
スイートルーム

デラックスルーム

受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

4491275運航会社 : 商船三井客船株式会社

観光庁長官登録旅行業第64号　
一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11

　〒140-8602

旅行条件（要約） （お申し込みいただく前に、この頁と各コースのご案内とご注意を必ずお読みください。） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、
事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

お申し込み時の注意事項とご案内

●募集型企画旅行契約
この旅行は、 ㈱JTB（以下「当社」といいます。(東京都品川区
東品川2-3-11観光庁長官登録 旅行業第64号。）が企画・実

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添

えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの
際差し引かせていただきます。

（２） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの
場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日
以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した
ときに成立するものとします。

（４）お申込金は、おひとりの旅行代金の20％以上といたします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあた
る日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日
までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社
のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場
合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の

船内における全食事を含む。ルームサービスは別料金）
（2） 旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金・バス

料金〔注〕上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用さ
れなくても払い戻しはいたしません。

●旅行代金に含まれないもの
（前項の他は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します）
（1） 超過手荷物料金 
（規定の重量、容積、個数を超える分について）

（2） 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

●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行
サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅
行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速
やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービ
ス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」とい
う）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを
受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件にお申込みを受
けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託
旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱
できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

（１） 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承
諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾通知を利用する場
合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時
には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現
地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、または、お
申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合
は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について

●旅行条件・旅行代金の基準

●旅程保証

この旅行条件は2021年11月10日を基準としています。また、
旅行代金は2021年11月10日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しています。

旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害については、一定の範囲で補償
させていただきますが、傷害・疾病治療・疾病死亡等については補償いたしません。安心してご旅行をしていただくために
お客様ご自身および携行品等に必ず保険をかけられますようお勧めします。

〈本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。〉

● 旅行代金：旅行代金は1室のご利用人員に応じてのおとな

● ルームリクエスト：ルームリクエストがある場合は、原則乗船
券（出発の10～14日前に発送予定）をもって回答といたしま
す。ご希望にそ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。「眺めの良い」などのリクエストは承れません。

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
ていただく場合がございます。

● お申し込み条件：妊娠中の方及び生後2歳未満のお子様、

● 慢性疾患のある方、健康を害しておられる方は同伴者の同行

ます。また健康を害している（既往症がある）場合は、乳幼児
用診断書のご提出もお願いいたします。

● 当コースはチャータークルーズのため、商船三井客船㈱およ
び船会社指定の割引券等はご利用できません。
● その他：記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・
航路・イベント内容は諸事情により変更になる場合がございます。

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
ことになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称
する確定書面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。

当社及び販売店は、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、お客様がお申込みいただいた旅行において
運送・宿泊機関等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で利用させていた
だきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と
提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行
参加後のご意見やご感想のご提供のお願い ③アンケートのお
願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成 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。

（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務
を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約
成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除
依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカー
ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を
差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内を
カード利用日として払い戻します。）

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでの
お支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定
の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別
途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをい
ただいた場合はこの限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかる
ことがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを
担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入さ
れることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販
売員にお問い合わせください。

総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく記載の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 請求コード

（3） 傷害、疾患に関する治療費、渡航手続き費用（旅券用印紙
代、査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料及び渡航手
続取扱料金）

（4）ご自宅と発着港間の交通費・宿泊費
（5）希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、
次の金額を取消料として申し受けます。貸切船舶（チャーター
船）を利用しているため、貸切船舶を利用しない場合のお取消
料とは異なりますのでご注意ください。

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

30日前から21日前まで 旅行代金の20％

60日前から31日前まで 旅行代金の10％

20日前から3日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前々日、前日、当日 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

●お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、11,000円の手数料をお支払
いいただくことにより別のお客様に交替することができます。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または
過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補
償規程に基づき、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、その身体、生命または手荷物上
に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、
補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円　
・入院見舞金：２～２０万円　
・通院見舞金：１～５万円　
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円

）。すましと度限を円万０１りたあ個１品象対償補、しだた（ 

JTBのクルーズ商品を掲載！！
https://www.jtb.co.jp/cruise/JTBクルーズ

こちらでも
アクセス可能です

を条件とさせていただくか、当社の判断で参加をお断りする場
合がございます。

が乗船する場合は保護者の承諾書のご提出をお願いいたし
● 未就学乳幼児のご乗船：2歳以上6歳までの乳幼児の方

● お子様向けメニュー：ご夕食に限り2歳から小学校低学年
までのお子様を対象に洋食の場合のみお子様ランチ風メ

にお申し込みの旅行会社へご連絡ください。
ニューをご用意します。ご希望の場合は、ご乗船の7日前まで

● 参加人数の変更：1室ご利用人数の変更があった場合には、
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おとな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

客室タイプのご案内 居住性を追求したやすらぎの空間。選べる多彩なキャビンタイプをご用意。

5

スイートルーム デラックスルーム 全室バスタブ付全室ブローバス付

全室シャワー付
〈2室/79㎡〉
グランドスイート（6階）

バルコニー付
〈14室/24㎡〉
デラックスベランダ（5階）

バルコニー付 〈2室/角窓/19㎡〉
デラックスツイン（5階）

〈6室/丸窓/13㎡〉
デラックスシングル（5階）

ステートルーム

〈角窓〉
4階/42室 14㎡
4階/2室（車椅子対応）27㎡（バス・トイレ付）
4階/1室42㎡（コンセプトルーム/バス・トイレ付）
2階/8室 16～18㎡

〈バス・トイレ付/1室/42㎡〉

スーペリアステート（2・4階）
〈角窓/14㎡〉
3階/80室・2階/17室

コンフォートステート（2・3階）
〈丸窓/14㎡〉
18室

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

スタンダードステート（1階）
〈2室/33㎡〉
オーシャンビュースイート（5階）

6階/4室 37㎡～46㎡
5階/2室 42㎡

ビスタスイート（5・6階）
バルコニー付

3名1室利用OK

3名1室利用OK

3名1室利用OK

〈3室/31㎡〉
ジュニアスイート（6階）

バルコニー付

※写真はすべてイメージです。　※船体構造により一部のお部屋では眺望が遮られる場合があります。　※客室面積にはバルコニーを含みます。

●テレビ／一部の海域を除き、日本のＮＨＫ放送等を放映します。●電源（電圧）／客室内のコンセントは100ボルト・60Hzです。日
本国内で使用できる電気製品はご利用いただけます（熱源となるもののご利用は火災の危険がありますのでご遠慮ください）。
●ランドリーサービス／3泊以上のクルーズではランドリーサービスを承ります（別料金。但し、スイート以上は無料）。また船内にはご
自由にご利用いただけるセルフランドリーもございます。※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通の
サービス
（一例）

■旅行代金（お1人様／おとな）
■旅行期間：2022年3月20日（日）～24日（木） 5日間

1名1室利用2名1室利用

コンフォートステート

キャビン（客室タイプ）

275,000円 357,500円
スーペリアステート 291,000円 378,300円
デラックスツイン 448,000円 716,800円
デラックスベランダ 488,000円 780,800円
デラックスシングル

スタンダードステート 265,000円 344,500円

ー　　　　　 556,000円
ジュニアスイート 596,000円 953,600円
オーシャンビュースイート 604,000円 966,400円
ビスタスイート 698,000円 1,116,800円
グランドスイート 984,000円 1,968,000円

ステートルーム

ワクチンを所定回数接種完了で

クルーの中でも経験豊富な人材がスイートルーム
専任バトラーとしてサービスを提供。

「にっぽん丸バトラー」のおもてなし

（イメージ）

スイートルーム限定

船内全食事付。朝・昼・夜はもちろん、おやつに夜食も！
毎日船上で手作りしている焼き立てパン。朝は和食
派の方には、和食のセットメニューもご用意。

きめ細やかなおもてなしと美食へのこだわり
数あるクルーズ客船のなかでにっぽん丸は「美味なる船」と称されています。
手間を惜しまず、盛り付けにもこだわった多彩な料理をお楽しみください。

２つのダイニング
夕食会場はご利用の客室タイ
プによって分かれています。
朝食・昼食・夜食は営業中のお
好きな時間にご利用いただけ
ます。

オーシャンダイニング メインダイニング

「春日」
スイート・デラックスの
ご夕食会場は 「瑞穂」

ステートの
ご夕食会場は

たくさんのおいしいをお届けするにっぽん丸。
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。にっ
ぽん丸の食の要、キッチンをバーチャルで見
る・知るギャレーツアー、リドグリルでは、南米航
路、南米を意識して作りこんだにっぽん丸特
製「プルドポークサンド」などをご提供します。

にっぽん丸 SHOWCASE

（イメージ）

パン（イメージ）
料理（イメージ）

プランコード 1GE6350-0

3種

呼吸器疾患用医療器具ご利用の方はご乗船できません。15
歳未満の方は保護者の同伴が条件となります。電動車椅子
ご利用のお客様は船内ではご利用いただけません。医療器具
（注射器等）を持ち込む場合はその旨をお申し出ください。

●1室3名利用代金：3人目の旅行代金は2名1室利用時の
旅行代金に下表の割合を乗じた金額となります。

1名あたりの金額です。旅行代金には日程表記載の船舶運
賃、お食事、船内イベントの参加費、船内宿泊代が含まれま
す。ただし、出発地まで及び解散地からの交通費、その他個人
的諸費用、各寄港地でのオプショナルツアーなどは含まれてお
りません。

JTBチャータークルーズ 神戸港発着

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。
※「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。

