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食と絶景の瀬戸内海クルーズ
にっぽん丸がお届けする

C o n t e n t s

瀬戸内 夕景クルーズ 5
2021年2 月 4 日（木）大阪発  ＞＞  2 月 7 日（日）大阪着　4 日間

安芸の宮島クルーズ 7
2021年2 月 8 日（月）大阪発  ＞＞  2 月 10 日（水）大阪着　3 日間

瀬戸内小島探訪クルーズ 9
2021年2 月 11日（木）神戸発  ＞＞  2 月 14 日（日）神戸着　4 日間

美食の船旅  瀬戸内海クルーズ 11
2021年2 月 15 日（月）名古屋発  ＞＞  2 月 17 日（水）名古屋着　3 日間

瀬戸内美術館探訪クルーズ 13
2021年2 月 18 日（木）名古屋発  ＞＞  2 月 21日（日）名古屋着　4 日間

とことん生口島クルーズ 15
2021年2 月 22 日（月）神戸発  ＞＞  2 月 24 日（水）神戸着　3 日間

瀬戸内  味めぐりクルーズ 17
2021年2 月 25 日（木）神戸発  ＞＞  2 月 28 日（日）神戸着　4 日間

ぐるっと四国クルーズ 19
2021年3 月 1日（月）横浜発  ＞＞  3 月 4 日（木）横浜着　4 日間

※�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。

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。

カジュアル

セミフォーマル

□ ドレスコード

□ オプショナルツアー（別料金）

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。

健脚レベル ★★

★

★★★

※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。
※本パンフレットに掲載の写真は、すべてイメージです。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。

※�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。通船

　 掲載マークについて

写真はすべてイメージです。
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スケジュール

瀬戸内の
夕景

（イメージ）

伊予長浜

大阪

小豆島

瀬戸大橋
明石海峡大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/4 木 大阪 17:00

2/5 金 伊予長浜 9:00 16：00

2/6 土 小豆島 9:00 16:00

2/7 日 大阪 9:00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、神戸に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：3 回

瀬戸内 夕景クルーズ

クルーズの魅力

KODACHI 〜木立〜
【 胡弓奏者＆ピアニスト 】

注目の胡弓演奏家・木場大輔とピアノ
の足立知謙によるユニット。江戸時代
から連綿と伝わる古典の粋と、ピアノ
の美しい余韻が融合し、洗練された
都会的サウンドの中に懐かしさや日本
の原風景を感じさせるその活動に各
界から熱い視線が注がれている。

エンターテイナー

夕景を存分に楽しんでいただくため、
寄港地を早めの16時に出港し夕景
ポイントへ。その間は「サンセット
SETOUCHI」と題し、手作りのホッ
トレモネードや獺祭の甘酒などの温
かいお飲み物をご用意して、心に沁
み入る夕暮れのひと時を演出します。

ステートルーム
スタンダード
ステート 181,000円

コンフォート
ステート 196,000円

スーペリア
ステート 208,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 321,000円

デラックス
ベランダ 351,000円

デラックス
シングル 402,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 432,000円

オーシャンビュー
スイート 438,000円

ビスタ
スイート 508,000円

グランド
スイート 723,000円

グループ3
コンフォート
ステート 167,000円

オプショナルツアー （別料金）

2/5 金 伊予長浜

2/6 土 小豆島

城下町大洲　街中散策＜午前＞ ★★

人気列車「伊予灘ものがたり」貸切乗車と松山観光 ★

小豆島の名所めぐり ★

ぶらり散策 小豆島 ＜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。�

サンセットSETOUCHI

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

4日間2021年 2/4 木 大阪 発 2/7 日 大阪 着
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スケジュール

厳島神社社殿
と

五重塔

宮島 大阪

明石海峡大橋
瀬戸大橋来島海峡大橋

または因島大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/8 月 大阪 17：00

2/9 火 宮島 9：00 17：00

2/10 水 大阪 9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□【宮島】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。
※�厳島神社の大鳥居は、2019年6月より保存修理工事中です（工事終了時期未定）。
※�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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、神戸に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：2 回

