,000円 123,000円 123,000円

オーシャンビュースイート 137,000円 137,000円 140,000円 137,000円 137,000円

ビスタスイート 152,000円 152,000円 154,000円 152,000円 152,000円

グランドスイート 204,000円 204,000円 206,000円 204,000円 204,000円

サンタクルーズ宇野 サンタクルーズ東京Bサンタクルーズ神戸 サンタクルーズ東京C サンタクルーズ清水

2020年

12月15日火 宇野発 ＞＞＞

12月16日水 宇野着  2日間 

2020年

12月21日月 東京発 ＞＞＞

12月22日火 東京着  2日間 

2020年

12月17日木 神戸発 ＞＞＞

12月18日金 神戸着  2日間 

2020年

12月23日水 清水発 ＞＞＞

12月24日木 清水着  2日間 

2020年

12月19日土 東京発 ＞＞＞

12月20日日 東京着  2日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月15日火 宇野 17：00
12月16日水 宇野 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月21日月 東京 16：30
12月22日火 東京 11：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月17日木 神戸 17：00
12月18日金 神戸 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月23日水 清水 17：00
12月24日木 清水 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月19日土 東京 16：30
12月20日日 東京 11：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード   ：1 回

●  スケジュール ●  スケジュール

●  スケジュール ●  スケジュール

●  スケジュール

宇野

東京

神戸

明石海峡大橋

清水

東京

サンタクルーズ宇野 サンタクルーズ東京C

サンタクルーズ神戸 サンタクルーズ清水

サンタクルーズ東京B

大山 大輔 【 バリトン 】

小川 里美 【 ソプラノ 】

東京藝術大学首席卒業、劇
団四季「オペラ座の怪人」で
も主役を務める大山大輔と、
イタリアデビュー後、国内外
で活躍の小川里美。魅惑の
歌声をお楽しみください。

●  エンターテイナー

中西 圭三
【 歌手・音楽プロデューサー 】

1991年デビュー。この年ZOO
に提供した「Choo Choo TRAIN」
はミリオンヒット。翌92年自身
の「Woman」もヒットし、日本
レコード大賞作曲賞を受賞。
第31回紅白歌合戦出場。

●  エンターテイナー

●  エンターテイナー

Yucca
【 歌手 】

東京音楽大学音楽学部声楽
学科卒業、同大学研究科声楽
学科修了。クラシック、J-pop、
ロック・オペラまで幅広いジャ
ンルを歌うクラシカル・クロス
オーバーの歌姫。

●  エンターテイナー

岡本 真夜
【 歌手 】

デビュー曲「TOMORROW」
で、200万枚のセールスを記
録。以降、CM ソング・映画の
主題歌など次々にヒット曲を
生む。2020年デビュー25 周
年を迎えた。

●  エンターテイナー

小林 啓倫 【 バリトン 】

小川 里美 【 ソプラノ 】

二期会「こうもり」ファルケ役
にてデビュー、多数のオペラ
に出演の小林啓倫とイタリア
デビュー後、欧米でのオペラ
に出演の小川里美。華のある
ステージをお楽しみください。

グループ3 コンフォートステート 40,000円 40,000円 42,000円 40,000円 40,000円
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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。

●  ご旅行代金 （大人お一人様）

2020年

12月25日金 神戸発 ＞＞＞

12月28日月 神戸着  4日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月25日金 神戸 17：00

12月26日土 別府 10：00 22：00

12月27日日 （瀬戸内海周遊） — —

12月28日月 神戸   9：00

●  スケジュール ドレスコード    ：2 回   ：1 回

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

名湯の競演を
別府に入港したにっぽん丸は、2つの温泉街へ皆様をご案内します。着岸する別府は、約2,300もの源泉がある泉都。
別府八湯や地獄めぐりなどが有名です。ちょっと足を延ばす方には、湯布院行きの連絡バスを運行します（有料）。
温泉の他、地元の美味を街歩きしながら楽しめます。別府派には温泉本とスパポート（スタンプラリー帳）、湯布院
派には柚子胡椒と街歩きマップが付いてきます。

イメージ

ステート
ルーム

スタンダードステート 169,000円

コンフォートステート 183,000円

スーペリアステート 195,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 280,000円

デラックスベランダ 305,000円

デラックスシングル 367,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 396,000円

オーシャンビュースイート 457,000円

ビスタスイート 499,000円

グランドスイート 697,000円

グループ3 コンフォートステート 154,000円

瀬戸大橋 明石海峡大橋来島海峡大橋
または因島大橋

神戸

別府

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

●  オプショナルツアー（別料金）

12月26日土
別府

湯布院行き連絡バス

文学と歴史の街　佐伯を散策 ★★

中津歴史探索 ★★

別府温泉（イメージ）

瀬戸大橋

合元寺の赤壁和食（イメージ）

にっぽん丸オリジナルツアー

●  クルーズの魅力

オリジナル手ぬぐい
旅の記念と入浴のお供に、オリ
ジナル手拭いを差し上げます。
湯布院は、由布岳の麓に広がる
日本有数の温泉地。日帰り温泉
はもちろん、散策も楽しいエリア
です。

食べる年忘れ
今年の年忘れは、大いに食べて
開運招福。まず12月25日には、
おしゃれにクリスマスディナーを、
12月26日は湯布院のスイーツを
ご用意。12月27日は瀬戸内海
を航海中に、瀬戸内御膳をお召
し上がりください。

