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海から旅するにっぽん
にっぽん丸の船上からのぞむどこまでも続く青い海。

海に囲まれた日本だからこそ見える景色がそこにはあります。

朝焼けのまばゆい光の中に浮かぶ島影を見つけたとき、

寄港地の旬の食材を使った繊細な料理、心からのもてなしを堪能する時間……。

にっぽん丸の旅は、日本人の心に寄り添って進みます。

海の旅でにっぽんを感じに出かけませんか。

イメージ





 

にっぽん丸ではベストなシーズンにベストな寄港地をセレクトしお客さまをご案内。

日本の美しい四季を感じながらその土地土地の魅力に触れられます。

寄港地では地元の方々の心温まる歓迎や見送りなど温かいふれあいも待っています。

ひとたび船内へ戻れば、にっぽん丸ならではの充実したスペース、

きめこまやかなサービスでくつろいでいただけます。

にっぽんのおもてなし

※写真はすべてイメージです。

Hospitality





それぞれの寄港地の極上の旬の海の幸、山の幸を取り入れながら

毎日でも飽きのこない日本人に合った味付けと

スタッフの心をこめたおもてなしでお客さまをお迎えします。

シェフのこだわりのつまった一皿が船旅の思い出にさらに彩りを添えるでしょう。

にっぽんの美食

※写真はすべてイメージです。

Gourmet



旬の食材を船内や寄
港地で楽しめる食が
テーマのクルーズです。

お客様だけの特等席を
船上にご用意します。
光・音の競演が目の前
で繰り広げられます。

クルーズは究極のリラク
ゼーションです。にっぽ
ん丸流に気軽にのんび
りとお過ごしください。

にっぽん丸はお祭り好
きです。各地のお祭り
の魅力を最大限にお届
けします。

食 花火 カジュアル 祭

にっぽんの彩り

Originality



手作りにこだわったオリ
ジナルツアー、大型の
グループではできないプ
レミアムツアーなど、寄
港地の愉しみをお手伝
いします。

日本人らしい季節感を
感じる船でありたいと考
えました。四季、花を楽
しむ旅です。

にっぽん丸ならではの
離島や小さい港に寄港
するクルーズです。

船内で催すイベント、
ショー、コンサートなど、
一つ一つ丁寧につくり
上げていくのが、にっぽ
ん丸です。

観光 シーズン 島 エンターテイメント

心を込めたお料理から、
四季折々の自然や文化、

紺碧の海に浮かぶ島々の美しさまで。
さらに、あたたかな出会いや、

胸踊るステージも。
幾多の彩りを添えて、

にっぽん丸が上質な船旅をお届けします。

※写真はすべてイメージです。



4 月 6 日 （土） 2日間  ウィークエンド 博多ワンナイトクルーズ P  5

4 月10日 （水） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Ａコース ～西表島・宮古島～ P  3

4 月13日 （土） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Bコース ～南大東島・久米島～ P  3

4 月16日 （火） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Cコース ～石垣島・台湾～ P  3

4 月19日 （金） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Dコース ～伊江島・与那国島～ P  3

5 月11日 （土） 2日間  ウィークエンド 横浜ワンナイトクルーズ P  6

5 月22日 （水） 3日間  初夏の名古屋／宿毛／鹿児島クルーズ P  7

5 月31日 （金） 4日間  博多発着 輪島花火と隠岐の島 P  8

6 月 3 日 （月） 4日間  飛んでクルーズ九州　～屋久島プレミアム～ P  9

6 月 7 日 （金） 4日間  広島発着 上五島・奄美大島クルーズ P 10

6 月18日 （火） 3日間  博多／出雲大社／金沢クルーズ P 11

6 月20日 （木） 5日間  金沢発着 花の礼文島と白神山地クルーズ P 12

6 月29日 （土） 4日間  新潟発着 夏の利尻・奥尻クルーズ P 13

7 月12日 （金） 2日間  久慈／横浜ゆったりワンナイトクルーズ P 14

7 月24日 （水） 5日間  にっぽん丸 花火大会と青ヶ島周遊クルーズ ～鳥羽花火・大洗花火～ P 15

7 月30日 （火） 2日間  夏休み にっぽん丸ファミリークルーズ ～横浜／清水～ P 16

8 月 2 日 （金） 6日間  東北夏祭りクルーズ P 17

8 月 7 日 （水） 3日間  夏休み 館山花火クルーズ P 21

8 月 9 日 （金） 8日間  済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ P 19

8 月17日 （土） 3日間  夏休み 熊野大花火大会と徳島クルーズ P 22

8 月30日 （金） 4日間  飛んでクルーズ北海道 Ａコース P 23

9 月 2 日 （月） 4日間  飛んでクルーズ北海道 Bコース P 23

9 月 5 日 （木） 4日間  飛んでクルーズ北海道 Cコース P 23

9 月 8 日 （日） 4日間  飛んでクルーズ北海道 Dコース P 23

9 月11日 （水） 4日間  飛んでクルーズ北海道 Eコース P 23

9 月14日 （土） 3日間  初秋のサハリンクルーズ P 25

9 月23日 （月） 2日間  横浜／名古屋ワンナイトクルーズ P 26

クルーズスケジュール （2019年4月〜9月）

Cruise schedule

4

5

6

7

8

9
1



夏休み
館山花火クルーズ

1972年生まれ。大阪府出身。
1992年、大阪・中座『勧進帳』で
六代目として片岡愛之助を襲名。
近年は歌舞伎のみならず、舞台・
映画・TVドラマでも活躍する。

歌舞伎俳優
片岡 愛之助
（乗船区間：横浜〜館山）

飛んでクルーズ九州
〜屋久島プレミアム〜

2001年「涙そうそう」が大ヒット。翌
年、紅白歌合戦に初出場。2019
年にデビュー20周年を迎える。そ
の歌声は国境を越え、リスナーを
魅了する。

歌手
夏川 りみ

（乗船区間：博多〜屋久島）

初夏の名古屋／宿毛
／鹿児島クルーズ

昭和50年に「心のこり」でデビュー
し、「北酒場」、「矢切の渡し」「浪花
節だよ人生は」など、数多くの代表
作を生み、数々の賞を受賞。幅広
い芸能活動で活躍中。

歌手
細川 たかし

博多／出雲大社／
金沢クルーズ

1982年「急いで！初恋」で歌手デ
ビュー。「夏色のナンシー」他、ヒッ
ト曲多数。以後、国際感覚を活か
し、TV、舞台等・・・多方面で活躍。

歌手
早見 優

飛んでクルーズ北海道
（A・B・Cコース）

広島発着
上五島・奄美大島クルーズ

1979年日本テレビ「スター誕生！」グ
ランドチャンピオン。その後、日本レ
コード大賞ゴールデンアイドル賞な
ど多数の賞を受賞。2016年カヴァー
アルバム「アンコール3」を発売。

人の脳に潜り込み本人しか知り
得ない情報をダイレクトに読み取
る、全く新しいスタイルのマジック
「ブレインダイブ」で、各方面から
注目を集めている。

歌手
柏原 芳恵

マジシャン
新子 景視

久慈／横浜
ゆったりワンナイトクルーズ

金沢発着
花の礼文島と白神山地クルーズ

1960年、「和製プレスリー」のキャッ
チフレーズでコロムビアレコードよ
りロック歌手としてデビュー。「宇
宙戦艦ヤマト」主題歌のヒットによ
り再び脚光を浴び、幅広く活躍。

桐朋学園女子高等学校音楽科卒
業、同大学ディプロマコースを経
てザルツブルク・モーツァルテウム
音楽院首席卒業。第6回東京国
際室内楽コンクール優勝。

歌手
ささき いさお

チェリスト
水谷川 優子

博多発着
輪島花火と隠岐の島

済州島と海峡花火・
阿波おどりクルーズ

東京生まれのシンガーソングライ
ター。日本全国～アジアで活動す
るかたわら、ラジオパーソナリティ、
CM出演、舞台出演など幅広く活
躍中。

シンガーソングライター
Ray Yamada

胡弓奏者 ＆ ピアニスト
ＫＯＤＡＣＨＩ 〜木立〜

（乗船区間：神戸〜徳島）

飛んでクルーズ北海道（D・Eコース）
初秋のサハリンクルーズ

新潟発着
夏の利尻・奥尻クルーズ

榊原まさとし、広子のフォークデュ
オ。1973年デビュー。「結婚するっ
て本当ですか」「野に咲く花のよう
に」などのヒット曲で人気を博す。

ボサノバピアニスト
今井 亮太郎

フォークデュオ
ダ・カーポ

エンターテイナー （一部抜粋・順不同）クルーズスケジュール （2019年4月〜9月）

EntertainerCruise schedule
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注目の胡弓奏者・木場大輔とピア
ノの足立知謙によるユニット。江
戸時代から伝わる古典の粋と、ピ
アノの響きが融合し注目される。