喫煙場所について

光にあふれたプールサイドがリゾート感たっぷり。日替
わりの軽食メニューやお飲み物をご用意しています。

リドテラス

にっぽん丸の主な施設

浴槽から大海原を一望できる展望大浴場でゆった
りとお過ごしください。

グランドバス
2層吹き抜けのホールでにっぽん丸自慢のエンター
テインメントショーをお楽しみください。

ドルフィンホール
リニューアルし、「ホライズンラウンジ」と一体化して寛
ぎの空間。

ホライズンバー

寿司バー「潮彩」 スパ＆サロン マーメイドシアターブティック「アンカー」

お1人様一律
（JTBチャータークルーズオリジナル）

割引！

安心・安全の添乗員同行
※事前PCR検査代金も旅行代金
　に含まれます。

2022 春

JTBふるさと納税旅行クーポンを使えば
JTBクルーズでのご旅行が自己負担2,000円から行ける！

10,000円

詳しくは
コチラ▶

※ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます（一定の上限はあります）

販売店の方へ ●予約操作／新国内システム「現地オプション・日帰りエスコート」にて予約。　●販売マニュアルはニュースID：503923をご参照ください。

グループで楽しめるコンセプトルーム（4階）

※（注）客室タイプはスーペリアステートです。最大6名様までご利用いただけます。
5～6名様でご利用いただく際のお1人様の旅行代金は、スーペリアステート2名1
室の旅行代金です。本クルーズでは6名様でのご利用が優先となります。

表紙：白水雲水峡©K.P.V.B、にっぽん丸（撮影：中村風詩人）
P.3：白谷雲水峡©K.P.V.B、千尋の滝©K.P.V.B、ヤクスギランド©K.P.V.B、大川の滝©K.P.V.B、P.4：西部林道©K.P.V.B ※写真はすべてイメージです。

共通のご案内 ※旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。※1名1室・3名1室でご利用いただける客室には限りがございます。3名1室利用時の代金は
裏面をご覧ください。※こども（2歳以上小学生以下/旅行開始日基準）は、おとな（2名1室利用）代金から1万円を引いた金額となります。※このクルーズはチャー
タークルーズのため、ドルフィンズクラブポイント・株主優待券のご利用はできません。また、ドルフィンズクラブの入会、特典ポイント加算は対象外となります。

神戸市、屋久島町、山口県
対象自治体

ステートタイプ 60％ ビスタスイート 80％

神戸港

屋久島

周防大島

にっぽん丸で航く
メインエントランス

メインダイニング「瑞穂」

eカフェ＆ライブラリー

ドルフィンホール

グランドバス

オーシャンダイニング「春日」

寿司バー「潮彩」

スポーツバー
ラウンジ「海」

ミッドシップバー

プール

オアシススタジオ

オアシスジム

リドテラスジュニアスイート
ビスタスイート

ホライズンバー

ホライズンラウンジ

オーシャンビュースイート

コンセプトルーム
（スーペリアステート）

ビスタスイート
コンフォートステート

デラックスベランダ

スタンダードステート

スパ＆サロン

クルーズサロン
カードルーム

〈船内イメージ〉

◆船籍／日本　◆全長／166.6m 
◆総トン数／22,472トン 
◆全幅／24m 　◆喫水／6.6m
◆船客定員／532名（最大） 
◆客室数／203室

にっぽん丸主要目
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2022年3月20日（日）～24日（木）2022年3月20日（日）～24日（木）4泊5日旅行期間旅行期間

風光る 春の島めぐり
屋久島・周防大島クルーズふるさと納税でお得に旅行を楽しもう！

JTBふるさと納税
 旅行クーポン
 がご利用いただけます

旅先応援！お得に旅する！



神戸港

屋久島

周防大島

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
　屋久島環境文化村センターの特別開館等を予定しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★船内生活オリエンテーションを予定しております。
★にっぽん丸SHOWCASEをお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★乗船受付は最終日程表にてお時間をご確認ください。
★

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★

★碧彩季航瀬戸内ディナーをご用意。　　　　　　　　　

生命力溢れる世界自然遺産・屋久島。瀬戸内海の風情を感じる周防大島。
2020年2月以降、JTBチャータークルーズ復活第一弾です。

2 3 4

碧彩スペシャルエンターテイナー寄港地での観光はお任せ
ください！

碧彩季航（あおいろきこう）は、碧い水面を舞台に、色彩豊かなそれぞれの季節を愉しむ、JTBオリジナルのチャータークルーズ（航海）です。

特別船内イベントも
充実です！

JTBチャータークルーズ ならではのこだわり

各地の名所・旧跡を訪れたり、学びの要素をはじめ新
施設や話題の体験を取り入れ、その季節の旬を五感
で体感するJTBならではの旅をご用意します。また、船
内ではJTBデスクを設置しますので、お気軽にご利用
ください。

経験豊富なJTBの添乗員が乗船！
数々のチャータークルーズを実施してきた経験豊富なJTBスタッフが、船内はもとより寄港地でも、
皆様の充実したクルーズライフをお手伝いさせていただきます。

碧彩季航では、スペシャルゲストによる多彩な船内イベントも開催！
洋上での夜を彩る華やかなエンターテインメントをお楽しみください。

瀬戸内海の地元食材にこだ
わった「特別ディナー」をご用意
いたします。

瀬戸内のハワイにちなんでアロハカジュアルを設定しました。
ワンポイントのアクセサリーやアロハシャツなどでおしゃれをして楽しみましょう。

碧彩季航
 瀬戸内ディナー

船内ドレスコードで寄港地気分を満喫

■出発日：2022年3月20日（日）神戸港発着

《船中泊》 カジュアル

1

2

5

神戸

※旅行代金についてはP.5をご覧ください。

17：00出港

16：00入港
※にっぽん丸デッキでの屋外ライブ予定です。荒天時は室内となります。

14：00入港

3/20
（日）

3/21
（月・祝）

3/24
（木）

神戸

屋久島

★風光明媚な瀬戸内海を航行します。
★下船後、解散。

スケジュール日 次 ドレスコード

3
18：00出港

3/22
（火）

屋久島

夕

■最少催行人員：160名
■添乗員：神戸港から神戸港まで同行いたします
■食事条件：朝食4回・昼食4回・夕食4回
（注１）左記スケジュールは、感染症の拡大防止、海象・気象、その他
事情（寄港地の受け入れ状況等）により変更される場合があります。
※4日目の周防大島では通船による上陸の予定です。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。※寄港地観光ツアー参加時
には船内での昼食はお取りできない場合があります。※写真・航
路図はすべてイメージとなります。

● 屋久島お買い物ナイトシャトル
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

4 10：30入港 17：00出港
〈 通船による上陸 〉

3/23
（水）

周防大島

朝 昼《船中泊》 アロハカジュアル夕

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

朝 昼

石垣優 スペシャルライブ「Moonlight」

相知明日香&石垣優 
スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～

〈ご注意〉※観光の内容・条件等詳細、お申し込み方法につ
きましては別途2021年12月頃にご案内します。※車椅子を
ご利用のお客様及び歩行が困難なお客様は、寄港地観光
ツアーにご参加いただけない場合がございますので、予めお
問い合わせください。

寄港地で旅がもっと楽しくなる、寄港地観
光ツアーがあります。詳しくは係員にお問
い合わせください。

※写真はすべてイメージです。

神戸～屋久島～周防大島～神戸 5日間

SDGｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。
碧彩季航では水道いらずの手洗いスタンド「WOSH」を導入予定！
乗船前などに水洗い可能です。スマートフォンも除菌できます。
環境に意識した対策に取り組んでいます。

エスディージーズ

　JTBチャータークルーズオリジナルのワクチン接種推奨ツアー！
新型コロナウイルスワクチンを所定回数接種済の方はお1人様あたりご旅行代金が1万円割引！

11
　安心・安全に寄港地を満喫！
現地では訪問先を厳選した寄港地観光ツアーをご用意。
感染対策を施し、ご乗船人数を制限したバスツアーでより安心安全に
お楽しみいただけます。感染症対策に万全を期すため、寄港地での外出は
寄港地観光ツアーに限らせていただきます。（2021年11月現在）
今後の社会環境の変化により変更する場合がございます。

55

　SDGsを意識した碧彩季航ならではの感染症対策を実施！
77

　ふるさと納税でお得旅！
このクルーズでは、神戸市・屋久島町・山口県の
JTBふるさと納税旅行クーポンがご利用いただけます。
旅行代金がお得に！詳しくは裏面、または「ふるぽ」で検索ください。

66
　海を旅するクルーズは移動がらくらく！
空路、陸路では訪れにくい各地を海から訪れることで4泊5日の充実した日程となりました。
最終日の瀬戸内海航行はクルーズならではの光景が広がります。

22

　屋久島停泊にて現地観光が充実！
停泊することで現地での滞在時間が増え、早朝に出発する必要がある縄文杉登山コースな
ど観光バリエーションが充実しました。また、地元の皆様のご協力により屋久島環境文化村セ
ンターの特別開館等も予定しております。

33

　周防大島ではお買い物も充実！
地元の皆様のご協力により一部定休日の
施設をクルーズの寄港に合わせて
特別営業予定！道の駅サザンセトとうわでは、
お買い物をお楽しみください。