イメージ

イメージ

別府〜神戸

姿月 あさと
【 歌手・女優 】

元宝塚歌劇団宙組初代トップスタ
ー。2000年退団後、コンサートや
舞台への出演、TV等、活動は多岐
にわたる。音楽のジャンルにとら
われない全方位型の自身を表現し
続けている。石井竜也氏、秋元康
氏、島津亜矢氏、坂東玉三郎氏、
国内外のミュージカルスター等、
多彩なコラボも好評を博している。
毎年、コンセプトの違うコンサート
を開催する等、精力的に活動中。

●  エンターテイナー

年忘れ にっぽん丸クルーズ 〜別府・瀬戸内海周遊〜
神戸発着



栗林公園（イメージ）

おせち料理（イメージ）イメージ瀬戸大橋の夕景（イメージ）

にっぽん丸 迎春クルーズ

●  オプショナルツアー（別料金）

12月30日水
高松

香川名物　
年越しうどん打ち体験 <午後> ★

夕景の鷲羽山散策<午後> ★

12月31日木
高松 女木島「鬼ヶ島大洞窟」散策 ★★

※★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し込み方法
は別途ご案内します。

※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）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月29日火 横浜 11：00

12月30日水 高松 13：00 —

12月31日木 高松 — 15：00

 1 月 1 日金 横浜 16：30

●  スケジュール ドレスコード    ：2 回   ：1 回

□食事回数：朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

にっぽん丸でゆく年くる年
年末年始の喧騒を抜け出して、一路四国高松へ。2日目の午後に入港したら、冷えた体を温める讃岐うどんを堪
能しましょう。今回は高松に1泊停泊するので、夜の讃岐の町を散策し、ゆっくりと船にお戻りいただけます。そ
の後、大晦日の夕方に出港。元日は、おせちやお正月のイベントを楽しんで、夕方には横浜に戻る3泊4日の迎春
の旅です。

ステート
ルーム

スタンダードステート 183,000円

コンフォートステート 195,000円

スーペリアステート 207,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 293,000円

デラックスベランダ 318,000円

デラックスシングル 380,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 408,000円

オーシャンビュースイート 470,000円

ビスタスイート 512,000円

グランドスイート 710,000円

グループ3 コンフォートステート 166,000円

2020年
12月29日火 横浜発 ＞＞＞
2021年
 1 月 1 日金 横浜着  4日間 

イメージ

高松

横浜

明石海峡大橋

●  クルーズの魅力

こんぴらふねふね
お座敷唄から今や香川の民謡に。
軽快なリズムにのせた歌詞は誰
もが知るところ。唄の題材となっ
た金刀比羅宮は、海上守護や五
穀豊穣、金運のご利益があると
言われています。今年の無事と
来年の幸せをお祈りしませんか。

讃岐うどん店貸切り
香川県を代表する名物讃岐うど
ん。コシの強い麺と味わい深い
いりこ出汁が特徴です。その味
を存分にお届けしたいと、うどん
屋さんを貸切ります。ぜひ食べ
に“おいでまい”。

WASABI
【�新・純邦楽ユニット�】

津軽三味線の吉田良一郎、尺
八の元永拓、太鼓・鳴り物の美
鵬直三朗が2008年に始めたユ
ニット。2010年に箏・十七絃の
市川慎を迎えて本格的に活動
を開始。4種の奏者ユニットは
前代未聞といわれている。

●  エンターテイナー

猪村 浩之
【�テノール歌手�】

武蔵野音楽大学声楽学科卒
業、及び同大学院修了。1999
年よりイタリアに留学。ミラノ
音楽院にて研鑽を積む。第17
回モンカリエーリ国際声楽コン
クール第2位。二期会会員。

金刀比羅宮の提灯

讃岐うどん（イメージ）

21 22



イメージ小柳ルミ子伊勢神宮内宮（イメージ）

鳥羽

横浜
東京

別府

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋

※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。

※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） ●  ご旅行代金 （大人お一人様）

ステート
ルーム

スタンダードステート 169,000円

コンフォートステート 183,000円

スーペリアステート 195,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 280,000円

デラックスベランダ 305,000円

デラックスシングル 367,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 396,000円

オーシャンビュースイート 457,000円

ビスタスイート 499,000円

グランドスイート 697,000円

グループ3 コンフォートステート 154,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 86,000円

コンフォートステート 96,000円

スーペリアステート 107,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 190,000円

デラックスベランダ 209,000円

デラックスシングル 253,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 256,000円

オーシャンビュースイート 280,000円

ビスタスイート 308,000円

グランドスイート 416,000円

グループ3 コンフォートステート 76,000円

2021年

1月2日土 横浜発 ＞＞＞

1月5日火 横浜着  4日間 

2021年

1月11日月 東京発 ＞＞＞

1月13日水 別府着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月2日土 横浜 17：00
1月3日日 鳥羽 8：30 16：00
1月4日月 終日航海 — —
1月5日火 横浜 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2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。

※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月11日月 東京 16：30

1月12日火 終日航海 — —

1月13日水 別府 9：00
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

＆ クルーズ 東京／別府

●  スケジュール ●  スケジュール

ざぼん漬けをプレゼント
名産のざぼんを熟成した蜜で炊き
上げたざぼん漬けは人気のお土産
です。三味ざぼん店では、創業以来
70年以上もの間、守り続けた秘伝
の蜜を使い手作りします。名店の
味を旅のお土産に（お一人様一つ）。