ブラジルピアノの第一人者。ブラ
ジル音楽をベースに、独自のボサ
ノバサウンドを築く。2013年日本
コロムビアよりメジャーデビュー。

©Sakiko Nomura
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D コース　伊江島・与那国島
日程 寄港地 入港 出港

4/19 金 那覇 21：00
4/20 土 伊江島★ 8：00 15：00
4/21 日 与那国島 10：30 16：00
4/22 月 那覇 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□★印は初寄港地です。
□【伊江島】【与那国島】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。

□（那覇）4月19日の乗船時間は19：00の予定です。

※★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。

飛んでクルーズ沖縄

C コース　石垣島・台湾
日程 寄港地 入港 出港

4/16 火 那覇 17：00
4/17 水 石垣島 9：00 17：00
4/18 木 基隆 7：00 16：00
4/19 金 那覇 13：00

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：2名
□有効期間が2019年7月18日以降の旅券（パスポート）が必要

となります。
□台湾の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします
   （ただし査証が必要な場合の査証取得費用は除きます）。
□渡航条件は2018年11月1日現在のものです。変更となる場合

はご連絡いたします。

那覇
基隆

石垣島　●

　●那覇

西表島 宮古島
　●　●

那覇

伊江島

与那国島

　●

　●

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）A コース　西表島・宮古島
日程 寄港地 入港 出港

4/10 水 那覇 17：00
4/11 木 西表島 9：00 17：00
4/12 金 宮古島 9：00 17：00
4/13 土 那覇 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【西表島】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。

那覇

久米島

南大東島
　●

　●

B コース　南大東島・久米島
日程 寄港地 入港 出港

4/13 土 那覇 17：00
4/14 日 南大東島 9：00 17：00
4/15 月 久米島 9：00 17：00
4/16 火 那覇 9：00

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【南大東島】【久米島】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。

竹富島／水牛車（イメージ）

A コース

B コース

C コース

D コース

A・B・Dコース Cコース

西表島 4/11 木 ● チャーターボートで行く
日本最南端
波照間島を訪ねる
17,000円  ★

宮古島 4/12 金 ● 宮古諸島４島めぐり
13,500円  ★

南大東島 4/14 日 ● 南大東村による
観光地送迎
追加代金なし

久米島 4/15 月 ● ハテの浜へ上陸
5,800円  ★★★

石垣島 4/17 水 ● 沖縄の原風景
竹富島と絶景の川平湾
15,000円  ★

基隆 4/18 木 ●
台湾のローカル線
平渓線と十分を散策
16,800円  ★★

伊江島 4/20 土 ● 伊江島見どころ観光
8,000円  ★★

与那国島 4/21 日 ● 日本最西端
与那国島観光
8,000円  ★

にっぽん丸オリジナルツアー
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ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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。
※ C ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）が必要となります。ただし、2019年1月7日より前に運送契約が成立した場合、国際観光旅客税は必要ありません。

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅
行
代
金

A B D 115,000円 128,000円 148,000円 219,000円 249,000円 279,000円 329,000円 419,000円 619,000円 103,000円

C 110,000円 125,000円 141,000円 209,000円 239,000円 269,000円 319,000円 409,000円 599,000円 99,000円

ジョニー宜野湾&WALEWALE
〈歌手〉

ウクレレメインの編成
でオリジナル曲をトロ
ピカル風味にアレンジ。
フラも加えたエンター
テイメントに徹したス
テージをお楽しみに。

石嶺 聡子
〈歌手〉

1994年 デ ビュー。3
枚目のシングル「花」
が大ヒット。豊かな表
現力で新たな音楽性
を発信、進化し続けて
いる。

エンターテイナー

A B 

C D 

'

'

イメージ宮古島／池間大橋イメージ

A  2019年  4/10（水） 那覇発 ▲  4/13（土） 那覇着　3泊4日
B  2019年  4/13（土） 那覇発 ▲  4/16（火） 那覇着　3泊4日
C  2019年  4/16（火） 那覇発 ▲  4/19（金） 那覇着　3泊4日
D  2019年  4/19（金） 那覇発 ▲  4/22（月） 那覇着　3泊4日

にっぽん丸の
“飛んでクルーズ沖縄”
沖縄まで、沖縄からの往復の航海を削り、沖縄の
良い所のみ楽しんでいただくクルーズです。最西
端の与那国島、最南端の有人島・波照間島（オプ
ショナルツアー）、絶海の孤島・南大東島、この時
期ゆりの花咲く伊江島など美しい海と麗しの島々
をにっぽん丸が結ぶ船旅です。

「美ら海Cafe」を
Openします
美しい沖縄の海、その目の前に広がるOkinawa 
Blueを眺めながら至福のひとときをお過ごしく
ださい。停泊中のみオープンする「にっぽん丸美
ら海 Cafe」はその時にだけ出現する魔法のカフ
ェです。オリオンビールやブルーシールアイスク
リームなどのこの地域の特別な味や、音楽、工芸
品などがランダムに登場します。

久米島／ハテの浜 リドテラス

た
く
さ
ん
の
し
ま
、た
く
さ
ん
の
う
み

TOPICS TOPICS

イメージ
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客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 45,000円 49,000円 53,000円 77,000円 85,000円 104,000円 112,000円 145,000円 205,000円 37,000円

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

4/6 土 博多 21：00

4/7 日 博多 8：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名
□（博多）4月6日の乗船時間は18：00、4月7日の下船時間は8：00〜9：00の予定です。

ホライズンラウンジ

うまかもんみつけました
福岡県の北西部、海の幸・山の幸に恵まれた糸
島には、地元の素材を使った美味しいものがたく
さんあります。中でも、にっぽん丸スタッフのオ
ススメは「糸島手造りハム」の品々。朝食に、ハム
やウィンナーなどを取り揃えたコーナーをご用意
します。

イメージ

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。
懐かしい昭和歌謡や演歌・唱
歌などを中心に演奏活動を行
う。CLASSICAL STARSオー
ディション優秀賞受賞。BS-
TBS「日本名曲アルバム」、BS
フジ「アートな夜！」に出演す
るなど多方面で活躍中。

エンターテイナー

博多

ウィークエンド

博多ワンナイトクルーズ
2019年  4/6（土） 博多発 ▲  4/7（日） 博多着　1泊2日

よ
か
よ
か
ク
ル
ー
ズ

博多港の歴史
国際港として初めてその役割を担ったのは、奴の国王
が後漢の光武帝から「漢委奴国王」の金印を受けた１
世紀半ばが起源と言われています。那の津と呼ばれた
遣唐使の時代には、鴻臚館（こうろかん）とよばれる迎
賓館も設置されていました。

にっぽん丸コラム
TOPICS
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客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 46,000円 50,000円 54,000円 78,000円 86,000円 105,000円 113,000円 146,000円 206,000円 38,000円

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

5/11 土 横浜 17：00

5/12 日 横浜 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

横浜港

感謝の気持ちを込めて
5月12日は「母の日」です。街中にありがとうの
気持ちがあふれるこの日、ご乗船のお客様へに
っぽん丸から感謝の気持ちを込めて「小さな贈
り物」をご用意します。

イメージ

クアルテート・エル・プエルト
Cuarteto el puerto
〈アルゼンチンタンゴバンド〉

鈴木崇朗（バンドネオン）、宮
越建政（ヴァイオリン）、松永
裕平（ピアノ）、田辺和弘（コン
トラバス）によるグル ープ。
puertoとはスペイン語で港を
意味する。古いタンゴを中心に、
心躍る音楽をお届けします。