44

穏やかな春の日差しを浴びながら自然を感じる
日本の豊かな島を海から訪ねる島めぐり

※ワクチン接種証明書をお申し込み時に確認させていただきます。※こども（2歳以上小学生以下)は本割引は対象外と
なります。

寄港地観光ツアー
（下記は一例・予定です／別料金）

〈マークの見方〉  　 朝食　　 昼食　　 夕食　　 食事なし朝 昼 夕

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

東京藝術大学を卒業。2019年に初のミニ・
アルバム『Daydream』をリリース。2020年に
は松田聖子デビュー40周年アルバムにヴァイ
オリンで参加し、2021年にはJTBクルーズア
ンバサダーとしてタイアップ楽曲「OCEANS 
OF LOVE」、民間放送教育協会「日本のチカ
ラ」のEDテーマ曲「Kaze」をリリース。

碧彩ヴァイオリンコンサート
相知 明日香 
SPECIAL MAIN SHOW
～ OCEANS OF LOVE ～

石垣優スペシャルライブ
「Moonlight」

相知明日香

碧彩季航瀬戸内ディナー（イメージ）

ツアーおすすめ7つのポイント！

2日目3/21（月・祝）

● 縄文杉登山
● 白谷雲水峡トレッキング
● 屋久島ぐるっと一周
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

3日目3/22（火）

● 周防大島お買い物シャトル
● 周防大島半日観光
● 白壁のまち柳井と金魚ちょうちん

4日目3/23（水）

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。
「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

　.【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。
　.【ご乗船前の健康状況確認について】
（1）検温を実施します。
（2）「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。

（3）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。
　.【サービス内容の一部変更について】
　2021年11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。

　.【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。
・PCR検査費用はクルーズにご参加の場合はJTBで負担します。
・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
（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。その場合のクルーズ以外の交通費、宿泊費、
宅配便等または、それに関わる取消料などの諸費用はお客様のご負担と
なります。

・「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。

1 2

3

4●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（JTB
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。

沖縄県石垣島出身の女性ユニット
「やなわらばー」を結成。ドラマ主題
歌やCMソングに抜擢され、チャート
上位にランクインするなど話題を呼
ぶ。2020年末にやなわらばーを解
散し、2021年よりソロ活動をスター
ト。聴く人の心に響く、唯一無二の
歌声は自然と涙を誘う。

石垣優

石垣 優（元やなわらばー）相知 明日香

相知明日香&石垣優 スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～スペシャルコラボ企画

道の駅サザンセトとうわ▶

相知明日香 
碧彩ヴァイオリンコンサート「OCEANS OF LOVE」

ウィルソン株
洞窟ほどに大きな切り株。中から上を仰
ぐと、ハートに見えるポイントがあります。

縄文杉
確認されている屋久杉の中でも最大級の老大木。その
樹齢は2,000年あまりから7,200年まで諸説あり。その
表面の激しい凹凸には、屋久島の厳しい自然を生き抜
いてきた証が刻まれているようで、見る者を圧倒します。

白谷雲水峡
人と森林のふれあいの場としてレクリエー
ションの森に指定された屋久島自然休養
林であり、体力に自信がない方でも気軽に
樹齢1,000年を超える屋久杉をはじめ、屋
久島の原生的な森を観賞できるスポットと
して人気があります。

片添ヶ浜
通船上陸予定地

山口県で最も早い海開きを迎える
美しい海水浴場です。

屋久島環境文化村センター
屋久島の自然と歴史について学べる施設。巨大スク
リーンに映し出される圧巻の映像が楽しめます。

野生の動物たち

屋久島の名産品

道中では屋久島でしか出会えない動物
たちに出会えることも。近づいたりせず、
静かに眺めましょう。

千尋の滝
せんぴろ

まるで千人が手を結んだくらいの大きさということで「千尋の
滝」と名づけられました。屋久島を代表する滝の一つです。

ヤクスギランド
標高1000m前後の比較的平坦なエリアで、
森林浴が楽しめます。

島内一を誇る高さ88mの断崖から、豪快な水しぶきを
あげて滑り落ちる様はダイナミックです。

なぎさ水族館
ユニークな展示と「タッチングプール」が名物。近
海は世界最大級のニホンアワサンゴ群生地です。

陸奥記念公園
周防大島町の名誉町民であり、日本を代表する作詞家 
星野哲郎氏の作品・資料等を展示している記念館です。

星野哲郎記念館
戦艦陸奥の引き上げられた船体の一部があり、
平和を考えるひと時を過ごせる場所です。

西部林道
海岸部から山頂まで人の手が加わっていない森林が続き、道
路沿いはほとんどが照葉樹林で「緑のトンネル」と呼ばれてい
るところも。高確率で野生動物に出会えます。

日本ハワイ
　移民資料館

明治時代、多くの日本人が
ハワイへ渡り、現在まで続く
ハワイとの絆の深さを知る
ことができます。

ホテルサンシャインサザンセト
目の前はビーチ！ 片添ヶ浜を臨むリゾートホテルです。

大川の滝
おおこ

柳井市 白壁の町並み
国の重要伝統的建造物群保存地区で、
金魚のちょうちんが並ぶ風情ある町並みです。

足を
延ばして

屋久島

周防大島

洋上のアルプス

太古が息づく森で、思いっきり深呼吸

白谷雲水峡

縄文杉
悠久の時を生きた巨木

瀬戸内のハワイ

1993（平成5）年に
世界自然遺産に登録された

水と緑の島

面積504.89㎢（日本で7番目に大きな島 ※本
州北海道四国九州を除く）周囲約130kmで円
形に近いかたち。森林が90％を占め、九州最高
峰の宮之浦岳（1,936m）を含む、西部林道周
辺などが1993年に日本最初の世界遺産に登
録。「ひと月に35日雨が降る」といわれるほど雨が
多い。特産品はぽんかん、たんかん、トビウオなど。

屋久島（やくしま） 概 要

面積138.09㎢（瀬戸内海で3番目に大き
な島）周囲約100kmで金魚のかたちに例
えられる。明治期の官約移民にて約3,900
名がハワイに渡った歴史などから、カウアイ
島と姉妹島縁組を締結。島の愛称は「瀬
戸内のハワイ」。1976年に本州との間に
ある大畠瀬戸を渡る大島大橋が完成。
特産品はみかんなど。

周防大島（すおうおおしま）　
別名屋代島（やしろしま）

概 要



神戸港

屋久島

周防大島

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
　屋久島環境文化村センターの特別開館等を予定しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★船内生活オリエンテーションを予定しております。
★にっぽん丸SHOWCASEをお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★乗船受付は最終日程表にてお時間をご確認ください。
★

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★

★碧彩季航瀬戸内ディナーをご用意。　　　　　　　　　

生命力溢れる世界自然遺産・屋久島。瀬戸内海の風情を感じる周防大島。
2020年2月以降、JTBチャータークルーズ復活第一弾です。

2 3 4

碧彩スペシャルエンターテイナー寄港地での観光はお任せ
ください！

碧彩季航（あおいろきこう）は、碧い水面を舞台に、色彩豊かなそれぞれの季節を愉しむ、JTBオリジナルのチャータークルーズ（航海）です。

特別船内イベントも
充実です！

JTBチャータークルーズ ならではのこだわり

各地の名所・旧跡を訪れたり、学びの要素をはじめ新
施設や話題の体験を取り入れ、その季節の旬を五感
で体感するJTBならではの旅をご用意します。また、船
内ではJTBデスクを設置しますので、お気軽にご利用
ください。

経験豊富なJTBの添乗員が乗船！
数々のチャータークルーズを実施してきた経験豊富なJTBスタッフが、船内はもとより寄港地でも、
皆様の充実したクルーズライフをお手伝いさせていただきます。

碧彩季航では、スペシャルゲストによる多彩な船内イベントも開催！
洋上での夜を彩る華やかなエンターテインメントをお楽しみください。

瀬戸内海の地元食材にこだ
わった「特別ディナー」をご用意
いたします。

瀬戸内のハワイにちなんでアロハカジュアルを設定しました。
ワンポイントのアクセサリーやアロハシャツなどでおしゃれをして楽しみましょう。

碧彩季航
 瀬戸内ディナー

船内ドレスコードで寄港地気分を満喫

■出発日：2022年3月20日（日）神戸港発着

《船中泊》 カジュアル

1

2

5

神戸

※旅行代金についてはP.5をご覧ください。

17：00出港

16：00入港
※にっぽん丸デッキでの屋外ライブ予定です。荒天時は室内となります。

14：00入港

3/20
（日）

3/21
（月・祝）

3/24
（木）

神戸

屋久島

★風光明媚な瀬戸内海を航行します。
★下船後、解散。

スケジュール日 次 ドレスコード

3
18：00出港

3/22
（火）

屋久島

夕

■最少催行人員：160名
■添乗員：神戸港から神戸港まで同行いたします
■食事条件：朝食4回・昼食4回・夕食4回
（注１）左記スケジュールは、感染症の拡大防止、海象・気象、その他
事情（寄港地の受け入れ状況等）により変更される場合があります。
※4日目の周防大島では通船による上陸の予定です。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。※寄港地観光ツアー参加時
には船内での昼食はお取りできない場合があります。※写真・航
路図はすべてイメージとなります。

● 屋久島お買い物ナイトシャトル
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

4 10：30入港 17：00出港
〈 通船による上陸 〉

3/23
（水）

周防大島

朝 昼《船中泊》 アロハカジュアル夕

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

朝 昼

石垣優 スペシャルライブ「Moonlight」

相知明日香&石垣優 
スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～

〈ご注意〉※観光の内容・条件等詳細、お申し込み方法につ
きましては別途2021年12月頃にご案内します。※車椅子を
ご利用のお客様及び歩行が困難なお客様は、寄港地観光
ツアーにご参加いただけない場合がございますので、予めお
問い合わせください。

