




境港境港

金沢港金沢港

門司港門司港

クルーズの1日（一例）クルーズポイント
クルーズライフを楽しみながら楽々目的地へ

Nツアーがおすすめする

6：30～

7：30～

10：00～

おはよう体操・
モーニングコーヒー＆ティー

その日の気分で選べるご朝食
（和食＆洋食）

イベントを楽しむ

12：00～ 多彩なメニューのご昼食

14：30～ アフターヌーンティー

16：00～ 非日常空間で癒しを味わう

エンターテイナーによるショー

16：00～

21：15～

おやすみ前のお夜食22：30～

本格フレンチ、
会席料理などのご夕食

※スケジュールは一例です。クルーズによって内容は異なります。

清々しい朝は、スポー
ツデッキでおはよう体
操がおすすめ。にっぽ
ん丸オリジナルティー
で爽やかな一日のス
タートを。

寛ぎ、楽しみながら目的地に向かうことが出来るのがクルーズ旅行の醍醐味！
チャータークルーズだからこそ境港＆金沢の組み合わせが実現しました。

各地より往復送迎付き
門司港までは、往復とも各地（当社指定乗り場）より送迎をご用意致します。
門司港に直接集合のお客様は旅行代金より20,000円引き！

初めての方でも安心のクルーズライフをサポート！
Nツアー添乗員並びに船内スタッフが安心で快適な旅行を笑顔でサポート。船内ではツ
アーデスクの開設により、皆様のクルーズライフをお手伝いさせて頂きます。

「食のにっぽん丸」をご堪能下さい！
朝のモーニングコーヒーから始まり、午後のプールサイドテラスでは「食のにっぽん丸」なら
ではの軽食を味わう・・・お茶＆お食事の時間で、ごゆっくりとにっぽん丸のこだわりをご堪能
下さい。

にっぽん丸乗船証明書
乗船された方には、旅の思い出にNツアーオリジナル「にっぽん丸乗船証明書」をお渡しし
ます。

2階「瑞穂」は日替わりの和食膳と洋食。6階「春日」は
にっぽん丸式アメリカンブレックファスト。日替わりでフレ
ンチトースト又はパンケーキもご用意。玉子料理はお好
みの調理方法でどうぞ。

「瑞穂」では日替わりで和食（洋食）。「春日」では、洋食を
ご用意しています。（航海日に限ります。）

一流のエンターテイナー
が華麗なステージをお届
けします。

夕食では、日替わりで和食または洋食をご用意。

日替わりで麺類やご飯もの、カットフルーツなどをご用
意しています。

ご夕食の前にスパ＆
サロン（有料）でお
しゃれを楽しみませ
んか？

オアシススタジオではフィット
ネス、スポーツデッキでは
シャッフルボードなど、思い思
いのイベントにご参加下さい。

紅茶やコーヒー、ケーキなどをご
用意しています。
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境港・金沢4日間境港・金沢4日間
にっぽん丸で航くにっぽん丸で航く美食の船美食の船

■募集人員/400名　■最少催行人員/160名　■添乗員/同行して旅程管理業務を行います　■食事/朝食3回、昼食4回、夕食3回

門司港直接集合のお客様は旅行代金より20,000円引きになります。
※門司港には専用駐車場はございません。一般駐車場（有料）をご利用頂くか、公共交通機関でお越し下さい。詳細は「最終日程表」でご案内致します。門司港直接集合割引

子ども（2歳以上小学生以下）は大人2名1室代金の半額になります。
※2歳未満の乳幼児はご乗船いただけません。

※通常価格の旅行代金です。車椅子対応客室は車椅子のお客様優先ルームです。コンセプトルームは1～3名1室利用はお受け出来ません。

1～3名1室利用：旅行代金表（スーペリアステート）と同額／4名1室利用：165,000円

4名1室利用：335,000円／5名1室利用：270,000円／6名1室利用：旅行代金表（スーペリアステート）2名1室と同額

ファミリークルーズ割引

スーペリアアステートには定員4名のお部屋（車椅子対応客室）2室と定員6名のお部屋（コンセプトルーム）1室がございます。
車椅子対応客室 旅行代金（大人おひとり様）