●  クルーズの魅力

ざぼん漬け（イメージ）

山下 伶
【�クロマチックハーモニカ奏者�】

日本を代表するクロマチックハ
ーモニカ奏者の徳永延生氏に
師事。共作曲「晴れのち晴れ」
が日本テレビ系news�every.
お天気コーナーテーマソングに
決定。JAZZ�JAPAN�AWARD�
2018制作企画賞受賞。

●  エンターテイナー

初春の宝船 にっぽん丸クルーズ 
～スペシャルエンターテイメント～

●  オプショナルツアー（別料金）

1月3日日
鳥羽

初詣 伊勢神宮<午前> ★★

初春の伊勢神宮 ～外宮・内宮両参りと二見浦～ ★★

伊勢神宮「内宮」参拝と
松阪牛の名店「和田金」のすき焼き ★★

※★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し込み方法
は別途ご案内します。

& クルーズとは
出発港と到着港が違うクルーズの新ブランド。
船上でのくつろぎはもちろん、到着港の良品を毎回プレゼントします。

●  クルーズの魅力

伊勢海老（イメージ）

小柳 ルミ子
【�歌手�】

1970年、宝塚音楽学校を首
席で卒業し、ＮＨＫ連続テレビ
小説「虹」で女優デビュー。デ
ビュー曲「わたしの城下町」�が
160万枚の大ヒット。女優として、
歌手として、コンサート・ディナ
ーショーなどを全国で展開中。

●  エンターテイナー

宝船おめでた御膳を
2017年から続く人気の宝船クル
ーズ。今年の宝船御膳は、寄港地
鳥羽周辺の名物、伊勢海老、伊勢
うどん、てこね寿司などを取り入れ
たおめでたい御膳です。伊勢神宮
御料酒「白鷹」もご一緒にどうぞ。
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航行中のにっぽん丸

にっぽん丸 Luxury

May J.元ちとせイメージ

イメージ

※本クルーズでは1室3名以上でのご利用はできません。グループ3の設定はありません。�
※1室1名利用代金については最終ページをご確認ください。
※大人対象のクルーズのため、小学生以下のお子様はご乗船いただけません。

●  ご旅行代金 （大人お一人様）

ステート
ルーム

スタンダードステート 149,000円

コンフォートステート 159,000円

スーペリアステート 172,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 249,000円

デラックスベランダ 266,000円

デラックスシングル 304,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 317,000円

オーシャンビュースイート 341,000円

ビスタスイート 369,000円

グランドスイート 490,000円

本クルーズは、にっぽん丸花火大会の開催をもってLuxuryとします。

2021年

1月17日日 神戸発 ＞＞＞

1月19日火 神戸着  3日間 

2021年

1月23日土 横浜発 ＞＞＞

1月25日月 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月23日土 横浜 17：00

1月24日日 清水 9：00 16：00

1月25日月 横浜 9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□花火大会は天候により実施されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月17日日 神戸 13：00

1月18日月 清水   9：00 16：00

1月19日火 神戸 14：00

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：2名
□花火大会は天候により実施されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回 ●  スケジュール●  スケジュール

神戸発着 横浜発着

横浜

清水
神戸

清水

●  選べるオプショナルツアー（追加代金なし）

1月18日月
1月24日日
清水

東のしずおかコース ★

西のしずおかコース ★★

富士山コース ★

伊豆コース ★★

※�「富士山コース」は、富士山には登りません。富士山周辺をお楽しみいただくコースです。
※★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し
込み方法は別途ご案内します。

神戸発着

元 ちとせ 【�歌手�】
2002年に「ワダツミの木」でデ
ビュー。その神秘的な歌声で唯
一無二な存在の女性シンガー。

●  エンターテイナー

横浜発着

May J.【�歌手�】
2014年公開「アナと雪の女王」
日本版主題歌を担当。同年第
65回紅白歌合戦初出場。

●  クルーズの魅力

にっぽん丸
プライベート花火大会
にっぽん丸Luxuryでは、ご乗
船のお客様だけが楽しめる「プ
ライベート花火大会」を開催し
ます。場所、時間ともにシーク
レット。詳細はご乗船後にお伝
えします。約20分間で2000発
を予定。通常の花火大会観賞
と違い、プログラムや打ち上げ
のタイミング、色々な花火の詳
細な解説をします。船上で過ご
す素敵な時間に文字通り華を
添えます。澄んだ冬の空に浮か
ぶ可憐な花をご期待ください。

新しいタイプのクルーズのご提案です。乗船人数を限定し、船内全ての場所でゆったりお過ごしいただけます。
プライベートなスペシャルイベントも企画いたします。にっぽん丸Luxuryとは

花火（イメージ）
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※花の見頃は例年と異なる場合がございます。　飫肥城跡 大手門（イメージ）

油津

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋
明石海峡大橋

神戸

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 99,000円

コンフォートステート 108,000円

スーペリアステート 117,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 199,000円

デラックスベランダ 215,000円

デラックスシングル 255,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 266,000円

オーシャンビュースイート 290,000円

ビスタスイート 318,000円

グランドスイート 439,000円

グループ3 コンフォートステート 91,000円

2021年

3月29日月 神戸発 ＞＞＞

3月31日水 神戸着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月29日月 神戸 11：30

3月30日火 油津   9：00 16：00

3月31日水 神戸 11：00
□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

にっぽん丸 春の宴クルーズ

●  スケジュール

神戸発着

●  クルーズの魅力

飫肥城下町の街並み

飫肥で春の宴
飫肥城跡は、石垣や白壁が美しく、
復元された大手門や藩主の館など
も見ごたえ十分。その敷地の一角
を借り、飫肥天、厚焼き玉子、焼酎
など地元の味や郷土芸能を楽しむ
春の宴を催します。