エンターテイナー

横浜

ウィークエンド

横浜ワンナイトクルーズ
2019年  5/11（土） 横浜発 ▲  5/12（日） 横浜着　1泊2日

ヨ
コ
ハ
マ
・
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト

横浜はじめて物語
アイスクリン、ビール、ガス灯、食パン、牛鍋、東京と横
浜を結ぶ鉄道や電話などなど、横浜発祥のものはたく
さんあります。文明開化の音がした港町には、まだまだ
昔の面影を残すお店が残っています。

にっぽん丸コラム
TOPICS

鈴木崇朗
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ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

5/22 水 名古屋 12：00

5/23 木 宿毛 9：00 17：00

5/24 金 鹿児島 9：00

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名

イメージ　※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

名古屋

宿毛

鹿児島
●

初夏の名古屋／宿毛／
鹿児島クルーズ

細川 たかし 〈歌手〉
「心のこり」「北酒場」「矢切の渡し」「浪花節だよ 

人生は」等ヒット曲多数。バラエティー番組等
にも積極的に出演して、若者からも支持を受け
ている。

昭和50年 「心のこり」レコード大賞最優秀新人賞
昭和57年 「北酒場」レコード大賞大賞
昭和58年 「矢切の渡し」初のレコード大賞連覇
昭和59年 「浪花節だよ人生は」最優秀歌唱賞 
 レコード大賞3冠達成

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★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。

にっぽん丸オリジナルツアー

賑
や
か
に
ソ
レ
賑
や
か
に

2019年  5/22（水） 名古屋発 ▲  5/24（金） 鹿児島着　2泊3日

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 80,000円 88,000円 104,000円 154,000円 172,000円 212,000円 218,000円 284,000円 390,000円 68,000円

宿毛 5/23 木 ●
美しい海に囲まれた島
柏島の絶景と郷土料理

13,000円
★★★

● 四万十川花紀行
トンボ自然公園で花菖蒲鑑賞

12,000円
★★

※花の見頃は例年と異なる場合がございます。
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ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

5/31 金 博多 10：00

6/1 土 輪島 10：30 21：30

6/2 日 隠岐（西郷） 10：30 18：00

6/3 月 博多 9：00

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【隠岐（西郷）】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。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

輪島市民大花火大会（イメージ）

博多

輪島
隠岐（西郷）

●

●博多発着

輪島花火と隠岐の島

輪島港のにっぽん丸（イメージ）

輪島の夏の風物詩
毎年6月に開催される「輪島市民まつり」。会場
のど真ん中ににっぽん丸が乗り付けます。輪島
の美味しい物の出店など、大人も子供も楽しめ
るイベントです。中でも一番の見どころは、日本
一密度が高いとも言われる花火大会。
20分間に約20,000発もの花火が上がる圧巻の
光景を、船上から大迫力でお楽しみください。

Ray Yamada
〈シンガーソングライター〉

東京生まれのシンガーソング
ライター。ライブに重きを置
き日本全国〜アジアで活動
するかたわら、ラジオパーソ
ナリティ、CM 出演など幅広
く活躍。2018年には阿木燿
子プロデュース、宇崎竜童音
楽監督の舞台「Ay曽根崎心
中」にて主役の歌役を務めた。

エンターテイナー

にっぽん丸オリジナルツアー

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★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。

能
登
の
夏
を
ひ
ら
く
花

2019年  5/31（金） 博多発 ▲  6/3（月） 博多着　3泊4日

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 135,000円 149,000円 163,000円 245,000円 285,000円 326,000円 370,000円 450,000円 620,000円 109,000円

TOPICS

輪島 6/1 土 ●
輪島朝市とのと鉄道

「のと里山里海号」に乗車
15,500円

★

隠岐 6/2 日 ● 隠岐諸島最大の島
隠岐の島ぐるっと一周

12,800円
★★



屋
久
島
も
、そ
の
思
い
出
も
世
界
遺
産

縄文杉
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博多

屋久島●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

6/3 月 博多 17：00

6/4 火 屋久島 10：00 ─

6/5 水 屋久島 ─ 18：00

6/6 木 博多 14：00

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：2名

2019年  6/3（月） 博多発 ▲  6/6（木） 博多着　3泊4日

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★印の数および登山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。

飛んでクルーズ九州　
～屋久島プレミアム～

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 130,000円 145,000円 160,000円 239,000円 262,000円 318,000円 344,000円 445,000円 619,000円 103,000円

夏川 りみ 〈歌手〉（乗船区間：博多～屋久島）
2001年「涙そうそう」が大ヒット。翌年、紅白
歌合戦に初出場。2008年、台湾、香港、上海で
公演を行い、アジアでの人気が高まる。2019
年のデビュー20周年に向けて、2018年10月よ
り記念ツアーがスタート。その歌声は国境を越
え、老若男女問わずリスナーを魅了する。

エンターテイナー

本クルーズは屋久島停泊中の森のスペシャルコンサート（屋外コンサート）
をもってプレミアムとします。

森のスペシャルコンサート
にっぽん丸のお客様のためだけに開催さ
れる一夜限りのスペシャルコンサート。屋
久島の大自然に包ま
れながら、唯一無二
の音楽体験をお楽し
みください。

6月4日 プレミアム企画

屋久島 6/4 火 ● 屋久島ナイトツアー
神秘のウミガメ産卵

13,000円
★

6/5 水 ● 憧れの縄文杉登山 23,000円
登山

※野生動物のためご覧いただけない場合もございます。

※悪天候の場合は、中止または会場を船内に変更して開催
する場合がございます。

イメージ



広
島
か
ら
直
行
！ 

九
州
2
島
め
ぐ
り

名瀬港のにっぽん丸
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頭ヶ島天主堂

博多

屋久島●

広島
上五島

奄美大島（名瀬）●

●広島発着

上五島・奄美大島クルーズ

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

6/7 金 広島 11：00

6/8 土 上五島 8：00 15：00

6/9 日 奄美大島（名瀬） 9：30 16：00

6/10 月 広島 17：30

□食事回数：朝3回、昼4回、夕3回　□最少催行人員：2名

2019年  6/7（金） 広島発 ▲  6/10（月） 広島着　3泊4日

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★印の数およびアクティブ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。

新子 景視
〈マジシャン〉

幅広いレパートリーを持つプ
ロマジシャン。その中でも、
人の脳に潜り込み本人しか
知り得ない情報をダイレクト
に読み取る、全く新しいスタ
イルのマジック「ブレインダ
イブ」で、各方面から注目を
集めている。

エンターテイナー

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 140,000円 149,000円 164,000円 243,000円 273,000円 329,000円 362,000円 452,000円 632,000円 128,000円

人気の二島をひとめぐり
広島港より人気の九州の離島へダイレクトアクセ
ス。３泊４日で上五島と奄美大島を巡る週末利
用が嬉しいクルーズです。上五島では世界文化
遺産の教会を、奄美大島ではマングローブ林な
ど島固有の自然を。２つの異なる文化と自然を
楽しむ船旅です。

TOPICS

上五島 6/8 土 ● 上五島半日観光 7,800円
★

奄美大島 6/9 日 ● マングローブカヌー体験と
アマミノクロウサギが住む
照葉樹林散策

15,800円
アクティブ



大社 6/19 水 ● 出雲大社連絡バス 追加代金なし

● 現地ガイドと巡る 
世界遺産　石見銀山

15,000円
★★★

● にっぽん丸プレミアムツアー
出雲大社「八足門」内
特別参拝と出雲郷土料理

25,000円
★★

出雲大社

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

6/18 火 博多 21：00

6/19 水 大社 9：00 18：30

6/20 木 金沢 9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□【大社】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、ご了承下さい。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
□（博多）6月18日の乗船時間は19：00の予定です。

博多／出雲大社／
金沢クルーズ

金沢

博多

大社●

イメージ

早見 優
〈歌手〉

日本生まれ。３〜１４歳までグ
アム、ハワイで過ごす。１９８２
年「急いで！初恋」で歌手デ
ビュー。「夏色のナンシー」他、
ヒット曲多数。以後、国際感
覚を活かし、テレビ、舞台等
…多方面で活躍。2018年に
デビュー35周年記念ベスト
アルバムを発売した。

