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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・PCR検査の検査機関については各日程表及び確定書面に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当
社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険手続き上必要な範囲内、並び
に旅行先の土産品店でのお買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきま
す。当社及び販売店では、将来よりよい旅行商品開発のためのマーケット分析およびアン
ケートのお願いや、当社または販売店の旅行商品のご案内及び特典サービスのご提供をお
客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、
旅行中に傷害があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先（以下連絡先）の方の
個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方
へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の
方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（2）個人データの第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関、関係官庁、保
険会社、土産品店等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電
話番号、パスポート番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個
人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいた
だく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おすすめ
いたします。ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。

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、コン
フォートステート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。※本パンフレットに表示されていない客室タイプ、1名・3名利用代金、子
供代金（2歳以上小学生以下／旅行開始日基準）等につきましては、別途お
問い合わせください。

■参加人数の変更：客室のご利用人数に変更があった場合は、変更後の１
室ご利用人数に応じた旅行代金をいただきます。ご利用人数の変更により、
大人1名様で1室利用となる場合は一旦ご予約を解除し、シングル利用での
再予約となります。解除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待ちと
させていただく場合があります。

■客室タイプの変更：お客様のご都合で客室タイプを変更された場合は、
変更後の客室の旅行代金との差額をいただきます。

■コース変更：取消料発生後にお申込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。

〈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。
■妊娠中の方は乗船いただくことが出来ませんので、判明した時点で無償
で解約とさせていただきます。
■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。

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

ドルフィンズクラブの
特典対象クルーズです。

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。

● すべてのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR検査（船会社指
定）を2回実施します。
●新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も本対応が適用となります。
● 今後の状況により、検査時期・検査方法の変更、または検査を取りやめる場合
があります。必ずお申込み時の最新情報をご確認ください。
※ その他の特別条件につきましても、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。

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・ご同室者を含め、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（「CPAP」
をご利用の方を含む）は事前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
※ただし、g）はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。
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（新型コロナウイルスワクチン接種後の同様の症状も含みます）。なお、新
型コロナウイルスのワクチン接種を予定されている方は、乗船日の2週間前まで
にお済ませください。
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
しくは感染が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） 船会社指定の事前PCR検査の結果が「高リスク」もしくは「再検査」と判定された
方、事前PCR検査を受検されなかった方。
 f） 乗船当日のPCR検査の結果が「高リスク」と判定された方、乗船当日のPCR検査
を受検されなかった方。
 g） マスクのご着用が困難な方（船内や観光地・施設内・車内では、マスクのご着用が
必須となります）。

 h）以下に該当する場合はお申込みいただけません。
・ 新型コロナウイルス感染症の症状が重症化しやすい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。
・透析を受けている方。
・妊娠中の方。
・2歳未満の乳幼児の方。
・2つ以上連続するクルーズ（下船日と次航の乗船日が同一日となるもの）。
※ａ）～g）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．【ご乗船当日の健康状況確認について】
⑴健康状況を確認させていただきます（検温・健康質問票の提出）。
⑵PCR検査を受検いただきます。

※  37.5℃以上の発熱があった場合、または左記⑴⑵の結果に応じて、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。交通費や宿泊費につきましては、高額と
なる場合があります。あらかじめご了承願います。
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】
2021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】
・乗船受付時・船内・観光地・施設内・車内ではマスクのご着用が必須となります。
・事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）の費用は、クルーズ代金に含ま
れます。
・感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（着地
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。
・「CPAP」をご利用の方で、心臓病、慢性呼吸器疾患をお持ちの方は、別途船会
社指定の健康アンケートをご提出ください。
・「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

〈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）。

〈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。

１. 旅行のお申込み
a. 所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込金としてお一人様
あたり下記金額を添えてお申込みください。募集型企画旅行契
約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時点で成
立するものといたします。
旅行代金（お一人様） 15万円未満 15万円以上～30万円未満 30万円以上

申込金 20,000円 30,000円 50,000円

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

２. 旅行代金のお支払い
申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て、旅行開始日の2ヶ月前の月末までにお支払いいただきます。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。

３. 旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶、鉄道、バス等の運賃。宿泊代金。
b.旅行日程に明示した食事、船内のイベント参加費（一部材料費
を除く）。
c.旅行日程に明示した観光・歌舞伎鑑賞の代金。

４.旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します。）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、旅行保険並びに携行品
保険。
b. アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追
加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。

d.出発地まで、および解散地からの交通費、その他個人的費用。
e.船室のクラス・人数変更による追加代金。
f. 燃油サーチャージは2021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。

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

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

21日前まで 無　料
20日前から8日前まで 旅行代金の  20％
7日前から2日前まで 旅行代金の  30％

旅行開始日の前日 旅行代金の  40％
旅行開始日の当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の  50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

６. 添乗員同行の有無
本パンフレットの中面に記載しております。

7.最少催行人員
本パンフレットの中面に記載しております。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。
8. その他
a. 運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合
は、旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって15日目に当たる
日より前までに、お客様にその旨を通達いたします。
b. 天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の関与
しえない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはか
るため、止むを得ない時は旅行を中止、または旅行の変更をする

ことがあります。
c. 旅行条件・旅行代金は、2021年10月1日を基準としております。
d.その他の事項については当社の旅行条件書及び旅行業約款
（募集型企画旅行契約の部）によります。