寄港地で旅がもっと楽しくなる、寄港地観
光ツアーがあります。詳しくは係員にお問
い合わせください。

※写真はすべてイメージです。

神戸～屋久島～周防大島～神戸 5日間

SDGｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。
碧彩季航では水道いらずの手洗いスタンド「WOSH」を導入予定！
乗船前などに水洗い可能です。スマートフォンも除菌できます。
環境に意識した対策に取り組んでいます。

エスディージーズ

　JTBチャータークルーズオリジナルのワクチン接種推奨ツアー！
新型コロナウイルスワクチンを所定回数接種済の方はお1人様あたりご旅行代金が1万円割引！

11
　安心・安全に寄港地を満喫！
現地では訪問先を厳選した寄港地観光ツアーをご用意。
感染対策を施し、ご乗船人数を制限したバスツアーでより安心安全に
お楽しみいただけます。感染症対策に万全を期すため、寄港地での外出は
寄港地観光ツアーに限らせていただきます。（2021年11月現在）
今後の社会環境の変化により変更する場合がございます。

55

　SDGsを意識した碧彩季航ならではの感染症対策を実施！
77

　ふるさと納税でお得旅！
このクルーズでは、神戸市・屋久島町・山口県の
JTBふるさと納税旅行クーポンがご利用いただけます。
旅行代金がお得に！詳しくは裏面、または「ふるぽ」で検索ください。

66
　海を旅するクルーズは移動がらくらく！
空路、陸路では訪れにくい各地を海から訪れることで4泊5日の充実した日程となりました。
最終日の瀬戸内海航行はクルーズならではの光景が広がります。

22

　屋久島停泊にて現地観光が充実！
停泊することで現地での滞在時間が増え、早朝に出発する必要がある縄文杉登山コースな
ど観光バリエーションが充実しました。また、地元の皆様のご協力により屋久島環境文化村セ
ンターの特別開館等も予定しております。

33

　周防大島ではお買い物も充実！
地元の皆様のご協力により一部定休日の
施設をクルーズの寄港に合わせて
特別営業予定！道の駅サザンセトとうわでは、
お買い物をお楽しみください。

44

穏やかな春の日差しを浴びながら自然を感じる
日本の豊かな島を海から訪ねる島めぐり

※ワクチン接種証明書をお申し込み時に確認させていただきます。※こども（2歳以上小学生以下)は本割引は対象外と
なります。

寄港地観光ツアー
（下記は一例・予定です／別料金）

〈マークの見方〉  　 朝食　　 昼食　　 夕食　　 食事なし朝 昼 夕

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

東京藝術大学を卒業。2019年に初のミニ・
アルバム『Daydream』をリリース。2020年に
は松田聖子デビュー40周年アルバムにヴァイ
オリンで参加し、2021年にはJTBクルーズア
ンバサダーとしてタイアップ楽曲「OCEANS 
OF LOVE」、民間放送教育協会「日本のチカ
ラ」のEDテーマ曲「Kaze」をリリース。

碧彩ヴァイオリンコンサート
相知 明日香 
SPECIAL MAIN SHOW
～ OCEANS OF LOVE ～

石垣優スペシャルライブ
「Moonlight」

相知明日香

碧彩季航瀬戸内ディナー（イメージ）

ツアーおすすめ7つのポイント！

2日目3/21（月・祝）

● 縄文杉登山
● 白谷雲水峡トレッキング
● 屋久島ぐるっと一周
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

3日目3/22（火）

● 周防大島お買い物シャトル
● 周防大島半日観光
● 白壁のまち柳井と金魚ちょうちん

4日目3/23（水）

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。
「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

　.【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。
　.【ご乗船前の健康状況確認について】
（1）検温を実施します。
（2）「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。

（3）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。
　.【サービス内容の一部変更について】
　2021年11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。

　.【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。
・PCR検査費用はクルーズにご参加の場合はJTBで負担します。
・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
（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。その場合のクルーズ以外の交通費、宿泊費、
宅配便等または、それに関わる取消料などの諸費用はお客様のご負担と
なります。

・「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。

1 2

3

4●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（JTB
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。

沖縄県石垣島出身の女性ユニット
「やなわらばー」を結成。ドラマ主題
歌やCMソングに抜擢され、チャート
上位にランクインするなど話題を呼
ぶ。2020年末にやなわらばーを解
散し、2021年よりソロ活動をスター
ト。聴く人の心に響く、唯一無二の
歌声は自然と涙を誘う。

石垣優

石垣 優（元やなわらばー）相知 明日香

相知明日香&石垣優 スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～スペシャルコラボ企画

道の駅サザンセトとうわ▶

相知明日香 
碧彩ヴァイオリンコンサート「OCEANS OF LOVE」

ウィルソン株
洞窟ほどに大きな切り株。中から上を仰
ぐと、ハートに見えるポイントがあります。

縄文杉
確認されている屋久杉の中でも最大級の老大木。その
樹齢は2,000年あまりから7,200年まで諸説あり。その
表面の激しい凹凸には、屋久島の厳しい自然を生き抜
いてきた証が刻まれているようで、見る者を圧倒します。

白谷雲水峡
人と森林のふれあいの場としてレクリエー
ションの森に指定された屋久島自然休養
林であり、体力に自信がない方でも気軽に
樹齢1,000年を超える屋久杉をはじめ、屋
久島の原生的な森を観賞できるスポットと
して人気があります。

片添ヶ浜
通船上陸予定地

山口県で最も早い海開きを迎える
美しい海水浴場です。

屋久島環境文化村センター
屋久島の自然と歴史について学べる施設。巨大スク
リーンに映し出される圧巻の映像が楽しめます。

野生の動物たち

屋久島の名産品

道中では屋久島でしか出会えない動物
たちに出会えることも。近づいたりせず、
静かに眺めましょう。

千尋の滝
せんぴろ

まるで千人が手を結んだくらいの大きさということで「千尋の
滝」と名づけられました。屋久島を代表する滝の一つです。

ヤクスギランド
標高1000m前後の比較的平坦なエリアで、
森林浴が楽しめます。

島内一を誇る高さ88mの断崖から、豪快な水しぶきを
あげて滑り落ちる様はダイナミックです。

なぎさ水族館
ユニークな展示と「タッチングプール」が名物。近
海は世界最大級のニホンアワサンゴ群生地です。

陸奥記念公園
周防大島町の名誉町民であり、日本を代表する作詞家 
星野哲郎氏の作品・資料等を展示している記念館です。

星野哲郎記念館
戦艦陸奥の引き上げられた船体の一部があり、
平和を考えるひと時を過ごせる場所です。

西部林道
海岸部から山頂まで人の手が加わっていない森林が続き、道
路沿いはほとんどが照葉樹林で「緑のトンネル」と呼ばれてい
るところも。高確率で野生動物に出会えます。

日本ハワイ
　移民資料館

明治時代、多くの日本人が
ハワイへ渡り、現在まで続く
ハワイとの絆の深さを知る
ことができます。

ホテルサンシャインサザンセト
目の前はビーチ！ 片添ヶ浜を臨むリゾートホテルです。

大川の滝
おおこ

柳井市 白壁の町並み
国の重要伝統的建造物群保存地区で、
金魚のちょうちんが並ぶ風情ある町並みです。

足を
延ばして

屋久島

周防大島

洋上のアルプス

太古が息づく森で、思いっきり深呼吸

白谷雲水峡

縄文杉
悠久の時を生きた巨木

瀬戸内のハワイ

1993（平成5）年に
世界自然遺産に登録された

水と緑の島

面積504.89㎢（日本で7番目に大きな島 ※本
州北海道四国九州を除く）周囲約130kmで円
形に近いかたち。森林が90％を占め、九州最高
峰の宮之浦岳（1,936m）を含む、西部林道周
辺などが1993年に日本最初の世界遺産に登
録。「ひと月に35日雨が降る」といわれるほど雨が
多い。特産品はぽんかん、たんかん、トビウオなど。

屋久島（やくしま） 概 要

面積138.09㎢（瀬戸内海で3番目に大き
な島）周囲約100kmで金魚のかたちに例
えられる。明治期の官約移民にて約3,900
名がハワイに渡った歴史などから、カウアイ
島と姉妹島縁組を締結。島の愛称は「瀬
戸内のハワイ」。1976年に本州との間に
ある大畠瀬戸を渡る大島大橋が完成。
特産品はみかんなど。

周防大島（すおうおおしま）　
別名屋代島（やしろしま）

概 要



神戸港

屋久島

周防大島

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
　屋久島環境文化村センターの特別開館等を予定しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★船内生活オリエンテーションを予定しております。
★にっぽん丸SHOWCASEをお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★乗船受付は最終日程表にてお時間をご確認ください。
★

★　　　　　　　　　　　　　 でお楽しみください。
★

★碧彩季航瀬戸内ディナーをご用意。　　　　　　　　　

生命力溢れる世界自然遺産・屋久島。瀬戸内海の風情を感じる周防大島。
2020年2月以降、JTBチャータークルーズ復活第一弾です。

2 3 4

碧彩スペシャルエンターテイナー寄港地での観光はお任せ
ください！

碧彩季航（あおいろきこう）は、碧い水面を舞台に、色彩豊かなそれぞれの季節を愉しむ、JTBオリジナルのチャータークルーズ（航海）です。

特別船内イベントも
充実です！

JTBチャータークルーズ ならではのこだわり

各地の名所・旧跡を訪れたり、学びの要素をはじめ新
施設や話題の体験を取り入れ、その季節の旬を五感
で体感するJTBならではの旅をご用意します。また、船
内ではJTBデスクを設置しますので、お気軽にご利用
ください。