安芸の宮島クルーズ

ステートルーム
スタンダード
ステート 94,000円

コンフォート
ステート 104,000円

スーペリア
ステート 112,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 195,000円

デラックス
ベランダ 215,000円

デラックス
シングル 249,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 269,000円

オーシャンビュー
スイート 273,000円

ビスタ
スイート 320,000円

グランド
スイート 463,000円

グループ3
コンフォート
ステート 85,000円

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

もみじ饅頭（イメージ）

クルーズの魅力 平松 愛理
【 シンガーソングライター 】

神戸市出身。1992年「部屋とYシャツ
と私」がミリオンセラーとなり、日本レ
コード大賞作詞賞などを受賞。昨年
デビュー30周年を迎え、「部屋とYシ
ャツと私〜あれから〜」をリリースし話
題に。楽曲制作やライブ活動、楽曲
配信など精力的に活動を続けている。

エンターテイナー

宮島の名所・紅葉谷にちなんで考
案されたと言われる「もみじ饅頭」。
今回は島内のお店全１３店舗５０種
類以上からにっぽん丸スタッフが
厳選した８種類を船上にご用意い
たします。定番から新商品まで、
食べ比べをお楽しみください。

もみじ饅頭大集合

3日間2021年 2/8 月 大阪 発 2/10 水 大阪 着

オプショナルツアー （別料金）

2/9 火 宮島
案内人とめぐる厳島神社＜午前＞ ★★★

広島市内車窓観光と「熊野筆」の里を訪問 ★

※★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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スケジュール

大島大橋

神戸

周防大島

高松

瀬戸大橋
明石海峡大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/11 木 神戸 17：00

2/12 金 周防大島 9：00 17：00

2/13 土 高松 8：00 17：30

2/14 日 神戸 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【周防大島】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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、大阪に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：3 回

瀬戸内小島探訪クルーズ
4日間2021年 2/11 木 神戸 発 2/14 日 神戸 着

ステートルーム
スタンダード
ステート 181,000円

コンフォート
ステート 196,000円

スーペリア
ステート 208,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 321,000円

デラックス
ベランダ 351,000円

デラックス
シングル 402,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 432,000円

オーシャンビュー
スイート 438,000円

ビスタ
スイート 508,000円

グランド
スイート 723,000円

グループ3
コンフォート
ステート 167,000円

オプショナルツアー （別料金）

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

クルーズの魅力

TiA
【 ゴスペルシンガー 】

圧倒的な歌唱力で世界的に活躍
するゴスペルシンガー。アメリカ最
大ゴスペルフェスト日本人初優勝、
ニューヨーク・タイムズ紙特集掲載
など世界で注目を集める。テレビ
東京「THE!カラオケ★バトル」で
優勝し話題となっている。

エンターテイナー

直島、豊島、女木島、男木島や小豆
島は、瀬戸内海に浮かぶアートの
島々。高松からはそれぞれの島へオプ
ショナルツアーを実施します。お好き
なコースを1つお選びいただき、島の
魅力を探訪しましょう（追加代金なし）。

高松から
アートの小島へ

2/12 金 周防大島

2/13 土 高松

周防大島一日観光 ★

白壁の街　柳井散策と岩国錦帯橋訪問 ★★

芸術の島「直島」を訪ねて（追加代金なし） ★★

豊島美術館と島内散策（追加代金なし） ★★

※★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。�

瀬戸内国際芸術祭作品「男木島の魂」
／ジャウメ・プレンサ
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スケジュール

瀬戸内海を
航行する

にっぽん丸

名古屋

瀬戸大橋
明石海峡大橋来島海峡大橋

または因島大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/15 月 名古屋 14：00

2/16 火 （瀬戸内海周遊）

2/17 水 名古屋 14：00

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：160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。