●  オプショナルツアー（別料金）

3月30日火
油津

港町 油津散策<午前> ★

城下町 飫肥散策<午後> ★★

風光明媚な日南海岸と飫肥を散策 ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

宝生 和英
【 宝生流能楽師 】

第19世宗家宝生英照、佐野
萌、今井泰男、三川泉の薫陶
を受ける。2008年に宝生流
第20代宗家を継承。一子相
伝曲「双調ノ舞」「延年ノ舞」

「懺法」を披く。第40回松尾
芸能賞新人賞受賞。

●  エンターテイナー

金刀比羅宮

名古屋

高松

明石海峡大橋

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 99,000円

コンフォートステート 108,000円

スーペリアステート 117,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 198,000円

デラックスベランダ 214,000円

デラックスシングル 253,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 266,000円

オーシャンビュースイート 290,000円

ビスタスイート 316,000円

グランドスイート 438,000円

グループ3 コンフォートステート 90,000円

2021年

1月20日水 名古屋発 ＞＞＞

1月22日金 名古屋着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月20日水 名古屋 12：00

1月21日木 高松   8：00 16：00

1月22日金 名古屋 11：00
□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

こんぴらさんクルーズ

●  スケジュール

名古屋発着

●  クルーズの魅力

灸まん本舗石段や

座・壱太郎
【 和太鼓ユニット 】

鬼太鼓座に入座、座の創設
者、田耕氏に師事。2004年
独立。2017年からヨーロッパ、
東欧を巡る単独ツアーを敢
行。圧倒的なパフォーマンス
と、各国音楽家との柔軟なコ
ラボレーションで好評を博す。

●  エンターテイナー

●  オプショナルツアー（別料金）

1月21日木
高松

こんぴらさん行き連絡バス（追加代金なし）

四国屈指の料亭「二蝶」の昼食と栗林公園 ★★

芸術の島「直島」地中美術館訪問 <午前> ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

にっぽん丸プレミアムツアー

しあわせさん こんぴらさん
さあさ、今年は785段の石段を登
り、こんぴら詣に出かけましょう。
石段手前の参道沿いに、にっぽん
丸専用の休憩所を開設。「灸まん
本舗石段や」で甘味を食べて、疲
れた足も癒せます。
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横浜

佐伯

舞鶴

輪島

秋田

登別

宗像

なまはげ（イメージ）

輪島塗（イメージ）
イメージ

※花の見頃は例年と異なる場合がございます。
　

天橋立宗像大社（辺津宮）

※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）

ステート
ルーム

スタンダードステート 249,000円
コンフォートステート 269,000円
スーペリアステート 293,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 420,000円
デラックスベランダ 513,000円
デラックスシングル 541,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 561,000円
オーシャンビュースイート 630,000円
ビスタスイート 686,000円
グランドスイート 946,000円

グループ3 コンフォートステート 230,000円

グループ3 コンフォートステート 266,000円

グループ3 コンフォートステート 456,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 289,000円
コンフォートステート 316,000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 502,000円
デラックスベランダ 618,000円
デラックスシングル 654,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 679,000円
オーシャンビュースイート 765,000円
ビスタスイート 836,000円
グランドスイート 1,159,000円

  ご旅行代金 （大人お一人様）

ステート
ルーム

スタンダードステート 498,000円
コンフォートステート 545,000円
スーペリアステート 598,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 877,000円
デラックスベランダ 1,086,000円
デラックスシングル 1,150,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 1,195,000円
オーシャンビュースイート 1,350,000円
ビスタスイート 1,477,000円
グランドスイート 2,060,000円

登別〜横浜

石丸 幹二
【  俳優・歌手 】

東京藝術大学卒。舞台、ドラマ
他、幅広い活動を繰り広げる一
方、コンサート、NHK「うたコン」、
テレビ朝日「題名のない音楽会」

（司会）他、多彩な音楽活動も展
開している。

横浜〜佐伯

凰稀 かなめ
【 女優 】

元宝塚歌劇団宙組トップスター。
退団後「1789〜バスティーユ
の恋人たち〜」で女優デビュー。
テレビドラマ「トットちゃん！」や

「ノーサイド・ゲーム」などにレギ
ュラー出演。

●  エンターテイナー

にっぽんの魅力
文学と歴史の街・佐伯、世界遺産の宗像大
社の建つ宗像、北前船の寄港地・輪島、北
海道を代表する温泉の街・登別･･･。
日本有数の港町をぐるりと巡る、にっぽん
丸ならではのクルーズです。寄港地で待っているのは、息を呑むような自然の景
観と憧れの名所旧跡。船内では、おいしいお料理と心躍るエンターテイメントで
皆様をおもてなしいたします。

2021年

4月29日木 横浜発 ＞＞＞    5月8日土 横浜着  10日間
4月29日木 横浜発 ＞＞＞    5月4日火 輪島 着   6 日間 
5月 4 日火 輪島発 ＞＞＞    5月8日土 横浜着   5 日間 

ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ

  ご旅行代金 （大人お一人様）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月29日木 横浜 17：00