エンターテイナー

2019年  6/18（火） 博多発 ▲  6/20（木） 金沢着　2泊3日

ご
縁
の
国
と
百
万
石
の
城
下
町
へ

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★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。

にっぽん丸  金沢和膳
加賀の台所近江町市場などから取り寄せた食材
を使い、和膳をご用意いたします。今やブランド
野菜となった「加賀野菜」の、加賀太きゅうりや
金時草などもご用意し、旬の味を目的地に着く
前に先取り。にっぽん丸ならではの献立をお楽
しみください（クルーズ中1回）。

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 78,000円 88,000円 99,000円 150,000円 168,000円 212,000円 218,000円 284,000円 390,000円 68,000円

TOPICS
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礼文島　※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

6/20 木 金沢 17：00

6/21 金 終日航海    ─ ─

6/22 土 礼文島 8：00 16：00

6/23 日 能代 12：00 19：00

6/24 月 金沢 14：00

□食事回数：朝4回、昼4回、夕4回　□最少催行人員：2名
□【礼文島】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、ご了承下さい。通船による乗下船は30分〜60分を要します。

※★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。

礼文島

能代
屋久島

金沢

●

●

金沢発着 花の礼文島と
白神山地クルーズ

青池（イメージ） エンターテイナー

2019年  6/20（木） 金沢発 ▲  6/24（月） 金沢着　4泊5日

季
節
短
し
、た
の
し
め
野
の
花

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金） 白神山地
能代から、連絡バスで白神山地を訪れることがで
きます。白神山地の特徴は、人の影響をほとんど
受けていない原生的なブナ自然林が東アジア最
大級の規模で分布していることにあります。ブナ
林は動物の餌となる植物が多く、ツキノワグマや
ニホンザルなど多くの動物も生息しています。

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 182,000円 199,000円 221,000円 308,000円 340,000円 408,000円 444,000円 580,000円 820,000円 159,000円

TOPICS 水谷川 優子
〈チェリスト〉

ザルツブルク・モーツァルテ
ウム音楽院首席卒業、同大
学院修士修了マギスターの
称号を得る。これまでザルツ
ブルク室内管弦楽団などの
首席奏者を務め、独奏者、室
内楽奏者としてヨーロッパ各
地の著名な音楽祭に出演し、
極めて高い評価を得ている。

 

礼文島 6/22 土 ● 礼文一日観光  〜プチホテル・
コリンシアンでうにの昼食〜

19,500円
★★

能代 6/23 日 ● 白神山地  青池・
十二湖連絡バス 追加代金なし

12



利尻島／オタトマリ沼

ダ・カーポ
〈フォークデュオ〉

榊原まさとし、広子のフォー
クデュオ。1973年デビュー。

「結婚するって本当ですか」「野
に咲く花のように」「宗谷岬」
などのヒット曲を持つ。2018
年7月、童謡100年を記念して

「童謡＆抒情歌ファンタジー
ベスト」をリリース。8月にデ
ビュー45周年を迎えた。

エンターテイナー

2019年  6/29（土） 新潟発 ▲  7/2（火） 新潟着　3泊4日

※★印の数およびアクティブ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。

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

利尻富士
島のどこにいても目に入るのが、中央にそびえる
利尻山。標高1721ｍ、日本最北の百名山で、そ
の秀峰は利尻富士とも呼ばれます。初夏から秋
にかけてエゾカンゾウをはじめとした約100種類
にも及ぶ花々を見ることができます。もう一つの
名物は利尻昆布。お一人様１つ、昆布茶にもなる

「昆布っ粉」をプレゼントいたします。

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 136,000円 147,000円 161,000円 239,000円 262,000円 319,000円 345,000円 443,000円 619,000円 122,000円

TOPICS

利尻島 6/30 日 ● 利尻一周半日観光 9,800円
★

● 南浜湿原と甘露泉
森のハイキング

11,000円
アクティブ

奥尻島 7/1 月 ● 奥尻島半日観光 10,000円
★

● にっぽん丸オリジナルツアー
奥尻島一日観光と奥尻の味覚

19,000円
★

13

新潟

利尻島

奥尻島●

●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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。

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【奥尻島】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、ご了承下さい。通船による乗下船は30分〜60分を要します。

利尻島

日程 寄港地 入港 出港

6/29 土 新潟 10：30

6/30 日 利尻島 13：30 19：00

7/1 月 奥尻島 9：00 17：00

7/2 火 新潟 10：00

新潟発着

夏の利尻・奥尻クルーズ

5
年
目
の
新
潟
発
着
は
人
気
の
離
島
行
き



TOPICS
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山形村短角牛
岩手県北・久慈地方を代表する食材のひとつで
ある山形村短角牛。和牛全体のわずか1％ほど
の希少種で、脂身（サシ）が少なく赤身が多い肉
質が特徴。噛むほどに味わいが増す滋味の豊か
さが自慢のこの牛肉を総料理長が美味しく料理
して、皆様のご夕食にお届けいたします。

山形村短角牛（イメージ） エンターテイナー

ささき いさお
〈歌手〉

「宇宙戦艦ヤマト」主題歌の
ヒットにより再び脚光を浴び、
歌手、役者、声優、パーソナ
リティー、司会者、レポータ
ー…として、テレビ、ラジオ、
舞台、ディナーショー、講演、
各種イベント…等で幅広く活
躍している。

久慈

横浜

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

7/12 金 久慈 9：30

7/13 土 横浜 10：30

イメージ

久慈／横浜
ゆったりワンナイトクルーズ
2019年  7/12（金） 久慈発 ▲  7/13（土） 横浜着　1泊2日

3
食
昼
寝
付
き
、そ
れ
以
上
の
贅
沢

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 39,000円 44,000円 50,000円 75,000円 84,000円 106,000円 109,000円 142,000円 195,000円 34,000円

□食事回数：朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員：2名

3食付き・25時間滞在のワンナイト
ワンナイトとはいえ25時間の洋上ライフを満喫できます。
3回のお食事とティータイムに舌鼓。洋上の大浴場やフ
ィットネスプログラムでリラックス。
それでもまだまだ楽しい時間は続きます。

にっぽん丸コラム



TOPICS

15

青ヶ島（イメージ）

エコモマイ
〈ロッキン・ハワイアン〉

「エコモマイ」とは、日本語で
「いらっしゃ〜い」と言う意味

のハワイ語。ウクレレ、スラッ
クキーギター、ベースの4人
編成。ハワイアンとオリジナ
ルがほどよく混ざった、ロッ
クスピリットある楽しいステ
ージが話題。2014年に全国
公開の大島美幸主演映画「福
福荘の福ちゃん」の音楽を担
当し高い評価を得ている。

エンターテイナー

2019年  7/24（水） 横浜発 ▲  7/28（日） 横浜着　4泊5日

横浜
大洗

青ヶ島周遊

鳥羽

●

●

●

にっぽん丸 
花火大会と青ヶ島周遊クルーズ
～鳥羽花火・大洗花火～

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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

7/24 水 横浜 17：00

7/25 木 （青ヶ島周遊） ─ ─

7/26 金 鳥羽 6：00 21：30

7/27 土 大洗 15：00 22：00

7/28 日 横浜 9：00

□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：2名
□【鳥羽】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、ご了承下さい。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

鳥羽みなとまつり（イメージ）

※★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。

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

一
隻
二
眺

夏のクルーズの決定版
星の箱船とも言われる青ヶ島を日中周遊し、２つ
の花火大会も楽しめます。船上から見る花火は、
大 パノラマで 圧巻。風光明媚 な 鳥羽湾 に 約
5,000発の名景が描かれる「鳥羽みなとまつり」
の花火大会と、独自性が光る創造花火のライン
ナップが注目の「大洗海上花火大会」。いずれも
大迫力で見応え抜群です。

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 183,000円 199,000円 215,000円 315,000円 349,000円 422,000円 456,000円 588,000円 825,000円 165,000円

鳥羽 7/26 金 ● 伊勢神宮「内宮」早朝参拝 8,800円
★★★

● 鳥羽湾めぐりと
イルカ島探検

9,000円
★★



イメージ

ジン・マサフスキー
〈マジシャン〉

サイレントコメディマジック
はパントマイムとマジックを
組み合わせたドラマチックで
コミカルなステージ。それは
まるでチャップリンやキート
ンの無声映画を観ているよう。
1988年、イタリア国際演劇
祭にてグランプリを受賞。