※本クルーズでは、瀬戸内海の厳選した食材をご賞味いただくことをもって「美食
の船旅」とします。

ドレスコード    ：1 回   ：1 回

美食の船旅 瀬戸内海クルーズ

ステートルーム
スタンダード
ステート 97,000円

コンフォート
ステート 107,000円

スーペリア
ステート 115,000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 218,000円

デラックス
シングル 252,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 272,000円

オーシャンビュー
スイート 276,000円

ビスタ
スイート 323,000円

グランド
スイート 466,000円

グループ3
コンフォート
ステート 88,000円

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

3日間2021年 2/15 月 名古屋 発 2/17 水 名古屋 着

クルーズの魅力

パトリック・ヌジェ
【 シャンソン歌手 】

アコーディオンを弾きながら歌うフ
ランス出身のシャンソン歌手。数々
のCMに楽曲提供や出演。NHKホ
ールで開催の「パリ祭」に毎年出演。
「ビストロスマップ」のテーマソング
に演奏で参加。

エンターテイナー

“東洋の地中海”とも呼ばれる食材
の宝庫「瀬戸内海」の海の幸をは
じめ、「オリーブ牛」や「鳴門鯛」
など厳選した食材の数々を使った
料理をご堪能ください。瀬戸内産
の果物を用いたティータイムのデ
ザートもお楽しみに。

瀬戸内は食材の宝庫

瀬戸内食材（イメージ）
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スケジュール

平山郁夫
美術館

東山魁夷
せとうち
美術館

名古屋

　瀬戸田

坂出

明石海峡大橋
瀬戸大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/18 木 名古屋 14：00

2/19 金 坂出 10：00 18：00

2/20 土 瀬戸田   9：00 17：00

2/21 日 名古屋 16：00

□食事回数：朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【瀬戸田】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸できない場合も

ありますので、ご了承ください。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
※�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

瀬戸内美術館探訪クルーズ

クルーズの魅力

ME 音（めおと）
【 オペラ歌手ユニット 】

オペラ歌手のテノール青柳素晴
とソプラノ江口二美の夫婦ユニ
ット。ラジオパーソナリティの経
験を活かし「見えるラジオ」風な
トーク満載、多ジャンル曲で構
成するコンサートが人気。

ピアニスト ： 栗原正和

エンターテイナー

日本画の世界に大きな足跡を残し
た二人の日本画家・東山魁夷と平
山郁夫の美術館へ皆様をご案内い
たします( 追加代金なし)。いずれ
も瀬戸内海の美しい自然に囲まれ
た素敵な美術館です。ガイドの解
説もございます。

4日間2021年 2/18 木 名古屋 発 2/21 日 名古屋 着

ステートルーム
スタンダード
ステート 187,000 円

コンフォート
ステート 202,000円

スーペリア
ステート 214,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 327,000円

デラックス
ベランダ 357,000円

デラックス
シングル 408,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 438,000円

オーシャンビュー
スイート 444,000円

ビスタ
スイート 514,000円

グランド
スイート 729,000円

グループ3
コンフォート
ステート 173,000円

2つの美術館へご案内

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

オプショナルツアー （別料金）

2/19 金 坂出

2/20 土 瀬戸田

東山魁夷せとうち美術館行き連絡バス（追加代金なし）

高松の美術館めぐり ★

平山郁夫美術館行き連絡バス（追加代金なし）

平山郁夫美術館と国宝の島　大三島探訪 ★★

※★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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平山郁夫美術館 内観（イメージ）



スケジュール

多々羅大橋と
柑橘畑

※グループ3は、コンフォートステートを3
名で利用した場合の代金です。

※1室1名利用代金、1室3名利用代金と
子供代金については最終ページをご確認
ください。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/22 月 神戸 14：00

2/23 火 瀬戸田   8：00 17：30

2/24 水 神戸 14：00

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：160名
□【瀬戸田】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸できない場合も

ありますので、ご了承ください。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
※�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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、大阪に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：2 回

とことん生口島クルーズ

オプショナルツアー （別料金）

クルーズの魅力 DON ALMAS
【 スパニッシュギターユニット 】

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

エンターテイナー

「島ごと美術館」といわれ、いくつ
ものアート作品が点在し、訪れる
人々を楽しませてくれる島内や平
山郁夫美術館を、追加代金なしの
オプショナルツアーで満喫できます。
船内では人気の瀬戸内レモンを使
ったケーキをティータイムにどうぞ。