経験豊富なJTBの添乗員が乗船！
数々のチャータークルーズを実施してきた経験豊富なJTBスタッフが、船内はもとより寄港地でも、
皆様の充実したクルーズライフをお手伝いさせていただきます。

碧彩季航では、スペシャルゲストによる多彩な船内イベントも開催！
洋上での夜を彩る華やかなエンターテインメントをお楽しみください。

瀬戸内海の地元食材にこだ
わった「特別ディナー」をご用意
いたします。

瀬戸内のハワイにちなんでアロハカジュアルを設定しました。
ワンポイントのアクセサリーやアロハシャツなどでおしゃれをして楽しみましょう。

碧彩季航
 瀬戸内ディナー

船内ドレスコードで寄港地気分を満喫

■出発日：2022年3月20日（日）神戸港発着

《船中泊》 カジュアル

1

2

5

神戸

※旅行代金についてはP.5をご覧ください。

17：00出港

16：00入港
※にっぽん丸デッキでの屋外ライブ予定です。荒天時は室内となります。

14：00入港

3/20
（日）

3/21
（月・祝）

3/24
（木）

神戸

屋久島

★風光明媚な瀬戸内海を航行します。
★下船後、解散。

スケジュール日 次 ドレスコード

3
18：00出港

3/22
（火）

屋久島

夕

■最少催行人員：160名
■添乗員：神戸港から神戸港まで同行いたします
■食事条件：朝食4回・昼食4回・夕食4回
（注１）左記スケジュールは、感染症の拡大防止、海象・気象、その他
事情（寄港地の受け入れ状況等）により変更される場合があります。
※4日目の周防大島では通船による上陸の予定です。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。※寄港地観光ツアー参加時
には船内での昼食はお取りできない場合があります。※写真・航
路図はすべてイメージとなります。

● 屋久島お買い物ナイトシャトル
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

4 10：30入港 17：00出港
〈 通船による上陸 〉

3/23
（水）

周防大島

朝 昼《船中泊》 アロハカジュアル夕

朝 昼《船中泊》 カジュアル夕

朝 昼

石垣優 スペシャルライブ「Moonlight」

相知明日香&石垣優 
スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～

〈ご注意〉※観光の内容・条件等詳細、お申し込み方法につ
きましては別途2021年12月頃にご案内します。※車椅子を
ご利用のお客様及び歩行が困難なお客様は、寄港地観光
ツアーにご参加いただけない場合がございますので、予めお
問い合わせください。

寄港地で旅がもっと楽しくなる、寄港地観
光ツアーがあります。詳しくは係員にお問
い合わせください。

※写真はすべてイメージです。

神戸～屋久島～周防大島～神戸 5日間

SDGｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。
碧彩季航では水道いらずの手洗いスタンド「WOSH」を導入予定！
乗船前などに水洗い可能です。スマートフォンも除菌できます。
環境に意識した対策に取り組んでいます。

エスディージーズ

　JTBチャータークルーズオリジナルのワクチン接種推奨ツアー！
新型コロナウイルスワクチンを所定回数接種済の方はお1人様あたりご旅行代金が1万円割引！

11
　安心・安全に寄港地を満喫！
現地では訪問先を厳選した寄港地観光ツアーをご用意。
感染対策を施し、ご乗船人数を制限したバスツアーでより安心安全に
お楽しみいただけます。感染症対策に万全を期すため、寄港地での外出は
寄港地観光ツアーに限らせていただきます。（2021年11月現在）
今後の社会環境の変化により変更する場合がございます。

55

　SDGsを意識した碧彩季航ならではの感染症対策を実施！
77

　ふるさと納税でお得旅！
このクルーズでは、神戸市・屋久島町・山口県の
JTBふるさと納税旅行クーポンがご利用いただけます。
旅行代金がお得に！詳しくは裏面、または「ふるぽ」で検索ください。

66
　海を旅するクルーズは移動がらくらく！
空路、陸路では訪れにくい各地を海から訪れることで4泊5日の充実した日程となりました。
最終日の瀬戸内海航行はクルーズならではの光景が広がります。

22

　屋久島停泊にて現地観光が充実！
停泊することで現地での滞在時間が増え、早朝に出発する必要がある縄文杉登山コースな
ど観光バリエーションが充実しました。また、地元の皆様のご協力により屋久島環境文化村セ
ンターの特別開館等も予定しております。

33

　周防大島ではお買い物も充実！
地元の皆様のご協力により一部定休日の
施設をクルーズの寄港に合わせて
特別営業予定！道の駅サザンセトとうわでは、
お買い物をお楽しみください。

44

穏やかな春の日差しを浴びながら自然を感じる
日本の豊かな島を海から訪ねる島めぐり

※ワクチン接種証明書をお申し込み時に確認させていただきます。※こども（2歳以上小学生以下)は本割引は対象外と
なります。

寄港地観光ツアー
（下記は一例・予定です／別料金）

〈マークの見方〉  　 朝食　　 昼食　　 夕食　　 食事なし朝 昼 夕

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

寄港地観光ツアー（予定/別料金）

東京藝術大学を卒業。2019年に初のミニ・
アルバム『Daydream』をリリース。2020年に
は松田聖子デビュー40周年アルバムにヴァイ
オリンで参加し、2021年にはJTBクルーズア
ンバサダーとしてタイアップ楽曲「OCEANS 
OF LOVE」、民間放送教育協会「日本のチカ
ラ」のEDテーマ曲「Kaze」をリリース。

碧彩ヴァイオリンコンサート
相知 明日香 
SPECIAL MAIN SHOW
～ OCEANS OF LOVE ～

石垣優スペシャルライブ
「Moonlight」

相知明日香

碧彩季航瀬戸内ディナー（イメージ）

ツアーおすすめ7つのポイント！

2日目3/21（月・祝）

● 縄文杉登山
● 白谷雲水峡トレッキング
● 屋久島ぐるっと一周
● 特別開館 屋久島環境文化村センター

3日目3/22（火）

● 周防大島お買い物シャトル
● 周防大島半日観光
● 白壁のまち柳井と金魚ちょうちん

4日目3/23（水）

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。
「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

　.【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。
　.【ご乗船前の健康状況確認について】
（1）検温を実施します。
（2）「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。

（3）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。
　.【サービス内容の一部変更について】
　2021年11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。

　.【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。
・PCR検査費用はクルーズにご参加の場合はJTBで負担します。
・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
（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。その場合のクルーズ以外の交通費、宿泊費、
宅配便等または、それに関わる取消料などの諸費用はお客様のご負担と
なります。

・「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。

1 2

3

4●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（JTB
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。

沖縄県石垣島出身の女性ユニット
「やなわらばー」を結成。ドラマ主題
歌やCMソングに抜擢され、チャート
上位にランクインするなど話題を呼
ぶ。2020年末にやなわらばーを解
散し、2021年よりソロ活動をスター
ト。聴く人の心に響く、唯一無二の
歌声は自然と涙を誘う。

石垣優

石垣 優（元やなわらばー）相知 明日香

相知明日香&石垣優 スペシャルコラボコンサート ～ BON VOYAGE! ～スペシャルコラボ企画

道の駅サザンセトとうわ▶

相知明日香 
碧彩ヴァイオリンコンサート「OCEANS OF LOVE」

ウィルソン株
洞窟ほどに大きな切り株。中から上を仰
ぐと、ハートに見えるポイントがあります。

縄文杉
確認されている屋久杉の中でも最大級の老大木。その
樹齢は2,000年あまりから7,200年まで諸説あり。その
表面の激しい凹凸には、屋久島の厳しい自然を生き抜
いてきた証が刻まれているようで、見る者を圧倒します。

白谷雲水峡
人と森林のふれあいの場としてレクリエー
ションの森に指定された屋久島自然休養
林であり、体力に自信がない方でも気軽に
樹齢1,000年を超える屋久杉をはじめ、屋
久島の原生的な森を観賞できるスポットと
して人気があります。

片添ヶ浜
通船上陸予定地

山口県で最も早い海開きを迎える
美しい海水浴場です。

屋久島環境文化村センター
屋久島の自然と歴史について学べる施設。巨大スク
リーンに映し出される圧巻の映像が楽しめます。

野生の動物たち

屋久島の名産品

道中では屋久島でしか出会えない動物
たちに出会えることも。近づいたりせず、
静かに眺めましょう。

千尋の滝
せんぴろ

まるで千人が手を結んだくらいの大きさということで「千尋の
滝」と名づけられました。屋久島を代表する滝の一つです。

ヤクスギランド
標高1000m前後の比較的平坦なエリアで、
森林浴が楽しめます。

島内一を誇る高さ88mの断崖から、豪快な水しぶきを
あげて滑り落ちる様はダイナミックです。

なぎさ水族館
ユニークな展示と「タッチングプール」が名物。近
海は世界最大級のニホンアワサンゴ群生地です。

陸奥記念公園
周防大島町の名誉町民であり、日本を代表する作詞家 
星野哲郎氏の作品・資料等を展示している記念館です。

星野哲郎記念館
戦艦陸奥の引き上げられた船体の一部があり、
平和を考えるひと時を過ごせる場所です。

西部林道
海岸部から山頂まで人の手が加わっていない森林が続き、道
路沿いはほとんどが照葉樹林で「緑のトンネル」と呼ばれてい
るところも。高確率で野生動物に出会えます。