※写真とイラストはイメージです。

冬の味覚と
歌舞伎鑑賞

にっぽん丸

本旅行商品は、客船にっぽん丸の
「にっぽん丸花火と冬の味覚クルーズ～鳥羽～」
を利用した旅行商品です。

ご旅行代金（大人お一人様・消費税込み）
コンフォートステート 1室2名利用 

117,000円

2021年12月18日土～20日月  3日間

鳥羽発～名古屋着
復路新幹線付き

※本パンフレットの掲載写真は全て  
イメージです。

充実の船内施設でくつろぎのひと時をお過ごしください。

ドルフィンホールリドテラス グランドバス ホライズンバー

■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



にっぽん丸で冬の味覚とエンターテイメント。下船後は、日本伝統の歌舞伎鑑賞を。

全国の寄港地から海の幸を厳選。
冬の味覚を堪能する、特別なフルコース。

「にっぽん丸」の船旅で冬の味覚とエンターテイメントをゆったりと堪能した後は、歌舞伎座で日本の伝統芸能の粋をご鑑賞いただく特別な
プランをご用意しました。師走にふさわしい華やかな休日をお過ごしください。

乗船前、クルーズ中、
下船時には検温を実施します。

クルーズ中はお客様、乗組員の
安全を考慮しマスクを着用します。

消毒をする乗組員が、手すり
等の消毒を頻繁に実施します。

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安全・安心
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。

乗船前にPCR検査を実施、乗船中は
１日２回の検温を実施します。

すべてのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）を2回実施します。
（新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も、本対応が適用となります。）

3密とならないよう、時間や間隔に余
裕をもった受付。一部公室では人数
制限を実施する場合がございます。

お客様が調理用器具（トングやレード
ル）などを共用するビュッフェ、セルフ
サービスを休止します。

※上記は2021年10月1日現在の対応です。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。

安心してクルーズにご乗船いただくために
新型コロナウイルス感染症への取り組み検温の実施

消毒体制を
強化

ソーシャル
ディスタンスの確保

乗組員の
感染対策

マスクの着用

お食事の
提供方法を変更

にっぽん丸
冬の味覚と歌舞伎鑑賞

ご旅行代金（ 2名1室利用 大人お一人様・消費税込み）

にっぽん丸 ステートルーム   
コンフォートステート   117,000円

コンフォートステート
3F 14㎡（シャワー・トイレ付）/2F 14㎡（シャワー・トイレ付）

※他の客室タイプの利用代金、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お問合せください。

※コンフォートステートはプルマンベッド利用で3名様まで使用できます。
※当面の間、コンフォートステートの1室3名利用はご同居の方に限ります。
※新型コロナウイルス感染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あります。

にっぽん丸  冬の味覚と歌舞伎鑑賞
スケジュール ドレスコード：カジュアル 1 回

12月18日（土） 出港 15:45鳥　　羽
12月19日（日） 横　　浜 入港 15:30

※感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情により、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。
※鳥羽では通船（所要約15分）により乗船となります。
※12月18日の集合時間は10:00～12:00頃を予定しております（昼食付き）。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズの
　しおり）でご案内いたします。

□食事回数：朝２回、昼２回、夕２回　□募集定員：60名（最少催行人員：20名）
□クルーズの最少催行人員:160名
□添 乗 員：19日にっぽん丸下船～グランドプリンスホテル新高輪まで
　同行。船内ではスタッフがお世話します。※20日は同行いたしません
□そ の 他：20日、グランドプリンスホテル新高輪から
　品川駅までは各自ご移動いただきます（徒歩約6分）
□利用ホテル：グランドプリンスホテル新高輪（洋室、バス・トイレ付）
□利用バス会社：富士急行観光、フジエクスプレス、国際興業観光バス

※新幹線：普通車指定席利用（出発時間、座席のご希望は承れません）
※新幹線の詳しいスケジュールは「ご旅程表」でお知らせします。　
※お申込みが20名に満たなかった場合は、旅行の実施を中止しますが、
　旅行代金を増額して実施させていただく場合があります。　

12月20日（月）

大山 大輔 & 小川 里美
【 バリトン・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。

ENTERTAINER

通船

名古屋駅

　※実際のメニューと異なります。　イメージ

[デザート]

M e n u

[オードヴル]

西日本の港から   魚介と粉雪チーズのマリアージュ
冷製ほうじ茶のガレット添え

[魚料理]
北日本の港から　冬の魚介のグリエ
ハーブ香るアクアパッツァ風

[アミューズ]
青森港 大間まぐろと冬が旬の岩手港 鮑のタルタル 

セルクル仕立て 鮑肝ソース

[肉料理]

十勝彩美牛 フィレ肉のステーキ 冬野菜添え
下仁田ネギの赤ワインソース

冬の柑橘フルーツの温かいグラタン
ゆずのソルベ添え

※仕入の状況によりメニューが変更となる場合がございます。

坂東玉三郎 尾上松緑中村七之助 他

十二月大歌舞伎（第三部）を東京・銀座の歌舞伎座（一等席）で鑑賞。
坂東玉三郎、尾上松緑、中村七之助が登場します。

十二月大歌舞伎第三部鑑賞
下船後に

①義経千本桜 吉野山：源平合戦の勝者が追われる身
　となる物語。

②信濃路紅葉鬼揃：能の『紅葉狩』を歌舞伎化した
　舞踊劇。

演目

（・・・：徒歩、＝：バス、+：新幹線）

鳥羽鳥羽

横浜横浜
名古屋名古屋

品川品川

横浜港15：30着　16：00出発＝＝歌舞伎座（早めの夕食・歌舞伎鑑賞）＝＝
グランドプリンスホテル新高輪泊（21：30頃着）

ホテル発・・・品川駅10：00～10：30発＋＋＋新幹線（普通車指定席）＋＋＋名古屋駅（11：30～12：00着）

横浜港下船後 観光付