ステートルーム
スタンダード
ステート 97,000円

コンフォート
ステート 107,000円

スーペリア
ステート 115,000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 218,000円

デラックス
シングル 252,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 272,000円

オーシャンビュー
スイート 276,000円

ビスタ
スイート 323,000円

グランド
スイート 466,000円

グループ3
コンフォート
ステート 88,000円

2/23 火 瀬戸田
平山郁夫美術館と耕山寺＜午前＞（追加代金なし） ★★

生口島　見どころ観光 ★★

※★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。�

レモンとアートの島

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

レモンケーキ（イメージ）

3日間2021年 2/22 月 神戸 発 2/24 水 神戸 着

神戸

瀬戸田
明石海峡大橋

瀬戸大橋
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スケジュール

路面電車と
松山城

神戸　

宮島

松山

明石海峡大橋

瀬戸大橋
来島海峡大橋
または因島大橋

※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。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

2/25 木 神戸 17：00

2/26 金 宮島 9：00 17：00

2/27 土 松山 9：00 17：00

2/28 日 神戸 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【宮島】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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、大阪に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：3 回

瀬戸内 味めぐりクルーズ

クルーズの魅力

トワエモワ
【 ポップデュオ 】

1969年「或る日突然」でデビュ
ー。数々のヒット曲を生み、1973
年解散。1997年 NHK「思い出
のメロディー」出演をきっかけに
25年ぶりに活動を再開。2019年 
50 周 年 記 念 CD（6 枚 組 BOX）

「FOLK & POP」発売。

エンターテイナー

旅に出て欠かせないのがその土地
の名物であるご当地グルメ。本ク
ルーズでは、瀬戸内の特産・珍味を
集めた「瀬戸内マーケット」を開催
します。物産販売や試食などで、
船上での味めぐりをお楽しみくだ
さい。

4日間2021年 2/25 木 神戸 発 2/28 日 神戸 着

ステートルーム
スタンダード
ステート 181,000円

コンフォート
ステート 196,000円

スーペリア
ステート 208,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 321,000円

デラックス
ベランダ 351,000円

デラックス
シングル 402,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 432,000円

オーシャンビュー
スイート 438,000円

ビスタ
スイート 508,000円

グランド
スイート 723,000円

グループ3
コンフォート
ステート 167,000円

瀬戸内マーケット開催

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

オプショナルツアー （別料金）

2/26 金 宮島

2/27 土 松山

広島の世界遺産と国宝を訪問
〜庭園の宿「石亭」での昼食〜

★

地元ガイドとめぐる宮島満喫
〜大聖院での精進料理〜

★★★

人気列車「伊予灘ものがたり」で行く
大洲の城下町散策

★

松山散策と郷土料理「松山鮓」の昼食 ★★

※★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。�

愛媛の郷土菓子（イメージ）

1716



スケジュール

小豆島
オリーブ公園

※グループ3は、コンフォートステートを3
名で利用した場合の代金です。

※1室1名利用代金、1室3名利用代金と
子供代金については最終ページをご確認
ください。

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

3/1 月 横浜 12：00

3/2 火 高知 11：00 16：00

3/3 水 小豆島 12：00 17：00

3/4 木 横浜 17：30

□食事回数：朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員：160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。また、上記発着
地は地域の感染状況により、東京に変更となる場合があります。

ドレスコード    ：2 回   ：1 回

ぐるっと四国クルーズ

クルーズの魅力

あいのね
【 フルーティスト＆ピアニスト 】

フルートの林愛実とピアノの兵
頭愛美による女性ユニット。ク
ラシックから昭和歌謡まで“ 微笑
み演奏スタイル”で注目される。
CLASSICAL STARSオーディショ
ン優秀賞受賞など多方面で活
躍中。