4月30日金 終日航海 — —

5月 1 日土 佐伯  9：00 17：00

5月 2 日日 宗像 ★  9：00 16：00

5月 3 日月 舞鶴 11：00 18：00

5月 4 日火 輪島  9：00 17：00

5月 5 日水 秋田  9：00 17：00

5月 6 日木 登別 ★  9：00 17：00

5月 7 日金 終日航海 — —

5月 8 日土 横浜  9：00

●  スケジュール

ドレスコード  A   ：7 回    ：2 回
  B   ：4 回    ：1 回

     ：3 回    ：1 回

□食事回数：A 朝9回、昼8回、夕9回　B 朝5回、昼4回、夕5回　 朝4回、昼3回、夕4回
□最少催行人員：各コース2名
□★印は初寄港地です。
□【宗像】【登別】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。
□ 【輪島】5月4日の乗船時間は、15：00の予定です。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

●  オプショナルツアー（別料金）

5月1日土
佐伯

文学と歴史の街 佐伯＜午前＞＜午後＞ ★

九州最東端 鶴御崎と佐伯城下町 ★

5月2日日
宗像 宗像見どころ一日観光 ★★

5月3日月
舞鶴

日本三景 天橋立と伊根の舟屋<午後> ★★

和久傳の森とちりめん街道 ★

5月4日火
輪島 能登半島を満喫 奥能登周遊ドライブ ★★

5月5日水
秋田 刺巻湿原ミズバショウ群生地と角館散策 ★★

5月6日木
登別

ウポポイ（民族共生象徴空間）と支笏湖 ★

有珠善光寺の桜観賞<午前> ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。
※ 花の見頃は例年と異なる場合がございます。

にっぽん丸プレミアムツアー

伊根の舟屋
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※青ヶ島には上陸しません。   青ヶ島輪島（イメージ）

輪島

金沢

横浜

青ヶ島周遊

※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。

※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） ●  ご旅行代金 （大人お一人様）

ステート
ルーム

スタンダードステート 101,000円

コンフォートステート 110,000円

スーペリアステート 121,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 206,000円

デラックスベランダ 233,000円

デラックスシングル 261,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 287,000円

オーシャンビュースイート 298,000円

ビスタスイート 326,000円

グランドスイート 442,000円

グループ3 コンフォートステート 92,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 104,000円

コンフォートステート 113,000円

スーペリアステート 125,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 202,000円

デラックスベランダ 219,000円

デラックスシングル 257,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 270,000円

オーシャンビュースイート 294,000円

ビスタスイート 322,000円

グランドスイート 443,000円

グループ3 コンフォートステート 95,000円

2021年

6月4日金 金沢発 ＞＞＞

6月6日日 金沢着  3日間 

2021年

7月31日土 横浜発 ＞＞＞

8月 2 日月 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

6月4日金 金沢 21：00

6月5日土 輪島 9：00 21：30

6月6日日 金沢 9：00
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□ 【金沢】6月4日の乗船時間は19：00の予定です。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

7月31日土 横浜 17：00
8月 1 日日 （青ヶ島周遊） — —

8月 2 日月 横浜 9：00
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□青ヶ島周辺が悪天候の場合、星が見える他の海域へ移動する場合がご

ざいます。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回

渡辺 あきら
【 ジャグリングパフォーマー 】

京都大学理学部卒業。在学
中にジャグリングと出会う。
スタイリッシュなジャグリン
グと爽やかな笑顔を武器に、
イベントから舞台公演、ジャ
グリング指導など様々なシー
ンで幅広く活動中。

輪島クルーズ 夏旅にっぽん丸 〜青ヶ島周遊〜

●  スケジュール ●  スケジュール

●  エンターテイナー

金沢発着

●  クルーズの魅力

青ヶ島から見た夜空（イメージ）

●  クルーズの魅力

輪島朝市

朝市ウォークラリー
輪島朝市は、約360ｍの商店街で
毎朝行われていて、約200軒の露
店が立ち並びます。指定のお店で
乗船証を見せれば、名物を少しず
つ味わえるウォークラリーを開催
しますので、どうぞご参加ください。

●  オプショナルツアー（別料金）

6月5日土
輪島

能登金剛観光 總持寺祖院訪問と精進料理の昼食 ★★

奥能登 歴史めぐり ★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

尾上 松也
【 歌舞伎俳優 】

1990年５月、「伽羅先代萩」
の鶴千代役にて、二代目尾上
松也を名のり初舞台。近年は
立役として注目され、「弁天娘
女男白浪」の弁天小僧菊之
助などの大役を任されている。

●  エンターテイナー

東京“真”宝島
青ヶ島を含む東京諸島11島の映
像を制作した映像作家中野裕之
監督に島の自然やその魅力、撮影
時の話を伺います。島々の秘話が、
デッキから眺める風景をより感動
的にしてくれることでしょう。

31 32
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秋田の地酒（イメージ）いちご煮（イメージ）

田舎館村　田んぼアート（イメージ）

白神山地 田沢湖にっぽん丸の夏祭り（イメージ）

※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）

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月2日月 横浜 17：00

8月3日火 終日航海 — —

8月4日水 秋田 8：00 22：30

8月5日木 青森 9：00 22：00

8月6日金 終日航海 — —

8月7日土 横浜 9：00

●  スケジュール ドレスコード    ：5 回

□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。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