日本ハワイ
　移民資料館

明治時代、多くの日本人が
ハワイへ渡り、現在まで続く
ハワイとの絆の深さを知る
ことができます。

ホテルサンシャインサザンセト
目の前はビーチ！ 片添ヶ浜を臨むリゾートホテルです。

大川の滝
おおこ

柳井市 白壁の町並み
国の重要伝統的建造物群保存地区で、
金魚のちょうちんが並ぶ風情ある町並みです。

足を
延ばして

屋久島

周防大島

洋上のアルプス

太古が息づく森で、思いっきり深呼吸

白谷雲水峡

縄文杉
悠久の時を生きた巨木

瀬戸内のハワイ

1993（平成5）年に
世界自然遺産に登録された

水と緑の島

面積504.89㎢（日本で7番目に大きな島 ※本
州北海道四国九州を除く）周囲約130kmで円
形に近いかたち。森林が90％を占め、九州最高
峰の宮之浦岳（1,936m）を含む、西部林道周
辺などが1993年に日本最初の世界遺産に登
録。「ひと月に35日雨が降る」といわれるほど雨が
多い。特産品はぽんかん、たんかん、トビウオなど。

屋久島（やくしま） 概 要

面積138.09㎢（瀬戸内海で3番目に大き
な島）周囲約100kmで金魚のかたちに例
えられる。明治期の官約移民にて約3,900
名がハワイに渡った歴史などから、カウアイ
島と姉妹島縁組を締結。島の愛称は「瀬
戸内のハワイ」。1976年に本州との間に
ある大畠瀬戸を渡る大島大橋が完成。
特産品はみかんなど。

周防大島（すおうおおしま）　
別名屋代島（やしろしま）

概 要



スイートルーム

デラックスルーム

受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

4491275運航会社 : 商船三井客船株式会社

観光庁長官登録旅行業第64号　
一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11

　〒140-8602

旅行条件（要約） （お申し込みいただく前に、この頁と各コースのご案内とご注意を必ずお読みください。） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、
事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

お申し込み時の注意事項とご案内

●募集型企画旅行契約
この旅行は、 ㈱JTB（以下「当社」といいます。(東京都品川区
東品川2-3-11観光庁長官登録 旅行業第64号。）が企画・実

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添

えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの
際差し引かせていただきます。

（２） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの
場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日
以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した
ときに成立するものとします。

（４）お申込金は、おひとりの旅行代金の20％以上といたします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあた
る日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日
までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社
のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場
合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の

船内における全食事を含む。ルームサービスは別料金）
（2） 旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金・バス

料金〔注〕上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用さ
れなくても払い戻しはいたしません。

●旅行代金に含まれないもの
（前項の他は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します）
（1） 超過手荷物料金 
（規定の重量、容積、個数を超える分について）

（2） 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

●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行
サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅
行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速
やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービ
ス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」とい
う）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを
受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件にお申込みを受
けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託
旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱
できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

（１） 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承
諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾通知を利用する場
合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時
には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現
地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、または、お
申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合
は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について

●旅行条件・旅行代金の基準

●旅程保証

この旅行条件は2021年11月10日を基準としています。また、
旅行代金は2021年11月10日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しています。

旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害については、一定の範囲で補償
させていただきますが、傷害・疾病治療・疾病死亡等については補償いたしません。安心してご旅行をしていただくために
お客様ご自身および携行品等に必ず保険をかけられますようお勧めします。

〈本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。〉

● 旅行代金：旅行代金は1室のご利用人員に応じてのおとな

● ルームリクエスト：ルームリクエストがある場合は、原則乗船
券（出発の10～14日前に発送予定）をもって回答といたしま
す。ご希望にそ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。「眺めの良い」などのリクエストは承れません。

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
ていただく場合がございます。

● お申し込み条件：妊娠中の方及び生後2歳未満のお子様、

● 慢性疾患のある方、健康を害しておられる方は同伴者の同行

ます。また健康を害している（既往症がある）場合は、乳幼児
用診断書のご提出もお願いいたします。
● 当コースはチャータークルーズのため、商船三井客船㈱およ
び船会社指定の割引券等はご利用できません。
● その他：記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・
航路・イベント内容は諸事情により変更になる場合がございます。

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
ことになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称
する確定書面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。

当社及び販売店は、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、お客様がお申込みいただいた旅行において
運送・宿泊機関等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で利用させていた
だきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と
提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行
参加後のご意見やご感想のご提供のお願い ③アンケートのお
願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成 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。

（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務
を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約
成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除
依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカー
ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を
差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内を
カード利用日として払い戻します。）

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでの
お支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定
の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別
途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをい
ただいた場合はこの限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかる
ことがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを
担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入さ
れることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販
売員にお問い合わせください。

総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく記載の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 請求コード

（3） 傷害、疾患に関する治療費、渡航手続き費用（旅券用印紙
代、査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料及び渡航手
続取扱料金）

（4）ご自宅と発着港間の交通費・宿泊費
（5）希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、
次の金額を取消料として申し受けます。貸切船舶（チャーター
船）を利用しているため、貸切船舶を利用しない場合のお取消
料とは異なりますのでご注意ください。

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

30日前から21日前まで 旅行代金の20％

60日前から31日前まで 旅行代金の10％

20日前から3日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前々日、前日、当日 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

●お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、11,000円の手数料をお支払
いいただくことにより別のお客様に交替することができます。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または
過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補
償規程に基づき、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、その身体、生命または手荷物上
に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、
補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円　
・入院見舞金：２～２０万円　
・通院見舞金：１～５万円　
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円

）。すましと度限を円万０１りたあ個１品象対償補、しだた（ 

JTBのクルーズ商品を掲載！！
https://www.jtb.co.jp/cruise/JTBクルーズ

こちらでも
アクセス可能です

を条件とさせていただくか、当社の判断で参加をお断りする場
合がございます。

が乗船する場合は保護者の承諾書のご提出をお願いいたし
● 未就学乳幼児のご乗船：2歳以上6歳までの乳幼児の方

● お子様向けメニュー：ご夕食に限り2歳から小学校低学年
までのお子様を対象に洋食の場合のみお子様ランチ風メ

にお申し込みの旅行会社へご連絡ください。
ニューをご用意します。ご希望の場合は、ご乗船の7日前まで

● 参加人数の変更：1室ご利用人数の変更があった場合には、
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おとな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

客室タイプのご案内 居住性を追求したやすらぎの空間。選べる多彩なキャビンタイプをご用意。

5

スイートルーム デラックスルーム 全室バスタブ付全室ブローバス付

全室シャワー付
〈2室/79㎡〉
グランドスイート（6階）

バルコニー付
〈14室/24㎡〉
デラックスベランダ（5階）

バルコニー付 〈2室/角窓/19㎡〉
デラックスツイン（5階）

〈6室/丸窓/13㎡〉
デラックスシングル（5階）

ステートルーム

〈角窓〉
4階/42室 14㎡
4階/2室（車椅子対応）27㎡（バス・トイレ付）
4階/1室42㎡（コンセプトルーム/バス・トイレ付）
2階/8室 16～18㎡

〈バス・トイレ付/1室/42㎡〉

スーペリアステート（2・4階）
〈角窓/14㎡〉
3階/80室・2階/17室

コンフォートステート（2・3階）
〈丸窓/14㎡〉
18室

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

スタンダードステート（1階）
〈2室/33㎡〉
オーシャンビュースイート（5階）

6階/4室 37㎡～46㎡
5階/2室 42㎡

ビスタスイート（5・6階）
バルコニー付

3名1室利用OK

3名1室利用OK

3名1室利用OK

〈3室/31㎡〉
ジュニアスイート（6階）

バルコニー付

※写真はすべてイメージです。　※船体構造により一部のお部屋では眺望が遮られる場合があります。　※客室面積にはバルコニーを含みます。

●テレビ／一部の海域を除き、日本のＮＨＫ放送等を放映します。●電源（電圧）／客室内のコンセントは100ボルト・60Hzです。日
本国内で使用できる電気製品はご利用いただけます（熱源となるもののご利用は火災の危険がありますのでご遠慮ください）。
●ランドリーサービス／3泊以上のクルーズではランドリーサービスを承ります（別料金。但し、スイート以上は無料）。また船内にはご
自由にご利用いただけるセルフランドリーもございます。※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通の
サービス
（一例）

■旅行代金（お1人様／おとな）
■旅行期間：2022年3月20日（日）～24日（木） 5日間

1名1室利用2名1室利用

コンフォートステート

キャビン（客室タイプ）

275,000円 357,500円
スーペリアステート 291,000円 378,300円
デラックスツイン 448,000円 716,800円
デラックスベランダ 488,000円 780,800円
デラックスシングル

スタンダードステート 265,000円 344,500円

ー　　　　　 556,000円
ジュニアスイート 596,000円 953,600円
オーシャンビュースイート 604,000円 966,400円
ビスタスイート 698,000円 1,116,800円
グランドスイート 984,000円 1,968,000円