エンターテイナー

TOPICS
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ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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（ファミリー割引を除く）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

7/30 火 横浜 17：00

7/31 水 清水 9：00

横浜

清水

横浜ベイブリッジ

夏休み にっぽん丸
ファミリークルーズ ～横浜／清水～
2019年  7/30（火） 横浜発 ▲  7/31（水） 清水着　1泊2日

子
ど
も
が
楽
し
い
と
大
人
も
楽
し
い
の
で
す

横浜
大洗

青ヶ島周遊

鳥羽

●

●

●

ファミリー割引設定
本クルーズに限り、お子様を含む3名様でコンフ
ォートステートに乗船すると、子供代金が割引に
なる「ファミリー割引」を設定。今年の夏休みは
ご家族揃ってにっぽん丸にご乗船ください。

（2歳以上小学生以下対象）
■ ファミリー割引代金

グループ3のお子様お一人様 16,000円

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 39,000円 44,000円 50,000円 75,000円 84,000円 103,000円 106,000円 142,000円 193,000円 32,000円

子どもと学ぶ船の旅
夏休みの１泊２日、にっぽん丸の船上でお子様と一緒
に学びませんか。「いばらき子ども大学」と協力して、
知的好奇心をくすぐるプログラムを企画いたします。
夏の思い出に、ワクワク・ドキドキの体験をしませんか。

にっぽん丸コラム
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イメージ

東北夏祭りクルーズ

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）日程 寄港地 入港 出港

8/2 金 横浜 17：00

8/3 土 終日航海 — —

8/4 日 秋田 8：00 22：30

8/5 月 青森 8：30 22：00

8/6 火 終日航海 — —

8/7 水 横浜 9：00

□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：2名
□祭りは天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

※★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。

2019年  8/2（金） 横浜発 ▲  8/7（水） 横浜着　5泊6日

ねぶたの由来
青森ねぶた祭は、七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、そ
の起源は定かではありません。奈良時代（710年〜794年）に中国から渡来した

「七夕祭」と、古来、津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体
化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇
ねぶたになったと考えられています。「ねぶた（ねぷた・ねふた）」という名称は、
東北地方を始め、信越地方「ネンブリ流し」、関東地方「ネブチ流し・ネボケ流し・
ネムッタ流し」等の民俗語彙分布と方言学から「ねむりながし」の眠りが「ねぶた」
に転訛したものと考えられています。

にっぽん丸コラム

秋田 8/4 日 ●〈お祭り見物コース〉
秋田竿燈まつり

追加代金なし

●「リゾートしらかみ」乗車と十二湖・青池散策 15,800円
★★

● 男鹿半島なまはげ習俗体験と石焼桶料理の昼食 15,800円
★

青森 8/5 月 ●〈お祭り見物コース〉
青森ねぶた祭または五所川原立佞武多

追加代金なし

● 津軽半島最北端  竜飛崎と斜陽館 14,800円
★★

● 弘南鉄道乗車と田舎館村
田んぼアート鑑賞

8,800円
★



和音和技 〈けん玉師＆和太鼓奏者＆尺八奏者〉
けん玉日本一に10回輝き、ギネス認定記録も樹立
した日本初のプロけん玉師・伊藤佑介と和太鼓、尺
八のコラボレーションステージ。けん玉のスーパー
パフォーマンスと日本の伝統楽器により、日本の「技」
と「音」をお楽しみください。

伊藤 佑介
（けん玉師）

谷口 武芳
（和太鼓奏者）

松本宏平
（尺八奏者）

エンターテイナー

TOPICS TOPICS
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イメージ竜飛崎

秋田竿燈まつり（イメージ）

横浜

秋田

青森
●

●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※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。

祭
に
酔
う
宵

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 242,000円 262,000円 292,000円 423,000円 510,000円 553,000円 623,000円 828,000円 1,085,000円 211,000円

もっと楽しむ東北のお祭り
東北には、三ツ石神社での鬼の退散を喜んで
踊ったと言われる盛岡のさんさ踊り、「はあ、
ヤッショ、マカショ（シャンシャンシャン）」の
囃子言葉で有名な山形の花笠まつりなど有
名なお祭りが他にも存在します。にっぽん丸
のドルフィンホールでこの２つのお祭りも体
感してください。

秋田の美酒を知る
竿燈でにぎわう秋田。ここは、35といわれる
酒蔵がひしめくお酒の名産地です。せっかく
の道行き、秋田の銘酒のお話を楽しみませんか。
無論、ほろ酔いになれる試飲もご用意。お祭
りによい、名酒によう宵を（クルーズ中1回）。

イメージ イメージ



済州島と海峡花火・
阿波おどりクルーズ

阿波おどり（イメージ）

日程 寄港地 入港 出港

8/9 金 横浜 19：00

8/10 土 神戸 17：00 20：00

8/11 日 終日航海 ─ ─

8/12 月 済州島 7：00 17：00

8/13 火 下関 10：00 ─

8/14 水 下関 ─ 9：30

8/15 木 徳島 8：00 22：00

8/16 金 横浜 18：30

C

BA

D

E

□食事回数：A朝7回、昼7回、夕7回　B朝4回、昼3回、夕4回　C朝6回、昼6回、夕6回
　D朝3回、昼2回、夕3回　E朝3回、昼3回、夕3回
□最少催行人員：各コース2名
□ABCD有効期間が2019年11月12日以降のパスポート（旅券）が必要となります。
□ABCD韓国の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□�ABCD出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ただし査証が必要な場合
の査証取得費は除きます）。
□ABCD渡航条件は2018年11月1日現在のものです。変更となる場合はご連絡します。
□CD（神戸）8月10日の乗船時間は18：00の予定です。
□E（下関）8月13日の乗船時間は16：00の予定です。
□BDのお客様は8月13日開催の関門海峡花火大会は船上からご覧いただけません。
□花火大会、祭りは天候等により実施されない場合がありますので、ご了承下さい。

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

済州島
「韓国のハワイ」とも呼ばれるリゾートアイランド。数千万年前に噴
火の溶岩で形成された火山島です。世界自然遺産に登録されてい
るスポットも多く、ウォーキングやゴルフが定番のアクティビティで
すが、お買い物や韓国グルメも楽しめます。日本で人気の韓流ドラ
マの撮影地にもなっています。

にっぽん丸コラム
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※★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。

済州島 8/12 月 ● 市街地行き連絡バス 1,000円

●
～女性限定～
麗しの済州島
お茶の博物館�「オソルロッティー」と
薬膳料理の昼食

15,000円
★

下関 8/13 火 ● 世界遺産�宗像大社を参拝 9,800円
★★

徳島 8/15 木 ●
感動の阿波おどり体験

25,000円
★★★

● 大塚国際美術館訪問 9,800円
★★

● あわじ花さじき見学と
鳴門のうず潮（夕食付）

19,800円
★★

にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽん丸オリジナルツアー



の
ら
に
ゃ
そ
ん
そ
ん
！

明石海峡大橋

瀬戸大橋来島海峡大橋
または因島大橋

横浜神戸下関

済州島 徳島 ●

●

鳴門のうず潮（イメージ） 済州島／城山日出峰（イメージ）

関門海峡花火大会（イメージ）

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅
行
代
金

A 323,000円 354,000円 396,000円 488,000円 609,000円 721,000円 813,000円 1,022,000円 1,436,000円 284,000円

B 185,000円 202,000円 226,000円 279,000円 348,000円 412,000円 465,000円 584,000円 821,000円 162,000円

C 277,000円 303,000円 339,000円 418,000円 522,000円 618,000円 697,000円 876,000円 1,231,000円 243,000円

D 138,000円 152,000円 170,000円 209,000円 261,000円 309,000円 348,000円 438,000円 615,000円 122,000円

E 144,000円 159,000円 175,000円 216,000円 272,000円 318,000円 358,000円 448,000円 619,000円 129,000円

ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。
※ABCDご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）が必要となります。ただし、2019年1月7日より前に運送契約が成立した場合、国際観光旅客税は必要ありません。