東北夏祭りクルーズ

ステート
ルーム

スタンダードステート 278,000円

コンフォートステート 298,000円

スーペリアステート 329,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 521,000円

デラックスベランダ 610,000円

デラックスシングル 654,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 716,000円

オーシャンビュースイート 817,000円

ビスタスイート 887,000円

グランドスイート 1,149,000円

グループ3 コンフォートステート 246,000円

ねぶたと竿燈
短い夏を華やかに艶やかに彩る東北各地の夏祭り。一度は行ってみたいと憧れる人や、毎年楽しみ
にしている人も多いのではないでしょうか。青森ねぶた祭は、巨大なねぶた（灯籠）と踊り子である
ハネト、お囃子の三位一体で街を練り歩きます。最終日の夜には海上運行が行われ、花火とともに
フィナーレを迎えます。秋田竿燈まつりは、五穀豊穣を願う行事で、高さ約12ｍ、重さ約50㎏もの
竿燈を、手のひら、額、肩、腰へとのせ、自在に操る職人芸に観衆は熱狂します。

高橋孝民謡団
【 民謡団 】

日本民謡ヤングフェスティバル98
優勝（文部大臣賞受賞）、日本民謡
協会主催津軽三味線全国大会優
勝などの記録を持つ高橋孝が団
長を務める民謡団は、日本人の生
活の中から生まれた日本各地の
民謡を丁寧に伝承し今に伝えてい
ます。今回のクルーズでは、津軽
三味線の力強さと東北民謡を中
心に演奏いたします。

●  エンターテイナー

横浜

秋田

青森

※★印の数と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し込み方法

は別途ご案内します。

●  オプショナルツアー（別料金）

8月4日水
秋田

〈お祭り見物コース〉
秋田竿燈まつり（追加代金なし）

白神山地ウォーキング
岳岱自然教育林を歩く アクティブ

角館と花の百名山 空中散歩 ★★

8月5日木
青森

〈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）

田舎館村   田んぼアート鑑賞<午前> ★

津軽鉄道風鈴列車と鶴の舞橋
五所川原郷土料理の昼食

★

●  クルーズの魅力

青森を食べる
青森の郷土料理をぜひご当地で。
贅沢極まる「いちご煮」は、ウニと
アワビの競演。シンプルな味付け
で、素材の良さを引き立てます。
また、名産のホタテは「貝焼き」に。
貝殻を鍋代わりに使い、味噌と卵
のハーモニーを味わえます。

秋田を歩く
秋田は、実に様々な自然の魅力を
感じさせてくれます。例えば、田沢
湖。日本一深い湖で、水深は約
423ｍ。秋田を代表する名所です。
その他、紅葉が美しい抱返り渓谷、
男鹿半島の入道崎など、歩いてみ
たい場所がたくさんあります。

にっぽん丸オリジナルツアー

ねぶた（イメージ）

貝焼き（イメージ）

入道崎

2021年

8月2日月 横浜発 ＞＞＞

8月7日土 横浜着  6日間 

竿燈（イメージ）
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熊野大花火大会（イメージ）八丈島

横浜

八丈島

四日市

徳島 熊野沖（花火）

※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。

※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） ●  ご旅行代金 （大人お一人様）

ステート
ルーム

スタンダードステート 177,000円

コンフォートステート 189,000円

スーペリアステート 207,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 312,000円

デラックスベランダ 337,000円

デラックスシングル 395,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 414,000円

オーシャンビュースイート 450,000円

ビスタスイート 492,000円

グランドスイート 674,000円

グループ3 コンフォートステート 163,000円

ステート
ルーム

スタンダードステート 117,000円

コンフォートステート 134,000円

スーペリアステート 144,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 233,000円

デラックスベランダ 253,000円

デラックスシングル 294,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 325,000円

オーシャンビュースイート 363,000円

ビスタスイート 391,000円

グランドスイート 504,000円

グループ3 コンフォートステート 112,000円

2021年

8月 7 日土 横浜発 ＞＞＞

8月10日火 横浜着  4日間 

2021年

8月17日火 四日市発 ＞＞＞

8月19日木 四日市着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月 7 日土 横浜 17：00
8月 8 日日 終日航海 — —
8月 9 日月 八丈島 8：00 17：00
8月10日火 横浜 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【八丈島】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。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：3 回

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月17日火 四日市
（熊野沖） —

11：30
—

8月18日水 徳島 9：00 17：00
8月19日木 四日市 9：00

□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（徳島）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。

※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

ドレスコード    ：2 回   

Keiko with Ohana Band
【 ハワイアン 】

ハワイのグラミー賞といわれ
るナ・ホク・ハノハノ・アワード
にノミネートされたシンガー
Keiko。Ohana Bandと息の
合ったアンサンブル、そして
Hulaとの素敵なショーをお
楽しみください。

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。沢山のレパートリ
ーを持つ、にっぽん丸自慢の
ハウスバンドです。

にっぽんの楽園クルーズ 熊野大花火大会と徳島クルーズ

●  スケジュール ●  スケジュール

●  クルーズの魅力●  エンターテイナー ●  エンターテイナー

夏休み

熊野大花火大会（イメージ）

●  クルーズの魅力

イメージ

グランピングパーク
八丈島のキャンプ場で一日限定の
にっぽん丸グランピングパークを
オープン。ドリンクや軽食、居心地
の良いソファーなどをご用意します。
海を眺めながら日がな一日のんび
りお過ごしください。