コンセプトルーム旅行代金（大人おひとり様）

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

159,000
198,000
258,000
156,000
195,000
255,000

166,000
208,000
270,000
163,000
205,000
267,000

178,000
223,000
290,000
175,000
220,000
287,000

298,000
477,000

293,000
472,000

328,000
525,000

323,000
520,000

369,000

364,000

428,000
685,000

418,000
675,000

468,000
749,000

458,000
739,000

398,000
498,000
797,000
388,000
488,000
787,000

678,000
1,356,000

658,000
1,336,000

スタンダード
ステート

コンフォート
ステート

スーペリア
ステート

デラックス
ツイン

デラックス
ベランダ

デラックス
シングル

ジュニア
スイート

オーシャンビュー
スイート

ビスタ
スイート

グランド
スイート部屋タイプ

※3名1室ご利用の3名様目のお客様はソファーベッドご利用となります｡旅行代金（大人おひとり様・単位／円・消費税込み）※早割価格は、所定の旅行申込書及び申込金受領者に限ります。

通常価格

早割価格
2021年

9/30（木）までの
お申し込み

日  程 スケジュール ※変更になる場合がございます｡ ドレスコード

各地（午前又は午後）
門　司

境　港

10/30
（土）

1

10/31
（日）

2021年

2

金　沢

11/1
（月）

3

11/2
（火）4 門　司

各地（夕方又は夜）

各地より送迎バスにて門司港へ
門司港 15：00出港（予定）
出港時、デッキより出港風景をお楽しみ下さい。
境港に向けて出港です。
船内イベント・各種教室などでクルーズライフをお楽しみください｡
夕食は 洋食コース料理 をご用意いたします。 カジュアル（船中泊）

カジュアル（船中泊）

境港 08：00入港（予定）
各種オプショナルツアー（別料金）や船内でお楽しみ下さい。
境港 17：00出港（予定）
夕食は 和食会席料理 をご用意いたします。

金沢港 08：00入港（予定）
各種オプショナルツアー（別料金）や船内でお楽しみ下さい。
金沢 16：00出港（予定）
夕食は 洋食コース料理 をご用意いたします。

門司港 16：30入港（予定）
門司港到着後、送迎バスにて各地（弊社指定乗り場）へ。

カジュアル（船中泊）

時間の目安　朝／4：00～8：00　午前／8：00～12：00　午後／12：00～16：00　夕方／16：00～19：00　夜／19：00～23：00
※後日、改めて集合・解散地（及び時刻）をお知らせ致します。

昼 夜

朝 昼 夜

朝 昼 夜

記念日を飾るセレモニー
にっぽん丸では誕生日はもちろん金婚式や退職祝い、結婚記念日など数 の々お祝いのお手伝いを致します。

◎金婚式（50年）　　　◎ダイヤモンド婚（60年）
◎プラチナ婚（75年）　◎定年退職記念 記念日の前後6ヶ月以内のクルーズご乗船期間中が対象

◎お誕生日、結婚記念日（25年） クルーズ乗船期間中が対象

◎喜寿のお祝い
　（古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿）

お誕生日以降、3ヶ月以内に出港するクルーズが対象

記
念
日
対
象
内
容

イベント＆エンターテイメントショー
昼夜船内で繰り広げられる盛り沢山のイベント＆ショーで

特別なひとときをお過ごしください。

●プロフィール／1987年「恋人と呼ばせて」でデ
ビュー。1991年「会いたい」で全日本有線放送大賞受
賞。2000年には「21世紀に残したい泣ける名曲」とし
て1位に選ばれる。2003年「生きる力」をテーマにし
た「GIFT」が人間力大賞の厚生労働大臣奨励賞を受
賞。2016年に長岡花火大会で「空を見上げてごらん」
が「米百俵尺玉100連発花火」とコラボレーション。
「ココロとカラダに優しい歌薬」をテーマにした」「歌
セラピーコンサート」また、辛島美登里、中西保志、杉
山清貴らとのカップリングで40～50代をターゲット
に「AROUND 40 MEMORY CONCERT」が大好評の
中、全国的に展開中。

フィリピンでの厳しいオーディションを勝ち抜
いた先鋭たちで結成。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が、陽気で楽
しい音楽をお届けします。

名産品やにっぽん
丸のオリジナルグッ
ズなどが当たる白
熱のビンゴゲーム！

沢田知可子コンサート

にっぽん丸ハウスバンド
アスール★プラ★プティ☆コンサートビンゴ大会

※イベント内容・出演者は変更になる場合がございます。

※呼吸器疾患用医療器（酸素ボンベ・酸素濃縮器など）をご利用の方はご乗船いただけません。

朝 昼

事前PCR検査つきで安心・安全な船旅を事前PCR検査つきで安心・安全な船旅を（出発前に検査キットを郵送します）
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境港　　　　◎堀川遊覧船　　　　◎国宝松江城（天守閣）　　　
　　　◎由志園（昼食）　　　　○水木しげるロード　　　　境港