KODACHI ～木立～ 〈胡弓奏者&ピアニスト〉
（乗船区間：神戸～徳島）

注目の胡弓奏者・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

A  2019年  8/  9（金） 横浜発 ▲  8/16（金） 横浜着　7泊8日
B  2019年  8/  9（金） 横浜発 ▲  8/13（火） 下関着　4泊5日
C  2019年  8/10（土） 神戸発 ▲  8/16（金） 横浜着　6泊7日
D  2019年  8/10（土） 神戸発 ▲  8/13（火） 下関着　3泊4日
E  2019年  8/13（火） 下関発 ▲  8/16（金） 横浜着　3泊4日

TOPICS TOPICS

関門海峡花火大会
両岸から上がる花火は約1万5000発。船上
の特等席からお楽しみください。

阿波おどり
「日本三大盆踊り」のひとつ。約400年の歴史
があります。お客様とスタッフが一緒に連を
組んで踊るオプショナルツアーもございます。

イメージ イメージ
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横浜

館山●

ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
�＊�8月8日は出港後、沖に錨泊し花火を観覧します。

館山湾花火大会（イメージ）

日程 寄港地 入港 出港

8/7 水 横浜 17：00

8/8 木 館山 8：00 17：00
＊

8/9 金 横浜 10：30

夏休み

館山花火クルーズ

ご賞味あれ！びわソフト
温暖な気候と海山に囲まれ自然豊かな館山市で
は、様 な々フルーツの栽培が盛んです。その中から、
「びわ」を使ったソフトクリームを館山停泊中の
船内でご用意します。綺麗なオレンジ色で目に爽
やかに映るソフトクリームです。

びわソフト（イメージ）

片岡 愛之助
〈歌舞伎俳優〉
（乗船区間：横浜～館山）

1981年、南座『勧進帳』で片
岡千代丸を名のり初舞台。
1992年、大阪・中座『勧進帳』
で六代目として片岡愛之助を襲
名。歌舞伎以外でも、連続テレ
ビ小説「まんぷく」、2019年2月
1日公開の映画「七つの会議」と
話題作への出演が続く。今回は
トークショーをお楽しみください。

エンターテイナー

鏡
に
映
る
花
の
彩

2019年  8/7（水） 横浜発 ▲  8/9（金） 横浜着　2泊3日

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 93,000円 102,000円 113,000円 159,000円 175,000円 213,000円 229,000円 295,000円 414,000円 84,000円

TOPICS
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オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★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。

館山 8/8 木 ● 鴨川シーワールドと
濃溝の滝

10,000円
★★

● いすみ鉄道ムーミン列車
乗車と養老渓谷散策

12,800円
★★



横浜

館山●

四日市

徳島

熊野沖（花火）
●

夏休み 熊野大花火大会と
徳島クルーズ

ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。

□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名
□熊野大花火大会がメインのクルーズのため、17日の花火大会が翌日に延期とな
った場合は、寄港地（徳島）が変更となる場合もございます。また、花火大会は天
候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。

熊野大花火大会（イメージ）

※写真と編成は異なります。

日程 寄港地 入港 出港

8/17 土
四日市 11：30

（熊野沖） ─ ─

8/18 日 徳島 9：30 17：00

8/19 月 四日市 9：00

大塚国際美術館
大鳴門橋の近くにあり、日本最大級の常設展示
スペースを有する陶板名画美術館です。西洋名
画1,000余点をオリジナル作品と同じ大きさに陶
板で再現してあり、日本に居ながら世界の絵画
を鑑賞することができます。オプショナルツアー
でお楽しみいただけます。

大塚国際美術館

アスール★
プラ★プティ★
〈 にっぽん丸ハウスバンド 〉

フィリピンでの厳しいオーデ
ィションを勝ち抜いた精鋭た
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。

エンターテイナー

一瞬
の
輝
き
が一生
の
想
い
出

2019年  8/17（土） 四日市発 ▲  8/19（月） 四日市着　2泊3日

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 105,000円 121,000円 131,000円 190,000円 210,000円 250,000円 280,000円 360,000円 470,000円 100,000円

TOPICS

※写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです。
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オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

※★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。

徳島 8/18 日 ● 大塚国際美術館訪問 9,800円
★★

● あわじ花さじき見学と
鳴門のうず潮

15,800円
★★



Aコース
日程 寄港地 入港 出港

8/30 金 小樽 18：30

8/31 土 利尻島 8：00 17：30

9/  1 日 羅臼 8：00 15：00

9/  2 月 小樽 11：30
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

Bコース
日程 寄港地 入港 出港

9/  2 月 小樽 18：30

9/  3 火 利尻島 8：00 17：30

9/  4 水 羅臼 8：00 15：00

9/  5 木 小樽 11：30
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

Cコース
日程 寄港地 入港 出港

9/  5 木 小樽 18：30

9/  6 金 利尻島 8：00 17：30

9/  7 土 羅臼 8：00 15：00

9/  8 日 小樽 11：30
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

D コース
日程 寄港地 入港 出港

9/  8 日 小樽 18：30

9/  9 月 礼文島 8：00 17：30

9/10 火 羅臼 8：00 15：00

9/11 水 小樽 11：30
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

Eコース
日程 寄港地 入港 出港

9/11 水 小樽 18：30

9/12 木 礼文島 8：00 17：30

9/13 金 羅臼 8：00 15：00

9/14 土 小樽 11：30
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

知床岬（イメージ）

小樽

利尻島

知床

羅臼

❶利尻島から

❷小樽へ

羅臼

知床岬（沿岸）

❶05：30頃通過予定

❷17：00頃通過予定

知床拡大図
●

●

　●

●

小樽

礼文島

知床

羅臼
　●

　●

❶礼文島から

❷小樽へ

羅臼

知床岬（沿岸）

❶05：30頃通過予定

❷17：00頃通過予定

知床拡大図
●

●

【羅臼】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。

通船について

A B C

 D E 

A B C

【礼文島】【羅臼】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。

 D E 

飛んでクルーズ北海道
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い
い
と
こ
、し
れ
と
こ

北海道は食の宝庫
寄港地・羅臼では、地元の方々による「知床・羅臼
ダイニング」がオープン。羅臼昆布や鮭、いくらな
ど、地産のおいしい物、めずらしい物を使ったお
料理が並びます。
夕食には、にっぽん丸総料理長が腕によりをかけ
て旬の食材を「北海道ディナー」に仕立てます（各
コース1回）。

羅臼港イメージ

羅臼岳

A B C D E ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。

A  2019年  8/30（金） 小樽発 ▲  9/  2（月） 小樽着  3泊4日
B  2019年  9/  2（月） 小樽発 ▲  9/  5（木） 小樽着  3泊4日
C  2019年  9/  5（木） 小樽発 ▲  9/  8（日） 小樽着  3泊4日

D  2019年  9/  8（日） 小樽発 ▲  9/11（水） 小樽着  3泊4日
E  2019年  9/11（水） 小樽発 ▲  9/14（土） 小樽着  3泊4日飛んでクルーズ北海道

知床・羅臼ダイニング（イメージ）

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 117,000円 128,000円 139,000円 220,000円 251,000円 301,000円 332,000円 432,000円 590,000円 99,000円

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

TOPICS

柏原 芳恵 〈歌手〉
1979年日本テレビ「ス
ター誕生！」グランドチ
ャンピオン。日本レコー
ド大賞ゴールデンアイ
ドル賞など受賞。2016
年カヴァーアルバム「ア
ンコール3」を発売。

今井 亮太郎 〈ボサノバピアニスト〉
ブラジルピアノの第一
人者。現地で学んだ
ブラジル音楽をベース
に、独自のボサノバサ
ウンドを築く。2013
年日本コロムビアより
メジャーデビュー。作
曲家・プロデューサー
としても活躍している。

エンターテイナー

A B C

D E
にっぽん丸オリジナルツアー
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※★印の数およびトレッキング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。