●  オプショナルツアー（別料金）

8月18日水
徳島

大塚国際美術館と鳴門のうず潮 ★★

脇町「うだつ」の町並み散策と藍染体験 ★★

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

●  オプショナルツアー（別料金）

8月9日月
八丈島

八丈島早まわり観光〈午前〉〈午後〉 ★

三原山の滝を歩こう アクティブ

八丈島満喫一日観光と郷土料理の昼食 ★

※★印の数と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し込み方法

は別途ご案内します。

※写真と編成は異なります。

東海屈指の花火
見どころは、2隻の船が全速力で走
りながら火のついた花火玉を次々
と海に投げ込む「海上自爆」とクラ
イマックスの「鬼ヶ城大仕掛け」。頭
上に咲く花火はもちろん、その音や
振動も体感してお楽しみください。
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門司港駅赤間神宮

関門海峡の夕景（イメージ）

阿波おどり（イメージ）

※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）

2021年

8月11日水 横浜発 ＞＞＞

8月16日月 横浜着  6日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月11日水 横浜 17：00

8月12日木 終日航海 — —

8月13日金 下関 10：15 —

8月14日土 下関 —   9：30

8月15日日 徳島   8：00 22：00

8月16日月 横浜 17：30

●  スケジュール ドレスコード    ：5 回

□食事回数：朝5回、昼5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。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

関門海峡・阿波おどりクルーズ

阿波おどり用語のご紹介
初めて阿波おどりを観光する方には、耳慣れない言葉がいくつかあると思います。基本的な用語を少しだけご紹介します。
連：阿波おどりを踊るグループのことで、伝統ある有名連や企業連、学生連など多種多様です。
男踊り：浴衣の裾を腰までまくり上げ、腰を落として激しく踊る踊りのこと。主に男性が踊ります。
女踊り：頭に編み笠を被り、足元まである長い浴衣を着て足袋に下駄を履く独特の姿でしなやかに踊る踊りです。 
囃し言葉：踊り子が連全体を盛り上げるために発するかけ声のこと。「ヤットサー」「エライヤッチャ」などが良く使われます。
よしこの節：阿波おどりの歌のこと。「踊る阿呆に見る阿呆。同じ阿呆なら踊らにゃそんそん」というフレーズが有名です。
用語も知って、更にお祭りを楽しみましょう！ にっぽん丸連の提灯

ステート
ルーム

スタンダードステート 281,000円

コンフォートステート 301,000円

スーペリアステート 332,000円

デラックス
ルーム

デラックスツイン 524,000円

デラックスベランダ 613,000円

デラックスシングル 657,000円

スイート
ルーム

ジュニアスイート 719,000円

オーシャンビュースイート 820,000円

ビスタスイート 890,000円

グランドスイート 1,152,000円

グループ3 コンフォートステート 249,000円

●  エンターテイナー

横浜

徳島
下関

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

※★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し込み方法

は別途ご案内します。

●  オプショナルツアー（別料金）

8月13日金
下関

世界遺産　宗像大社を参拝 ★★

川棚温泉の名物料理「瓦そば」と
角島大橋眺望 ★

巌流島と門司港レトロ地区散策〈午後〉 ★★

8月15日日
徳島

〈お祭り見物コース〉
阿波おどり（追加代金なし）

大塚国際美術館と鳴門のうず潮 ★★

感動の阿波おどり体験 ★★★
にっぽん丸オリジナルツアー

●  クルーズの魅力

ザ・パンプキンズ【 和楽器アンサンブル 】

日本伝統楽器である三味線、箏、尺八。それぞれの奏者三人が集まり、
美しく、激しく、楽しい和楽器の世界をお届けします。今回は太鼓奏者
1名を加えた4名で和楽器ならではの曲から、馴染みのある曲まで幅広
くお楽しみいただけると思います。

下関の見どころ
古くよりアジア大陸からの本州
の玄関口として栄えた下関。壇ノ
浦の戦いなど、数々の歴史の舞
台となったことでも有名です。関
門海峡などの絶景スポットや海
鮮グルメが楽しめる唐戸市場も
あり見どころは多彩です。

関門橋
全長1,068ｍ、海面からの高さ約
61ｍ、時に10ノット（時速18㎞）
を超す潮流をまたぐダイナミック
な姿は、まさに関門のシンボル。
多くの船が行き交う光景を見つ
つ橋の下をくぐる瞬間は、アトラ
クションのような面白さです。

唐戸市場

関門橋
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8月20日金 横浜発 ＞＞＞

8月22日日 横浜着  3日間 

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

8月20日金 横浜 17：00

8月21日土 終日航海 — —

8月22日日 横浜 9：00

●  スケジュール ドレスコード    ：1 回    ：1 回

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。

にっぽん丸 夏のオペラクルーズ
～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～

※グループ3の設定はありません。
※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 121,000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 215,000円

デラックスベランダ 235,000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 287,000円

オーシャンビュースイート 316,000円

ビスタスイート 344,000円

グランドスイート 462,000円

横浜

伊豆大島

新島

神津島

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。

藤原歌劇団総監督

折江 忠道
【 〈バリトン〉シャープレス役 】

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。

久恒 秀典【 演出 】

1994年イタリア政府奨学生としてボローニャ大学、ヴェネツィア大学、
マルチェッロ音楽院、ヴェネト州立ゴルドーニ座演劇学校に学ぶ。
2004年文化庁芸術家在外研修員としてイタリア各地で研鑽を積む。