エンターテイナー

横浜から3泊4日でぐるっと四国一
周へ出かけませんか。3日目の朝に
は、瀬戸内海の風景をご覧いただ
けます。船内では、航海士の視点
から四国航路を紹介する講座など、
四国一周クルーズならではのプロ
グラムをご用意します。

ステートルーム
スタンダード
ステート 187,000円

コンフォート
ステート 202,000円

スーペリア
ステート 214,000円

デラックスルーム
デラックス
ツイン 327,000円

デラックス
ベランダ 357,000円

デラックス
シングル 408,000円

スイートルーム
ジュニア
スイート 438,000円

オーシャンビュー
スイート 444,000円

ビスタ
スイート 514,000円

グランド
スイート 729,000円

グループ3
コンフォート
ステート 173,000円

3泊4日で四国周遊

ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

高知城

4日間2021年 3/1 月 横浜 発 3/4 木 横浜 着

横浜

高知

小豆島
明石海峡大橋

瀬戸大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

オプショナルツアー （別料金）

3/2 火 高知

3/3 水 小豆島

高知市内車窓観光と
「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」乗車

★

ぶらり散策　高知　＜午後＞ ★★

小豆島早まわり ＜午後＞ ★

※★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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6F 5F

デラックスツイン デラックスシングル

グランドスイート デラックスベランダ

19㎡ 13㎡ 

79㎡
24㎡

バス・トイレ付 バス・トイレ付

バルコニー・ブローバス・
トイレ付

バルコニー・バス・トイレ付

●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）。

□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

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

ステートルーム

デラックスルームスイートルーム

□全長：166.6m
□全幅：24.0m
□喫水：6.6m

ジュニアスイート

6F

31㎡

バルコニー・ブローバス・
トイレ付

ビスタスイート

5F：42㎡
6F：37㎡〜46㎡

6F

5F

バルコニー・ブローバス・
トイレ付

5F

スーペリアステート

2F：16㎡〜18㎡
4F：14㎡
4F：27㎡（車いす対応・バス付） 
4F：42㎡（コンセプトルーム・バス付） 

シャワー・トイレ付2F

4F

コンフォートステート

2F：14㎡
3F：14㎡
※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

シャワー・トイレ付2F

3F

スタンダードステート

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

シャワー・トイレ付1F

5F

5F
オーシャンビュー
スイート

33㎡

ブローバス・トイレ付
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■乗船までの日常生活や船までの移動、乗船手続き
において、マスク着用など感染症の予防対策をお願
いします。
■事前にお渡しする健康質問票をご記入ください。
■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 検査等を受けていただきます。
その結果が「高リスク」もしくは「再検査」の場合
はご乗船をお断りします。

■距離を保ち、密集にならないように、乗船受付方
法が変わります。
■健康質問票の内容に間違いがないかサイン（自署）
をいただきます。
■乗船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

下船

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

にっぽん丸のクルーズを安心して楽しんでいただくために

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安
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、詳しくは、商船三井客船オフィ
シャルサイトをご覧ください。

感染症への取り組みについて

受付乗船前 乗船中
上陸中

もしもの
場合

※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ございましたら、ご遠慮なく
右記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

日本で最初のクルーズ専門旅行会社

観光庁長官登録旅行業第1294号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
一般社団法人 日本外航客船協会会員

旅行企画・実施

YUTAKACLUB  CRUISES

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-5-15　ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　細谷 治

☎ 03-5294-6261㈹

東京・本社 JR神田駅 東口前

〒231-0002
横浜市中区海岸通1-1　横浜港大さん橋国際客船ターミナル2階
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　横山奈月

☎ 045-227-8211㈹

横浜営業所 横浜港大さん橋国際客船ターミナル

〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4　大阪駅前第4ビル 2階
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　樽本由香里

☎ 06-6455-0931㈹

大阪営業所 大阪駅前第4ビル

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）。
ｄ）新型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療養されていた方で、
乗船日前日から遡って14日以内に退院または療養期間を終了された方