ステートルーム

ワクチンを所定回数接種完了で

クルーの中でも経験豊富な人材がスイートルーム
専任バトラーとしてサービスを提供。

「にっぽん丸バトラー」のおもてなし

（イメージ）

スイートルーム限定

船内全食事付。朝・昼・夜はもちろん、おやつに夜食も！
毎日船上で手作りしている焼き立てパン。朝は和食
派の方には、和食のセットメニューもご用意。

きめ細やかなおもてなしと美食へのこだわり
数あるクルーズ客船のなかでにっぽん丸は「美味なる船」と称されています。
手間を惜しまず、盛り付けにもこだわった多彩な料理をお楽しみください。

２つのダイニング
夕食会場はご利用の客室タイ
プによって分かれています。
朝食・昼食・夜食は営業中のお
好きな時間にご利用いただけ
ます。

オーシャンダイニング メインダイニング

「春日」
スイート・デラックスの
ご夕食会場は 「瑞穂」

ステートの
ご夕食会場は

たくさんのおいしいをお届けするにっぽん丸。
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。にっ
ぽん丸の食の要、キッチンをバーチャルで見
る・知るギャレーツアー、リドグリルでは、南米航
路、南米を意識して作りこんだにっぽん丸特
製「プルドポークサンド」などをご提供します。

にっぽん丸 SHOWCASE

（イメージ）

パン（イメージ）
料理（イメージ）

プランコード 1GE6350-0

3種

呼吸器疾患用医療器具ご利用の方はご乗船できません。15
歳未満の方は保護者の同伴が条件となります。電動車椅子
ご利用のお客様は船内ではご利用いただけません。医療器具
（注射器等）を持ち込む場合はその旨をお申し出ください。

●1室3名利用代金：3人目の旅行代金は2名1室利用時の
旅行代金に下表の割合を乗じた金額となります。

1名あたりの金額です。旅行代金には日程表記載の船舶運
賃、お食事、船内イベントの参加費、船内宿泊代が含まれま
す。ただし、出発地まで及び解散地からの交通費、その他個人
的諸費用、各寄港地でのオプショナルツアーなどは含まれてお
りません。

JTBチャータークルーズ 神戸港発着

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。
※「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。

喫煙場所について

光にあふれたプールサイドがリゾート感たっぷり。日替
わりの軽食メニューやお飲み物をご用意しています。

リドテラス

にっぽん丸の主な施設

浴槽から大海原を一望できる展望大浴場でゆった
りとお過ごしください。

グランドバス
2層吹き抜けのホールでにっぽん丸自慢のエンター
テインメントショーをお楽しみください。

ドルフィンホール
リニューアルし、「ホライズンラウンジ」と一体化して寛
ぎの空間。

ホライズンバー

寿司バー「潮彩」 スパ＆サロン マーメイドシアターブティック「アンカー」

お1人様一律
（JTBチャータークルーズオリジナル）

割引！

安心・安全の添乗員同行
※事前PCR検査代金も旅行代金
　に含まれます。

2022 春

JTBふるさと納税旅行クーポンを使えば
JTBクルーズでのご旅行が自己負担2,000円から行ける！

10,000円

詳しくは
コチラ▶

※ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます（一定の上限はあります）

販売店の方へ ●予約操作／新国内システム「現地オプション・日帰りエスコート」にて予約。　●販売マニュアルはニュースID：503923をご参照ください。

グループで楽しめるコンセプトルーム（4階）

※（注）客室タイプはスーペリアステートです。最大6名様までご利用いただけます。
5～6名様でご利用いただく際のお1人様の旅行代金は、スーペリアステート2名1
室の旅行代金です。本クルーズでは6名様でのご利用が優先となります。

表紙：白水雲水峡©K.P.V.B、にっぽん丸（撮影：中村風詩人）
P.3：白谷雲水峡©K.P.V.B、千尋の滝©K.P.V.B、ヤクスギランド©K.P.V.B、大川の滝©K.P.V.B、P.4：西部林道©K.P.V.B ※写真はすべてイメージです。

共通のご案内 ※旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。※1名1室・3名1室でご利用いただける客室には限りがございます。3名1室利用時の代金は
裏面をご覧ください。※こども（2歳以上小学生以下/旅行開始日基準）は、おとな（2名1室利用）代金から1万円を引いた金額となります。※このクルーズはチャー
タークルーズのため、ドルフィンズクラブポイント・株主優待券のご利用はできません。また、ドルフィンズクラブの入会、特典ポイント加算は対象外となります。

神戸市、屋久島町、山口県
対象自治体

ステートタイプ 60％ ビスタスイート 80％

神戸港

屋久島

周防大島

にっぽん丸で航く
メインエントランス

メインダイニング「瑞穂」

eカフェ＆ライブラリー

ドルフィンホール

グランドバス

オーシャンダイニング「春日」

寿司バー「潮彩」

スポーツバー
ラウンジ「海」

ミッドシップバー

プール

オアシススタジオ

オアシスジム

リドテラスジュニアスイート
ビスタスイート

ホライズンバー

ホライズンラウンジ

オーシャンビュースイート

コンセプトルーム
（スーペリアステート）

ビスタスイート
コンフォートステート

デラックスベランダ

スタンダードステート

スパ＆サロン

クルーズサロン
カードルーム

〈船内イメージ〉

◆船籍／日本　◆全長／166.6m 
◆総トン数／22,472トン 
◆全幅／24m 　◆喫水／6.6m
◆船客定員／532名（最大） 
◆客室数／203室

にっぽん丸主要目
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2022年3月20日（日）～24日（木）2022年3月20日（日）～24日（木）4泊5日旅行期間旅行期間

風光る 春の島めぐり
屋久島・周防大島クルーズふるさと納税でお得に旅行を楽しもう！

JTBふるさと納税
 旅行クーポン
 がご利用いただけます

旅先応援！お得に旅する！



スイートルーム

デラックスルーム

受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

4491275運航会社 : 商船三井客船株式会社

観光庁長官登録旅行業第64号　
一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11

　〒140-8602

旅行条件（要約） （お申し込みいただく前に、この頁と各コースのご案内とご注意を必ずお読みください。） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、
事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

お申し込み時の注意事項とご案内

●募集型企画旅行契約
この旅行は、 ㈱JTB（以下「当社」といいます。(東京都品川区
東品川2-3-11観光庁長官登録 旅行業第64号。）が企画・実

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添

えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの
際差し引かせていただきます。

（２） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの
場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日
以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した
ときに成立するものとします。

（４）お申込金は、おひとりの旅行代金の20％以上といたします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあた
る日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日
までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社
のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場
合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様
の承諾日といたします。
●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の

船内における全食事を含む。ルームサービスは別料金）
（2） 旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金・バス

料金〔注〕上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用さ
れなくても払い戻しはいたしません。

●旅行代金に含まれないもの
（前項の他は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します）
（1） 超過手荷物料金 
（規定の重量、容積、個数を超える分について）

（2） 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

●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行
サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅
行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速
やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービ
ス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」とい
う）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを
受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件にお申込みを受
けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託
旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱
できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

（１） 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承
諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾通知を利用する場
合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時
には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現
地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、または、お
申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合
は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について

●旅行条件・旅行代金の基準

●旅程保証

この旅行条件は2021年11月10日を基準としています。また、
旅行代金は2021年11月10日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しています。

旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害については、一定の範囲で補償
させていただきますが、傷害・疾病治療・疾病死亡等については補償いたしません。安心してご旅行をしていただくために
お客様ご自身および携行品等に必ず保険をかけられますようお勧めします。

〈本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。〉

● 旅行代金：旅行代金は1室のご利用人員に応じてのおとな

● ルームリクエスト：ルームリクエストがある場合は、原則乗船
券（出発の10～14日前に発送予定）をもって回答といたしま
す。ご希望にそ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。「眺めの良い」などのリクエストは承れません。

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
ていただく場合がございます。

● お申し込み条件：妊娠中の方及び生後2歳未満のお子様、

● 慢性疾患のある方、健康を害しておられる方は同伴者の同行

ます。また健康を害している（既往症がある）場合は、乳幼児
用診断書のご提出もお願いいたします。

● 当コースはチャータークルーズのため、商船三井客船㈱およ
び船会社指定の割引券等はご利用できません。
● その他：記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・
航路・イベント内容は諸事情により変更になる場合がございます。

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
ことになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称
する確定書面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。

当社及び販売店は、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、お客様がお申込みいただいた旅行において
運送・宿泊機関等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で利用させていた
だきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と
提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行
参加後のご意見やご感想のご提供のお願い ③アンケートのお
願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成 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。

（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務
を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約
成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除
依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカー
ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を
差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内を
カード利用日として払い戻します。）

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでの
お支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定
の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別
途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをい
ただいた場合はこの限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかる
ことがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを
担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入さ
れることをお勧めします。旅行保険については、お申込店の販
売員にお問い合わせください。

総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく記載の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 請求コード

（3） 傷害、疾患に関する治療費、渡航手続き費用（旅券用印紙
代、査証料、予防接種料金、傷害疾病保険料及び渡航手
続取扱料金）

（4）ご自宅と発着港間の交通費・宿泊費
（5）希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、
次の金額を取消料として申し受けます。貸切船舶（チャーター
船）を利用しているため、貸切船舶を利用しない場合のお取消
料とは異なりますのでご注意ください。

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

30日前から21日前まで 旅行代金の20％

60日前から31日前まで 旅行代金の10％

20日前から3日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前々日、前日、当日 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