利尻島 8/31 土
9/ 3  火
9/ 6  金

● 利尻・礼文二島早回り
21,500円��★

● 専門ガイド同行�
利尻・礼文二島ハイキング
23,500円��★★★

礼文島 9/ 9  月
9/12 木

● 礼文島半日観光
9,800円��★

● 礼文島一日観光
17,800円��★

羅臼 9/ 1  日
9/ 4  水
9/ 7  土
9/10 火
9/13 金

●
魚の城下町「らうす」で
本場の漁業にふれあう旅
15,500円��★

● 山から見る知床・羅臼
羅臼湖トレッキング
17,800円��トレッキング



コルサコフ

小樽

●

ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。
※ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）が必要となります。ただし、2019年1月7日より前に運送契約が成立した場合、国際観光旅客税は必要ありません。

日程 寄港地 入港 出港

9/14 土 小樽 18：00

9/15 日 コルサコフ 11：00 21：00

9/16 月 小樽 10：00
□食事回数:朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□【コルサコフ】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。

□有効期間が2020年3月15日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□ロシアの査証（ビザ）は、商船三井客船（株）の旅行企画・実施のオプショナルツアー
参加者および上陸されないお客様は不要です。コルサコフで自由行動のお客様
は必要です（日本国籍の場合）。

□出入国書類は商船三井客船（株）にて無料作成いたします（ロシアの査証取得費
用は除きます）。

□渡航条件は2018年11月1日現在のものです。変更となる場合はご連絡いたします。

2019年ガガーリン文化公園

初秋のサハリンクルーズ

オリジナルマトリョーシカ
入れ子式の木製の人形で、19世紀頃マトリョー
ナという女性の名前にとても人気があり、その愛
称が由来となっています。
このロシア土産の定番を、オリジナルで作成して、
皆様にプレゼントいたします。

マトリョーシカ（イメージ）

今井 亮太郎
〈ボサノバピアニスト〉

ブラジル音楽専門のピアニス
ト・作曲家・プロデューサー。
リオデジャネイロで学んだブ
ラジル音楽をベースに、地元・
湘南の明るく自由な空気を
掛け合わせた独自の奏法を
築き上げている。

エンターテイナー

2019年  9/14（土） 小樽発 ▲  9/16（月） 小樽着　2泊3日

※★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。

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 90,000円 99,000円 107,000円 156,000円 173,000円 210,000円 226,000円 292,000円 411,000円 81,000円

TOPICS

コルサコフ 9/15 日 ● にっぽん丸オリジナルツアー
サハリンの自然散策

25,000円
★★★

● ユジノサハリンスク
早回り観光

20,000円
★★

25

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
へ



コルサコフ

小樽

●

名古屋 横浜横浜／名古屋
ワンナイトクルーズ

ご旅行代金�〈大人お一人様〉�

※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。

名古屋港停泊中のにっぽん丸

日程 寄港地 入港 出港

9/23 月 横浜 17：00

9/24 火 名古屋 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

名古屋城�本丸御殿と天守閣

“うまいもの図鑑”プレゼント
巷をにぎわせている名古屋めし。色・味ともに
どえりゃー濃いラインナップが並びます。にっ
ぽん丸スタッフが実際に食べておすすめする名
店の数々をオリジナルのイラストと解説付きで
ご紹介します。

Wind groove

諏訪 光風
〈ギタリスト〉

13歳から独学でギターを始
める。多種多様な音楽に触
れ、様々なジャンルとスタイ
ルのユニットを展開。柔軟な
音楽性と独自のスタイルで、
自然体なアコースティック・
サウンドを追求。多彩な音楽
エッセンスが光る。

エンターテイナー

2019年  9/23（月） 横浜発 ▲  9/24（火） 名古屋着　1泊2日

客室
タイプ

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

ビスタ
スイート

グランド
スイート

グループ3
（コンフォートステート）

旅行代金 39,000円 44,000円 50,000円 75,000円 84,000円 103,000円 106,000円 142,000円 193,000円 32,000円

TOPICS

名古屋城本丸御殿
1615年徳川家康の命によって建てられました。1930年
には天守閣とともに国宝に指定され、屈指の名城として
知られていましたが、空襲によりその大部分が焼失。
2009年から約10年に及ぶ復元計画が終了し、2018年
ついに完成公開を迎えました。名古屋で下船後、豪華絢
爛なその内部を見学へ出かけませんか。

にっぽん丸コラム
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ビスタスイート
バルコニー・ブローバス・
トイレ付
37㎡〜46㎡／4室  

デラックスツイン
バス・トイレ付
19㎡／4室  

グランドスイート　バルコニー・ブローバス・トイレ付／79㎡／2室

デラックスベランダ　バルコニー・バス・トイレ付／24㎡／16室

スーペリアステート
シャワー・トイレ付
2F：16㎡〜18㎡／8室
4F：14㎡／42室
4F：27㎡／2室（車いす対応・バスタブ付）

コンフォートステート
シャワー・トイレ付
2F：14㎡／17室
3F：14㎡／80室
※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

スタンダードステート
シャワー・トイレ付
14㎡／18室 （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。

ジュニアスイート
バルコニー・ブローバス・
トイレ付
31㎡／3室  

デラックスシングル
バス・トイレ付
13㎡／6室  

●ビスタスイート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）。

客室（バルコニー含む）は全面禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。　※掲載の客室は、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。

ゲスト
ルーム

ゲストルーム

6F

5F

6F

5F

2F 2F 1F

4F 3F

6F

5F



メインダイニング 「瑞穂」

マーメイドシアター

寿司バー 「潮彩」

ホライズンラウンジ

eカフェ＆ライブラリー

ラウンジ「海」

スパ ＆ サロン

リドテラス

グランドバス

オアシスジム

オーシャンダイニング 「春日」

ブティック 「アンカー」 ネプチューンバー

ドルフィンホール

客室（バルコニー含む）は全面禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。　※掲載の客室は、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。

パブリック
スペース

パブリックスペース

2F

6F

6F

7F

5F

6F

7F

7F

3F

7F

6F

5F 5F

4F 5F



高級リゾート地を訪れたときの服装のように、決して「ラフになり
過ぎない」ことがポイント。カラフルな色使いなど、コーディネート
をお楽しみください。

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。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。

休日に、友人や知人のお宅へ招かれたときのように、ジャケットを
羽織ってスマートに。「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。

男性は、華やかなネクタイやチーフなどでアレンジを楽しんで
は。正統派のタキシードもおすすめです。女性は、イブニングドレ
スなどでいつもとは違うエレガントな装いを。

※�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。

※�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。

海外クルーズでは、帰着時の入国手続きに1〜2時間程度かかる場合があります。予約が必要な交通機関でご帰宅のお客様は、時間に充分な余裕をみて、ご予約ください。

※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。
※国内で催行されるオプショナルツアー予定代金には消費税を含んでおります。
※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。また内容や料金などは予告なく変更される場合がございます。

寄港地の伝統芸能・芸術・食そして観光地などをさらに詳しくご紹介し、にっぽん丸
で行かなければ参加できないプログラムもご用意いたします。 

通常のツアーよりワンランク上の旅をお楽しみいただきます。
健脚

レベル

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。

ハードな山歩きツアーです。山歩きできる履物や服装でご参加ください。

体力と気力、充分な装備を必要とします。

泳いだり、自転車に乗ったりと、体力を使うツアーです。

★

★★

★★★

登山
アクティブ

トレッキング

カジュアル セミフォーマル

スマートカジュアル フォーマル

ドレスコード通船による上陸

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

2泊以上のクルーズでは、お誕生日・結婚記念日・銀婚式 ・金婚式などの記念日をお迎えのお客様にささやかなお祝い
をさせていただきます。ご乗船前にお申込みの旅行会社または商船三井客船クルーズデスクまでお知らせください。

※スケジュールの関係で記念日当日にお祝いができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、記念日が下船日にあたる場合は前日などにお祝いさせていただきます。
※対象のセレモニー、対象期間についてはお問い合わせください。　※記載の記念日は一例です。

