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※写真は全てイメージです。

旅行代金の10％割引

東京都民クルーズ

熱海海上花火大会

年間を通し開催される熱海の名物イベント。
　三面を山に囲まれたすり鉢状の地形の為
　　音が反響し大迫力の花火を楽しめます。

世界遺産 小笠原

東京から約1,000km南に位置
する世界遺産の島。溢れる自
然と独自の生態系が訪れる
人々を魅了します。

にっぽん丸で航く

熱海花火と世界遺産 小笠原
2019 年 12/14( 土 )～ 12/19( 木 )  6日間クルーズ

188,100円～319,410円
（コンフォートステート /大人3名1室利用 ) （スーペリアステート /大人1名1室利用 )

東京都民クルーズ
特別代金

東京都では、 幅広く都民の皆様にクルーズ
を楽しんでいただき、 東京港をより身近に
感じていただくために通常よりも低廉な価格
を設定した｢東京都民クルーズ｣を実施して
います。 今回は、 商船三井客船㈱とクルー
ズのゆたか倶楽部㈱から、｢熱海花火と小笠
原クルーズ」 をご案内します。 この機会に
　　　　　　クルーズを体験してみませんか？

東京
熱海

小笠原（父島）

鳥島

孀婦岩

夏の夜の夢のような
オンリーワンの６日間
夏の夜の夢のような
オンリーワンの６日間



お申込み方法

■応募方法　　次の宛先に<申込希望者全員の郵便番号・
　　　　　　   住所・氏名（フリガナ）・生年月日・電話番号・
                               客室タイプ・利用人数>を明記し、ハガキ
                               又は電子メールでお送りください。

★ハガキの場合
〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町2-5-15　　
クルーズのゆたか倶楽部㈱
東京都民クルーズ
（にっぽん丸 熱海花火と小笠原クルーズ）係

★電子メールの場合
上記の内容を記載のうえcruise@yutakaclub.co.jp
（クルーズのゆたか倶楽部㈱）へ。
件名を「東京都民クルーズ（にっぽん丸 熱海花火
と小笠原クルーズ）応募」と明記してください。

■応募期限          令和元年１１月１２日（火）まで。
                                （当日消印有効。先着順ではありません。）

■募集室数：１０室　
（コンフォートステート5室、スーペリアステート５室） 
応募多数の場合は抽選となります。
（応募結果は、応募した方全員にご連絡いたします。応募期限後、
10日間経過しても通知が届かない場合はクルーズのゆたか倶楽部
までお問い合わせください。）      

■ お問い合わせ先　 クルーズのゆたか倶楽部㈱ 東京本社　　
〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町2-5-15　　ゆたか倶楽部ビル
℡：０３－５２９４－６２６１　      （観光庁長官登録旅行業第1294号）　
営業日：平日09：30～17：30　　土日祝は休み。

■ 旅行企画・実施　 商船三井客船(株)　　
〒107-8532　東京都港区赤坂1-9-13  三会堂ビル5F
 （観光庁長官登録旅行業第946号）　

■応募対象　　 東京在住または在勤の方

■旅行条件については、商船三井客船株式会社の旅行業約款によります。お申込の際はご一読ください。
■東京都民クルーズ事業について　　東京都港湾局港湾経営部振興課　　TEL03-5320-5529　　FAX03-5388-1576

■旅行日程

  東京港

    熱海

  

終日航海

  小笠原
  （父島）

終日航海

  東京港

｢にっぽん丸｣にご乗船。
出港。     　　　　　　　　　　 　　【船中泊】

入港。
自由行動またはOPオプショナルツアー。
出港。     　　　　　　　　　　　     【船中泊】

太平洋をクルージング。　　　　       【船中泊】

入港。
自由行動またはOPオプショナルツアー。
出港。                                                            【船中泊】

太平洋をクルージング。　　　　　  【船中泊】

入港。下船後、解散。
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●上記スケジュールは天候や海象などにより予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食 5 回、昼食 4 回、夕食 5 回　●最少催行人員：2 名様（添乗員は同行しませんが
船内ではスタッフがご案内します）　
●12/15 熱海では 20:20-20:45 頃、熱海沖のにっぽん丸船上から花火を観賞予定です。花火は天候
により実施されない場合がありますので予めご了承ください。
●12/17 小笠原 ( 父島 ) では通船により上陸予定です。天候によっては上陸できない場合がござい
ますので予めご了承ください。通船による乗下船は 30 分～ 60 分を要します。
●ドレスコード：（カジュアル）：12/15、12/17（スマートカジュアル）：12/14、12/16、12/18
●OP オプショナルツアー：船会社主催の寄港地での半日または１日観光（別料金）です。    　

■旅行代金 （大人お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位 ：日本円

客室タイプ                 利用人数                  旅行代金   　 都民クルーズ代金
（10％割引）

２０９,０００

２５２,０００

３２７,６００

２７３,０００

３５４,９００

１８８,１００

２２６,８００

２９４,８４０

２４５,７００

３１９,４１０

３名様

２名様

１名様

２名様

１名様

コンフォートステート
２・３Ｆ　１４㎡
シャワー・トイレ付
５室募集

スーペリアステート
４Ｆ　１４㎡
シャワー・トイレ付
５室募集

※都民クルーズ代金は、他の割引との併用はできません。
　お部屋の位置や階数、また食事回の指定も承れませんの
　で予めご了承ください。
※都民クルーズの旅行代金支払いにクレジットカードはご
　利用いただけません。
※１室３名使用の場合はプルマンベットを使用します。
※子供料金：２才以上小学生以下は大人代金の 75％、中学
　生は大人代金です。

成川美術館と懐石料理「花壇」の昼食 27,000 円27,000 円

※オプショナルツアーは商船三井客船㈱の旅行企画・実施となります。
※上記の金額は大人お一人様の料金です。上記は一例で他にもコースがございます。
※具体的な内容とお申込方法は別途ご案内します。

小笠原 ・ 父島小笠原 ・ 父島

オプショナルツアー

懐石料理 「花壇」 昼食 （イメージ）懐石料理 「花壇」 昼食 （イメージ）

      熱海
12/15　 　  （日）  （日）

    小笠原
 12/17( 火 )

小笠原コーヒー農園を訪ねる 12,000 円12,000 円

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スーペリアステート

※レイアウトやデザインは若干異なる場合がございます。

にっぽん丸 客室のご案内12 月平均気温

東京　　7.6℃　

父島　   20.3℃　