●お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、11,000円の手数料をお支払
いいただくことにより別のお客様に交替することができます。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または
過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補
償規程に基づき、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、その身体、生命または手荷物上
に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、
補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円　
・入院見舞金：２～２０万円　
・通院見舞金：１～５万円　
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円

）。すましと度限を円万０１りたあ個１品象対償補、しだた（ 

JTBのクルーズ商品を掲載！！
https://www.jtb.co.jp/cruise/JTBクルーズ

こちらでも
アクセス可能です

を条件とさせていただくか、当社の判断で参加をお断りする場
合がございます。

が乗船する場合は保護者の承諾書のご提出をお願いいたし
● 未就学乳幼児のご乗船：2歳以上6歳までの乳幼児の方

● お子様向けメニュー：ご夕食に限り2歳から小学校低学年
までのお子様を対象に洋食の場合のみお子様ランチ風メ

にお申し込みの旅行会社へご連絡ください。
ニューをご用意します。ご希望の場合は、ご乗船の7日前まで

● 参加人数の変更：1室ご利用人数の変更があった場合には、
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おとな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

客室タイプのご案内 居住性を追求したやすらぎの空間。選べる多彩なキャビンタイプをご用意。

5

スイートルーム デラックスルーム 全室バスタブ付全室ブローバス付

全室シャワー付
〈2室/79㎡〉
グランドスイート（6階）

バルコニー付
〈14室/24㎡〉
デラックスベランダ（5階）

バルコニー付 〈2室/角窓/19㎡〉
デラックスツイン（5階）

〈6室/丸窓/13㎡〉
デラックスシングル（5階）

ステートルーム

〈角窓〉
4階/42室 14㎡
4階/2室（車椅子対応）27㎡（バス・トイレ付）
4階/1室42㎡（コンセプトルーム/バス・トイレ付）
2階/8室 16～18㎡

〈バス・トイレ付/1室/42㎡〉

スーペリアステート（2・4階）
〈角窓/14㎡〉
3階/80室・2階/17室

コンフォートステート（2・3階）
〈丸窓/14㎡〉
18室

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付で
　3名様まで利用可能

スタンダードステート（1階）
〈2室/33㎡〉
オーシャンビュースイート（5階）

6階/4室 37㎡～46㎡
5階/2室 42㎡

ビスタスイート（5・6階）
バルコニー付

3名1室利用OK

3名1室利用OK

3名1室利用OK

〈3室/31㎡〉
ジュニアスイート（6階）

バルコニー付

※写真はすべてイメージです。　※船体構造により一部のお部屋では眺望が遮られる場合があります。　※客室面積にはバルコニーを含みます。

●テレビ／一部の海域を除き、日本のＮＨＫ放送等を放映します。●電源（電圧）／客室内のコンセントは100ボルト・60Hzです。日
本国内で使用できる電気製品はご利用いただけます（熱源となるもののご利用は火災の危険がありますのでご遠慮ください）。
●ランドリーサービス／3泊以上のクルーズではランドリーサービスを承ります（別料金。但し、スイート以上は無料）。また船内にはご
自由にご利用いただけるセルフランドリーもございます。※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通の
サービス
（一例）

■旅行代金（お1人様／おとな）
■旅行期間：2022年3月20日（日）～24日（木） 5日間

1名1室利用2名1室利用

コンフォートステート

キャビン（客室タイプ）

275,000円 357,500円
スーペリアステート 291,000円 378,300円
デラックスツイン 448,000円 716,800円
デラックスベランダ 488,000円 780,800円
デラックスシングル

スタンダードステート 265,000円 344,500円

ー　　　　　 556,000円
ジュニアスイート 596,000円 953,600円
オーシャンビュースイート 604,000円 966,400円
ビスタスイート 698,000円 1,116,800円
グランドスイート 984,000円 1,968,000円

ステートルーム

ワクチンを所定回数接種完了で

クルーの中でも経験豊富な人材がスイートルーム
専任バトラーとしてサービスを提供。

「にっぽん丸バトラー」のおもてなし

（イメージ）

スイートルーム限定

船内全食事付。朝・昼・夜はもちろん、おやつに夜食も！
毎日船上で手作りしている焼き立てパン。朝は和食
派の方には、和食のセットメニューもご用意。

きめ細やかなおもてなしと美食へのこだわり
数あるクルーズ客船のなかでにっぽん丸は「美味なる船」と称されています。
手間を惜しまず、盛り付けにもこだわった多彩な料理をお楽しみください。

２つのダイニング
夕食会場はご利用の客室タイ
プによって分かれています。
朝食・昼食・夜食は営業中のお
好きな時間にご利用いただけ
ます。

オーシャンダイニング メインダイニング

「春日」
スイート・デラックスの
ご夕食会場は 「瑞穂」

ステートの
ご夕食会場は

たくさんのおいしいをお届けするにっぽん丸。
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。にっ
ぽん丸の食の要、キッチンをバーチャルで見
る・知るギャレーツアー、リドグリルでは、南米航
路、南米を意識して作りこんだにっぽん丸特
製「プルドポークサンド」などをご提供します。

にっぽん丸 SHOWCASE

（イメージ）

パン（イメージ）
料理（イメージ）

プランコード 1GE6350-0

3種

呼吸器疾患用医療器具ご利用の方はご乗船できません。15
歳未満の方は保護者の同伴が条件となります。電動車椅子
ご利用のお客様は船内ではご利用いただけません。医療器具
（注射器等）を持ち込む場合はその旨をお申し出ください。

●1室3名利用代金：3人目の旅行代金は2名1室利用時の
旅行代金に下表の割合を乗じた金額となります。

1名あたりの金額です。旅行代金には日程表記載の船舶運
賃、お食事、船内イベントの参加費、船内宿泊代が含まれま
す。ただし、出発地まで及び解散地からの交通費、その他個人
的諸費用、各寄港地でのオプショナルツアーなどは含まれてお
りません。

JTBチャータークルーズ 神戸港発着

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。
※「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。

喫煙場所について

光にあふれたプールサイドがリゾート感たっぷり。日替
わりの軽食メニューやお飲み物をご用意しています。

リドテラス

にっぽん丸の主な施設

浴槽から大海原を一望できる展望大浴場でゆった
りとお過ごしください。

グランドバス
2層吹き抜けのホールでにっぽん丸自慢のエンター
テインメントショーをお楽しみください。

ドルフィンホール
リニューアルし、「ホライズンラウンジ」と一体化して寛
ぎの空間。

ホライズンバー

寿司バー「潮彩」 スパ＆サロン マーメイドシアターブティック「アンカー」

お1人様一律
（JTBチャータークルーズオリジナル）

割引！

安心・安全の添乗員同行
※事前PCR検査代金も旅行代金
　に含まれます。

2022 春

JTBふるさと納税旅行クーポンを使えば
JTBクルーズでのご旅行が自己負担2,000円から行ける！

10,000円

詳しくは
コチラ▶

※ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます（一定の上限はあります）

販売店の方へ ●予約操作／新国内システム「現地オプション・日帰りエスコート」にて予約。　●販売マニュアルはニュースID：503923をご参照ください。

グループで楽しめるコンセプトルーム（4階）

※（注）客室タイプはスーペリアステートです。最大6名様までご利用いただけます。
5～6名様でご利用いただく際のお1人様の旅行代金は、スーペリアステート2名1
室の旅行代金です。本クルーズでは6名様でのご利用が優先となります。

表紙：白水雲水峡©K.P.V.B、にっぽん丸（撮影：中村風詩人）
P.3：白谷雲水峡©K.P.V.B、千尋の滝©K.P.V.B、ヤクスギランド©K.P.V.B、大川の滝©K.P.V.B、P.4：西部林道©K.P.V.B ※写真はすべてイメージです。

共通のご案内 ※旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。※1名1室・3名1室でご利用いただける客室には限りがございます。3名1室利用時の代金は
裏面をご覧ください。※こども（2歳以上小学生以下/旅行開始日基準）は、おとな（2名1室利用）代金から1万円を引いた金額となります。※このクルーズはチャー
タークルーズのため、ドルフィンズクラブポイント・株主優待券のご利用はできません。また、ドルフィンズクラブの入会、特典ポイント加算は対象外となります。

神戸市、屋久島町、山口県
対象自治体

ステートタイプ 60％ ビスタスイート 80％

神戸港

屋久島

周防大島

にっぽん丸で航く
メインエントランス

メインダイニング「瑞穂」

eカフェ＆ライブラリー

ドルフィンホール

グランドバス

オーシャンダイニング「春日」

寿司バー「潮彩」

スポーツバー
ラウンジ「海」

ミッドシップバー

プール

オアシススタジオ

オアシスジム

リドテラスジュニアスイート
ビスタスイート

ホライズンバー

ホライズンラウンジ

オーシャンビュースイート

コンセプトルーム
（スーペリアステート）

ビスタスイート
コンフォートステート

デラックスベランダ

スタンダードステート

スパ＆サロン

クルーズサロン
カードルーム

〈船内イメージ〉

◆船籍／日本　◆全長／166.6m 
◆総トン数／22,472トン 
◆全幅／24m 　◆喫水／6.6m
◆船客定員／532名（最大） 
◆客室数／203室

にっぽん丸主要目
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2022年3月20日（日）～24日（木）2022年3月20日（日）～24日（木）4泊5日旅行期間旅行期間

風光る 春の島めぐり
屋久島・周防大島クルーズふるさと納税でお得に旅行を楽しもう！

JTBふるさと納税
 旅行クーポン
 がご利用いただけます

旅先応援！お得に旅する！