国宝松江城と牡丹の里 由志園1

※オプショナルツアーのお申込は、お1人様につき1ツアーまでとさせていただきます。
※全てのコースについては、予定であり、見学先・昼食場所・発着時間が変更になる場合がございます。　
［利用予定バス会社］　一畑バス　※弊社「貸切バス事業者リスト」をご覧ください。（当社ウェブサイトhttp://ntour.jp/covenant/bus）
※こども代金は、2歳以上小学生以下のお子様が対象となります。　※運行貸切バス業者名は、最終確定書面にてご案内いたします。
※全コース　添乗員が同行し旅程業務を行います。
●マークの見方 ◎=入場観光  ○=下車観光  ●=車窓観光

■料金（お一人様）／
　おとな 15,0００円
　こども 10,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約7時間
■食事／昼1回

境港　　　◎国宝松江城　　◎堀川遊覧船・地ビール館（昼食）　
　　　　　　　　　　○八重垣神社　　　　　　　　　　 境港

国宝松江城・堀川めぐりと縁結びスポット八重垣神社2
■料金（お一人様）／
　おとな 14,0００円
　こども    9,8００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間30分
■食事／昼1回

境港　　　　　　　◎松江（堀川遊覧船）　
　　　　　　  境港さかなセンター（お買い物）　　　　　　境港

松江市内半日コース【午前・午後発】3
■料金（お一人様）／
　おとな 6,5００円
　こども 5,0００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約3時間
■食事／なし

境港　　　　　○出雲大社（参拝・神門通り散策・昼食）
　　　　　　　　　○島根ワイナリー　　　　　　　　　  境港

出雲大社参拝と島根ワイナリー4
■料金（お一人様）／
　おとな 14,0００円
　こども    9,8００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約7時間30分
■食事／昼1回

境港　　　　　◎足立美術館　　　　◎由志園（昼食）　
　　　　　　　　○水木しげるロード　　　　　　　　　　境港

庭園日本一の足立美術館と牡丹の里 由志園5
■料金（お一人様）／
　おとな 16,0００円
　こども 11,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約7時間
■食事／昼1回

鳥取砂丘と砂の美術館6
■料金（お一人様）／
　おとな 16,0００円
　こども 11,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約7時間
■食事／昼1回

境港　　　　　◎砂の美術館・○鳥取砂丘（昼食・散策）　
　　　　　　　　大漁市場なかうら（お買物）　　　　　　  境港

オプショナルツアー

各寄港地で実施する
別代金の観光ツアーです。OPTIONAL TOUR

金沢港　　　　　○長町武家屋敷　　　　　◎兼六園
　　　（加賀料理のご昼食）　　　○ひがし茶屋街　　 　 金沢港

金沢市内1日コース1

※オプショナルツアーのお申込は、お1人様につき1ツアーまでとさせていただきます。
※全てのコースについては、予定であり、見学先・昼食場所・発着時間が変更になる場合がございます。　
［利用予定バス会社］　北日本自動車　※弊社「貸切バス事業者リスト」をご覧ください。（当社ウェブサイトhttp://ntour.jp/covenant/bus）
※こども代金は、2歳以上小学生以下のお子様が対象となります。　※運行貸切バス業者名は、最終確定書面にてご案内いたします。
※全コース　添乗員が同行し旅程業務を行います。

■料金（お一人様）／
　おとな 13,5００円
　こども   9,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間
■食事／昼1回

金沢港　　　　　　　　　○長町武家屋敷
　　　　　　　　　　◎兼六園　　　　　　　 　　　　金沢港

金沢市内半日コース【午前発のみ】2
■料金（お一人様）／
　おとな 7,0００円
　こども 5,0００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約3時間30分
■食事／なし

金沢港　　　　　　●千里浜なぎさドライブウェイ　
　千里浜レストハウス（お買物）　　◎加賀屋（昼食+入浴休憩） 　   金沢港

ゆったり和倉温泉 ※名旅館「加賀屋」での昼食＆休憩3
■料金（お一人様）／
　おとな 21,5００円
　こども 15,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間
■食事／昼1回