ｅ）乗船前のPCR検査にて、検査結果が「高リスク」もしくは「再検査」と判定された方、
PCR検査を受検されなかった方

ｆ）マスクのご着用が困難な方（船内や寄港地では、マスクのご着用が義務となります）
※ａ～ｆに該当する方は、クルーズ代金にかかる取消料は免除とさせていただきます。

2．【ご乗船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12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。
・2つ以上のクルーズを連続しての乗船はできません（下船日と次航の乗船日が同一
日となるもの）。
・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」および「旅行条件」と一部重複する項目については、本
対応が優先されます。

「にっぽん丸」の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

お申込みに際してのご案内

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

〈旅行代金について〉
■旅行代金（大人お一人様）：パンフレットに表示される旅行代金は、グループ
3、デラックスシングル、コンセプトルーム（スーペリアステート）を除き、1室を2名
様でご利用いただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※グループ3はコン
フォートステート1室を3名様でご利用いただく際のお一人様あたりの旅行代
金です。※デラックスシングルは大人1名様でご利用いただく際のお一人様あ
たりの旅行代金です。※コンセプトルームの客室タイプはスーペリアステートで
す。※コンセプトルーム（スーペリアステート）は5名様〜6名様でご利用いただ
く際のお一人様の旅行代金です。1名様〜4名様でご利用の場合は別途お
問い合わせください。
■シングル利用代金（大人お一人様）：クルーズの旅行代金に下表の割合
を乗じた金額となります。
※1名様でご利用いただける客室数には限りがございます。※コンセプト
ルーム（スーペリアステート）については別途お問い合わせください。
スーペリアステート／コンフォートステート／スタンダードステート 130％
デラックスベランダ／デラックスツイン／ビスタスイート
オーシャンビュースイート／ジュニアスイート 160％
グランドスイート 200％

■1室３名利用代金：次の客室に限り3人目の旅行代金は各クルーズの旅
行代金に右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％

※3人目にあたる旅行代金の対象は、3名様のうち旅行代金が最も安価となる
お客様となります。
■子供代金（2歳以上小学生以下／旅行開始日基準）：子供代金は大人
代金の75％となります。※中学生以上は大人代金です。
■参加人数の変更：客室のご利用人数に変更があった場合は、変更後の
１室ご利用人数に応じた旅行代金をいただきます。ご利用人数の変更により、
大人 1名様で1室利用となる場合は一旦ご予約を解除し、シングル利用で
の再予約となります。解除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待
ちとさせていただく場合があります。
■客室タイプの変更：お客様のご都合で客室タイプを変更された場合は、
変更後の客室の旅行代金との差額を精算させていただきます。
〈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。
■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
この旅行は記載の旅行会社（以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅
行契約」といいます）を締結することとなります。
■旅行のお申込み及び契約の成立
●旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入のうえ、申込金としてお一人様あ
たり下記金額を添えてお申込みください。申込金は、旅行代金又は、取消料もし
くは違約料の一部として充当します。募集型企画旅行契約は当社が契約の
締結を承諾し、申込金を受理した時に成立したものとします。
旅行代金（お一人様） 15万円未満 15万円以上～30万円未満 30万円以上

申込金 20,000円 30,000円 50,000円
●申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅行開始
日の2ヶ月前の月末までにお支払いいただきます。なお、ご予約いただいた時点で旅
行開始日まで2ヶ月を切る場合には、旅行代金の全額をお支払いいただきます。
●当社は、電話･郵便･ファクシミリ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12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
12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によります。
●最少催行人員：160名様
参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は、旅行を中止しま
す。この場合は、旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって13日目に当たる日
より前までに、お客様にその旨を通達いたします。

個人情報の取り扱いについて
（1）個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載され
た個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申込いただい
た旅行において当社をはじめ運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関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。

クルーズコンサルタント クルーズマスター
クルーズのゆたか倶楽部は日本で最初のクルーズの専門旅行会社です。クルーズの 

専門知識を持つスペシャリストとして認定されたクルーズコンサルタント及び 
クルーズマスターが在籍しており、お気軽にお問合せ、ご来店をお待ちしております。