大切な方に、感謝と感動を贈るアニバーサリーセレモニー

クルーズご乗船期間中であれば… 記念日の前後6ヵ月以内であれば… お誕生日以降3ヶ月以内であれば…

お誕生日・結婚記念日
定年退職記念・

結婚式・銀婚式・金婚式・
ダイヤモンド婚式・プラチナ婚式

賀寿のお祝い

※古希以上の方が対象です。

●記載されたスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路は、天候その他の事情により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。●本パンフレット中に掲載の写真は全てイメージです。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。●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸できない場合がございます。また、海象状況によりましては通船での乗下船に際し、足元が不安定になり危険を伴う場合がございますので、お体の不自由
な方は寄港地への上陸をお断りさせていただく場合もございます。なお、通船を使っての上陸地では、車いすでのテンダーボート、現地の船へのご乗船はできません。●掲載のクルーズは、特に記載のない限り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。●国内クルーズの旅行代金は消費税を含んでおります。●旅行条件につきましては、最終ページの「旅行条件」（要約）をご参照ください。●本パンフレットに記載のオプショナルツアー、エンターテイメントは予告なく変更される場合がございます。
●ドルフィンズクラブポイントおよび客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）は、その他割引との併用はできません（ただし、一部のクルーズクーポン券、ファミリー割引との併用は可能です）。また、ドルフィンズクラブポイントと
客船「にっぽん丸」クルーズご優待券の併用はできません。●健康アンケートをご提出いただく場合があります。写真：三好和義、中村風詩人、野村雄治

App StoreもしくはGoogle PlayにてARアプリ「AReader」で検索。ダウンロードは無料です。

動画は
全部で3 箇所

Apple、 Apple ロゴ、 iPad、 iPhone、 iPod touch は米国
および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、
Google Inc. の商標です。

iPhone はこちらから ＞＞＞＞＞＞ Android はこちらから ＞＞＞＞＞＞

各種説明事項

当パンフレット内に印刷されている「ARマー
カー」を利用すれば、にっぽん丸が撮り下ろした
スペシャルムービー（動画）をご覧いただけます
（クルーズの情景、ゲストルーム、パブリックス
ペース）。スマートフォンやタブレットを用いて、
他では見られないムービーをお楽しみください。

スペシャルムービー（動画）を配信中! !

1 2 3Google Play、App 
Storeから無料アプリ

「AReader」をダウン
ロードします。（スマホ&
タブレットのみ対応）

「AReader」を
起動し、当パンフ
レットに印 刷さ
れているARマー
カーを写します。

データがダウ
ンロードされ、
動画が再生さ
れます。ARマーカー

ダミーAR
マーカー
ご利用
方法

※動作環境など、詳しくは各ストアでご確認ください。　※一部の端末では、アプリケーションが正常に動作しない場合があります。
※電波の状態によりダウンロードに時間がかかったり、動画が見られない場合があります。

アニバーサリーセレモニーについて

掲載マークについて

海外クルーズでのお願い

オプショナルツアーについて （別料金）

AR動画について

にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽん丸プレミアムツアー



ユーティリティー

B1階テンダーゲート

ユーティリティー

スモーキングラウンジ

クルーズサロン

スライディング
ルーフ

サンデッキ

ウォ－キングトラック

カジノラウンジ『ビギナーズラック』

セルフ
ランドリー

＊
＊

ユーティリティーステージ

フォトショッフ『ドルフィン』
セルフランドリー

セルフランドリー

セルフランドリー

ユーティリティー
ユーティリティー

セルフランドリー

スパ ＆ サロン

オアシスジム ＆
オアシススタジオ

8階 サンデッキ

テンダーゲート

テンダーボート

トイレ ユーティリティー セルフランドリー

スタンダードステート

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
（車いす対応）

スーペリアステート

デラックスツイン

デラックスシングル

デラックスベランダ

ビスタスイート

ジュニアスイート

グランドスイート

スーペリアステート

＊

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

B1階

エレベーター 階段

のる　　   ▶▶▶▶▶
ご入会は船上でのお手続きとなります。
※客室にご用意しておりますお申込書を2階フロントデ

スクにご提出ください。下船後も、6ヶ月以内であれ
ばご入会の手続きが可能です。

たまる 　　   ▶▶
クルーズ代金が割引となるお得な
ポイント制度がございます。

とどく   ▶▶
会員誌『海』や
オリジナルカレンダーを
お届けします。

たのしむ ▶▶
会員対象の各種お得な
情報をご案内します。

たまった
ポイントで
クルーズへ！

●にっぽん丸主要目
　総トン数 ： 22,472トン　船客定員 ： 202室524名（最大）398名（ツインベース）　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　最高速力 ： 21ノット　船内電圧 ： 100ボルト／60Hz

Google Play および Google Play ロゴは、
Google Inc. の商標です。

デッキプラン

ドルフィンズクラブのご案内

入会金・年会費無料!  本パンフレット掲載クルーズはすべて入会対象です

クルーズの
情景



にっぽん丸クルーズ  2019.4 - 9 国内・海外

※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 クルーズマスター　永井ひろみ

☎ 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　富永哲也

☎ 045-227-8211㈹

横浜営業所 横浜港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　大久保俊之

☎ 06-6455-0931㈹

大阪営業所 大阪駅前第4ビル

お申込み時の注意事項とご案内
＜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、グ
ループ3とデラックスシングルを除き、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：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。
■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。
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／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
の旅行代金に下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 60％スタンダードステート
ビスタスイートの一部 80％
※グループ３の設定がないクルーズの場合、コンフォートステートの３人目
の旅行代金は、各クルーズの旅行代金に60％を乗じた金額となります。
＊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。※生後6ヶ月以
上２歳未満の幼児は大人1名様に対し1名様無料です（食事・ベッドなし）。
■各種プラン（ファミリー割引）の旅行代金：各クルーズ掲載ページを
ご参照ください。
■コース変更：取消料発生後にお申し込み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。
■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、お申込時にご相談ください。
■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。
■医療器具（酸素ボンベなど）を持ち込む場合は、旅行のお申込み時
に必ずご相談ください。
■生後6ヶ月未満の乳幼児はご乗船できません。
■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では、車いすでは通船（テンダーボート・地元
ボート）に乗艇できません。通船の乗艇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艇をお断りする場合が
あります。

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。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な
配慮・措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必
要となる可能性のある方は、ご相談させていただきますので必ずお
申込時にお申し出ください。

■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。
●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／海外旅行保険、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。
●渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代･査証料･予防接種料金･アメリカ
ESTA申請料金・渡航手続き取り扱い料金）。
●旅行日程における必要な租税（例：美ら島税、国際観光旅客税）。
●2018年10月現在、燃油サーチャージは適用されておりませんが、2019年4月
～同年9月までに始発港を出港するクルーズにおいて、ドバイの月間平均原油
価格*が1バレルあたり90USドル以上となった場合、すべてのお客様を対象に
燃油サーチャージが導入されることがあります。
*日本経済新聞1面掲載の現物、FOB、先渡し原油価格（ドバイ）
■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
●当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に記載
する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ヶ月未満の乳幼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
ての上陸地では、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。
■旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領
事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）
お客様がお申込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有効残存期
間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。詳細は各海外クルーズの掲載
ページをご参照ください。
※現在お持ちの旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅
券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きの代行につい
ては、渡航手続き代行料金をいただいてお受けします。
■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。但し、ファミリー割引については、適用後の旅
行代金に対し、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％

〈海外旅行〉
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

ピーク時の旅行である場合、41日前まで 無　料
　　　〃　　　40日前から31日前まで 旅行代金の  10％
31日前まで 無　料
30日前から3日前まで 旅行代金の  20％

旅行開始日の前々日、前日、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％

（注）「ピーク時」とは、12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日の
期間をいいます（対象：済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ）。

■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。
■海外渡航情報及び渡航先の衛生状況について
●渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関
する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。

海外における安全対策情報等は、外務省領事サービスセンター（海外安全担
当）でもご確認いただけます。
TEL： 03-5501-8162（直通）
外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については下記のホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫所のホームページ：https://www.forth.go.jp/
■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、2018年
11月1日現在を基準として算定しております。
■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。
■旅程保証（変更補償金）

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件当たりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを

含みます。）その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書
面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

1.0 2.0

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行

終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0

⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗
継便又は経由便への変更 1.0 2.0

⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観そ

の他の客室の条件の変更 1.0 2.0

⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載
があった事項の変更 2.5 5.0

注1.　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合
をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した
場合をいいます。

注2.　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と
の間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更
が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

注3.　第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場
合は、一泊につき一件として取り扱います。

注4.　第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへ
の変更を伴う場合には適用しません。

注5.　第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生
じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注6.　第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

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／海外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。