金沢港　　  木彫りの里井波（◎瑞龍寺・◎井波彫刻総合会館）　
　　　　　　　　　○白川郷（昼食）　　 　　　　　　　金沢港

世界遺産白川郷と木彫りの里 井波4
■料金（お一人様）／
　おとな 16,0００円
　こども 11,5００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間
■食事／昼1回

金沢港　　　　　◎国宝瑞龍寺　　　　○高岡大仏
　　　　　　　　○ひみ番屋街（昼食） 　　　　　　　　金沢港

国宝瑞龍寺・日本三大仏高岡大仏とひみ番屋街5
■料金（お一人様）／
　おとな 14,5００円
　こども 11,0００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間
■食事／昼1回

禅の郷 永平寺と東尋坊6
■料金（お一人様）／
　おとな 17,0００円
　こども 12,0００円
■募集人員／30名
■最少催行人員／15名　
■所要時間／約6時間
■食事／昼1回

金沢港　　　　　　　　　　◎永平寺
　　　　　　　　　○東尋坊（昼食）　　　　　　　　　 金沢港

オプショナルツアー
OPTIONAL TOUR 各寄港地で実施する

別代金の観光ツアーです。

由志園／イメージ由志園／イメージ 昼食／イメージ昼食／イメージ 昼食／イメージ昼食／イメージ 八重垣神社／イメージ八重垣神社／イメージ

出雲大社／イメージ出雲大社／イメージ 島根ワイナリー／イメージ島根ワイナリー／イメージ

砂の美術館／イメージ砂の美術館／イメージ 昼食／イメージ昼食／イメージ足立美術館／イメージ足立美術館／イメージ 由志園／イメージ由志園／イメージ

松江／イメージ松江／イメージ 堀川めぐり／イメージ堀川めぐり／イメージ

昼食／イメージ昼食／イメージ永平寺／イメージ永平寺／イメージ

白川郷／イメージ白川郷／イメージ井波／イメージ井波／イメージ千里浜なぎさドライブウェイ／イメージ千里浜なぎさドライブウェイ／イメージ 昼食／イメージ昼食／イメージ

国宝瑞龍寺／イメージ国宝瑞龍寺／イメージ 昼食／イメージ昼食／イメージ

兼六園／イメージ兼六園／イメージ長町武家屋敷／イメージ長町武家屋敷／イメージ昼食／イメージ昼食／イメージ兼六園／イメージ兼六園／イメージ

14：45～15：15 12：30～13：00

9：009：00

9：30 9：00

9：20

15：30～15：45 15：15～15：45

15：00～15：30 15：15～15：45

9：00

●マークの見方 ◎=入場観光  ○=下車観光  ●=車窓観光

9：00

16：00～16：20 15：40～16：00

16：30～16：45

16：00～16：30

9：00

9：009：00／13：00

9：00

12：00～12：30／16：00～16：30

16：00～16：30

9：00

縁結びの「出雲大社」や
日本一の規模を誇る「鳥取砂丘」など
神々のふるさと山陰を旅します。

縁結びの「出雲大社」や
日本一の規模を誇る「鳥取砂丘」など
神々のふるさと山陰を旅します。境港境港 日本三名園の一つ兼六園

江戸時代の武家屋敷が残る
和を感じさせる風情が溢れてます。

日本三名園の一つ兼六園
江戸時代の武家屋敷が残る

和を感じさせる風情が溢れてます。金沢金沢
◆観光時間は通常より長め（弊社基準）のお時間をお取りするゆとり
の行程。
◆換気機能完備の観光バスを利用、車内換気に配慮します。
　更に1時間～1時間半おきに休憩時間を確保し、十分な空気の
　入れ換えを行います。
※換気機能が付いたバスがない島しょ部や中小型車両及び送迎バス、路線バス利用の場合
を除きます。
◆お食事会場では、グループ様毎のお座席間隔を十分に確保いたし
ます。

※バス車内でのお弁当などの提供も控えております。

バス座席は1列3名様までの利用で、ご夫婦などのグループ内では相席となります。他のグループの方との相席はございません。

ツアーへのご参加はバス1台につき最大30名様限定。

◆立ち寄り施設は、弊社にて感染防止対策状況等を十分に確認の上
選定しております。

※尚、ご参加のお客様へはツアー中のマスク着用、健康チェックシートのご提出などのご協力
をお願いしております。詳しくは各ツアー毎のご旅行条件をご確認ください。

添乗員添乗員
出入口出入口

前 後

最大10席

最大20席