澤﨑 一了【 〈テノール〉ピンカートン役 】

国立音楽大学卒業。第53回日伊声楽コンコルソ第2位及び五十嵐
喜芳賞受賞。上皇陛下天皇御即位二十年奉祝曲を歌うなど、多岐
に渡り活躍している新進テノール。

但馬 由香【 〈メッゾ・ソプラノ〉スズキ役 】

武蔵野音楽大学卒業、同大学大学院修了。第31回飯塚新人音楽コ
ンクール第1位。近年では、藤原歌劇団公演「蝶々夫人」スズキ、「貞
節の勝利」ロジーナで出演し好評を得ている。

柴田 真郁【 指揮 】

国立音楽大学卒業。2003年渡欧、ドイツ各地の劇場、オーケストラ
で研鑽を積み、プラハ室内管弦楽団、ベルリン室内管弦楽団等に客演。
2010年五島記念文化財団オペラ新人賞（指揮）受賞。

●  エンターテイナー

「蝶々夫人」あらすじ
舞台は長崎。没落士族の娘である蝶 さ々んは、母親との生活を支えるために
芸者をしている。蝶 さ々んは女衒のゴローに紹介されたアメリカ海軍の士官、
ピンカートンと結婚式を挙げる。しかし、ピンカートンは蝶 さ々んを長崎に
駐留する間の妾としか考えていなかった。 「次に駒鳥が巣を作るころには帰
ってくる」と言い残してピンカートンが本国に帰って3年。蝶 さ々んはふたりの
間に生まれた金髪の息子を育てながらひたすら彼の帰りを待っている。ある日、
彼の乗った船が長崎の港に入る。喜ぶ蝶 さ々んだが、彼はアメリカ人の本妻、
ケイトを伴っていた。すべてを悟った蝶 さ々んは子供を彼らに託し、ひとり自
害して果てるのだった。

藤原歌劇団とは
藤原義江（1898年〜1976年）を中心とする日本
の代表的な歌手とスタッフによって、1934年6月日
比谷公会堂においてプッチーニの「ラ・ボエーム」
が上演され、藤原歌劇団が誕生しました。

オペラ三昧
にっぽん丸で人気のオペラクルーズ。その秘密は、たっぷりオペラの世界に浸れる船内プログラムにあります。 
1日目はガラコンサートで定番のアリア（独唱）の他、オペラの有名な楽曲を楽しみます。2日目は「鑑賞講座」で見どころ・
聞きどころをしっかり予習。その後、いよいよ本番のオペラ鑑賞です。さらに、演目をテーマに総料理長が考えたオペラ
ディナーもお召し上がりください。これほどまでに、オペラ三昧になれるのは、にっぽん丸クルーズだからこそ。今回も
どうぞご期待ください。 イメージ

イメージイメージ

イメージ（2020年「トスカ」より）

イメージ（2020年「トスカ」より）

谷 明美
【 〈ソプラノ〉蝶々夫人役 】

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。



●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。
●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 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  

ビスタスイート
6F：バルコニー・ブローバス・トイレ付　37㎡〜46㎡／4室  

バルコニー・ブローバス・トイレ付　42㎡／2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  

オーシャンビュースイート
ブローバス・トイレ付　33㎡／2室  

5F

6F

6F

5F

ゲストル ーム

スイートエリア

5F・6F

5F デラックスツイン

2F

4F

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・バス付） ※1
　　  4F：42㎡／1室（バス付） ※2

2F

3F

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。

5F デラックスベランダ
バルコニー・バス・トイレ付　24㎡／14室  

バス・トイレ付　19㎡／2室  

デラックスシングル
バス・トイレ付　13㎡／6室  

5F

デラックスエリア

5F

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。

1F

ステートエリア

1F・2F・3F・4F

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。

※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 2 室 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。

新設

増設

新設

※2 コンセプトルーム
4 階ビスタスポットを改装し、
6 名様まで利用可能な
客室を新設（1 室）。

（4F 1 室 42m2／バス付）

ゲスト
ルーム

ARマーカー

5F：



ドルフィンホール

ラウンジ「海」

オーシャンダイニング 「春日」

寿司バー 「潮彩」

マーメイドシアター スパ＆サロン カジノラウンジ
「ビギナーズラック」

4F 5F

6F

6F

6F

6F 7F 5F

パ ブリックスペース

オアシスジム

グランドバス

ブティック「アンカー」

ホライズンラウンジ

7F

3F

5F

7F

2F

7F

メインダイニング 「瑞穂」

リドテラス
※日本船籍の客船では、法律上チップやコインを
　現金に換金することはできません。

スポーツデッキ プール クリニック7F 7F 1F

※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。

パブリック
スペース

ARマーカー



各 種 説 明 事 項

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。

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 ＞＞＞＞＞＞

本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。

スマートフォンやタブレットを用いて、お楽しみください。

※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。

スペシャルムービー（動画）を配信中!!

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。

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安心安全を第一に考え、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、詳しい書面を用意し、商船三井客船オフィシャルサイトに掲載しております。

感染症への取り組みについて

※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。

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

Google 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

クルーズ
ご乗船期間中

であれば…

お誕生日以降
3ヶ月以内
であれば…

記念日の
前後3ヶ月以内

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

各 種 説 明 事 項

※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。
※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

●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：横浜港付近）　写真：三好和義、中村風詩人、野村雄治、安岡佑輔

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

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。

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

※ 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。
※今年度より、ドレスコードの基準が一部変更になりました。

※ 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。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。上着をご着用ください。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。

通船

カジュアル

セミフォーマル

フォーマル

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。

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のご案内

■ 掲載マークについて

□ ドレスコード

■ オプショナルツアーについて（別料金）

たまった
ポイントで

クルーズへ！


