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●お問い合わせ・お申込みは下記まで

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ありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1739号　日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者　元山亜美銀座支店 03（5524）1681
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目1番先 北数寄屋ビル1階

総合旅行業務取扱管理者　鈴木知香新宿支店 03（5360）8420
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル9階

Tel. 総合旅行業務取扱管理者　小川 誠本社営業所 03（6865）9600
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階

総合旅行業務取扱管理者　北野博文横浜支店 045（317）2080
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11階

総合旅行業務取扱管理者　飯田悦弘横浜みなとみらい
クルーズデスク

神戸支店

045（224）8050
〒220-6004 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-1 クイーンズタワーA2階

総合旅行業務取扱管理者　大野義恵大阪支店 06（4798）8001
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル12階

総合旅行業務取扱管理者　原口奈津子078（392）3570
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル4階（H.I.S.内）

総合旅行業務取扱管理者　岩橋洋宗名古屋支店 052（569）2866
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル1階

総合旅行業務取扱管理者　新海雄基福岡支店 092（735）5511
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ7階

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。

（対象：にっぽん丸 新春のオペラクルーズ）

＊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（トリプルキャンペーン／前のりプラン）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：船会社の承諾を得て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、必ず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。
■船内施設・客室およびサービス内容は変更となる場合があります。

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。

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。

■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 5万円未満 5万円以上〜
15万円未満

15万円以上〜
30万円未満 30万円以上

申込金
（お一人様） 全額 3万円以上

旅行代金まで
6万円以上

旅行代金まで
旅行代金
20％以上

●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・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：国際観光旅客税）。
●燃油サーチャージは2019年5月1日現在無料ですが、今後の原油価格の動
向により、旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって7日目に当たる日以降に申込まれた場合は旅行開始日）までに交付します。
■旅行契約内容･旅行代金の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送･宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社
が関与しえない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるた
め、止むを得ないときは旅行を中止、または旅行の変更をすることがあります。
●運送機関の運賃･料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行
開始日の前日から起算し、さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様
にその旨を通知いたします。
■旅程保証
●当社は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、トリプルキャンペーン／前のりプランにつ
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：にっぽん丸 迎春クルーズ〜高雄・基隆〜）。

■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、2019年
5月1日現在を基準としております。
■その他
●その他の事項については当社の旅行条件書によります。
■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。



イメージ

寄港地ごとに、
出会いごとに、
心に豊かさをもたらす旅
歴史に彩られた港町、息を呑むような絶景、

紺碧の海に浮かぶ島々、憧れていた世界遺産…。

季節の移ろいを潮風や空の色とともに感じながら、

にっぽん丸で、有数の名所や楽園を巡ってみませんか。

船内では、旬の味を活かしたお料理や、

きめ細やかなサービス、上質なエンターテイメントが待っています。

にっぽん丸の船旅は、寄港地ごとに、出会いごとに、

みなさまの心に豊かさをもたらし、

より重厚な人生に寄与していくことでしょう。



にっぽん丸の「にっぽん」を表す「和」の文字。

「和やか」と書いて「なごやか」と読み、「ほほえみを浮かべるさま」や

「人々の気分がやわらいでいるさま」を表します。

にっぽん丸がめざしているのは、こうした「和」のおもてなしです。

笑顔あふれる、きめ細やかなサービスで、ゆったりとおくつろぎください。

「和」のおもてなし

※写真はすべてイメージです。

Hospitality



「旬」とは「野菜や果物が最も味のよい出盛りの時期」を意味します。

にっぽん丸がお届けするのは、そんな「旬」の美味しさです。

寄港地ごとの、季節ごとの新鮮な食材を

シェフが自慢の腕をふるって料理に仕上げ、おもてなしします。

海の幸から、山の幸まで。にっぽん丸こだわりの逸品をお楽しみください。

「旬」の美味しさ

※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。

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。

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。

にっぽん丸ならではの離島や小さい港に寄港す
るクルーズです。

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。

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。

※本パンフレット掲載のクルーズでは、設定がありません。

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。

食

観光

カジュアル

島

花火

シーズン

祭

エンターテイメント

※写真はすべてイメージです。



10月14日 （月） 4日間  名古屋発着 にっぽん丸紀行　～スペシャルエンターテイメント～ P  7

10月17日 （木） 2日間  名古屋／神戸ワンナイトクルーズ P  8

10月20日 （日） 3日間  博多発着  にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ P  9

12月14日 （土） 6日間  熱海花火と世界遺産 小笠原クルーズ P 11

12月19日 （木） 2日間  サンタクルーズ東京／名古屋 P 12

12月20日 （金） 2日間  サンタクルーズ名古屋／神戸 P 13

12月21日 （土） 2日間  ウィークエンド  神戸クリスマスクルーズ P 14

12月22日 （日） 3日間  瀬戸内海クリスマスクルーズ　～にっぽん丸の贈り物～ P 15

12月25日 （水） 2日間  神戸／横浜ゆったりワンナイトクルーズ P 16

12月26日 （木） 10日間  にっぽん丸 迎春クルーズ　～高雄・基隆～ P  5

1 月 4 日 （土） 4日間     初春の宝船 にっぽん丸クルーズ　～スペシャルエンターテイメント～ P 17

1 月 8 日 （水） 4日間  新春初旅 にっぽん丸クルーズ P 18

1 月12日 （日） 3日間  にっぽん丸 新春のオペラクルーズ
　　 ～藤原歌劇団 歌劇「トスカ」プッチーニ作曲 原語上演・字幕付～

P 19

4 月12日 （日） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Ａコース　～宮古島・台湾～ P 21

4 月15日 （水） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Bコース　～慶良間周遊・石垣島～ P 22

4 月18日 （土） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Cコース　～南大東島・国頭村～ P 23

4 月21日 （火） 4日間  飛んでクルーズ沖縄 Dコース　～与那国島・西表島～ P 24

4 月24日 （金） 4日間  春の那覇・奄美大島クルーズ P 20

Cruise schedule
クルーズスケジュール （2019年10月〜2020年4月）

10
2019 2020

12

1

4

1 2

※写真はすべてイメージです。



Entertainer
エンターテイナー （一部抜粋 ・ 順不同）

3 4

歌手
堀内 孝雄

（乗船区間 ： 横浜〜鳥羽）

アートディレクター
北川 フラム

ジャズシンガー
綾戸 智恵

ヴァイオリニスト
奥村 愛

スパニッシュギターユニット
DON ALMAS

フルーティスト＆ピアニスト
あいのね

藤原歌劇団総監督・バリトン
折江 忠道

ピアニスト
斎藤 雅広

歌手
稲垣 潤一

ヴァイオリニスト
吉田 篤

歌手
小柳 ゆき

（乗船区間 ： 名古屋〜館山）

Restaurant MOTOI オーナーシェフ
前田 元

マジシャン
新子 景視

沖縄民謡ポップス唄者
平良 こずえ

ソプラノ
野田 ヒロ子

クロマチックハーモニカ奏者
山下 伶

1949年10月27日、大阪府生まれ。
アリスのメンバーとして活躍。ソロとして
もヒット曲を多数発表。トレードマーク
の髭と「サンキュー」で親しまれる。

東京藝術大学卒業。「大地の芸術祭 
越後妻有アートトリエンナーレ」、「瀬戸
内国際芸術祭」総合ディレクター。朝日
賞、文化功労者受賞（2018年）。

絶妙なトークと個性的なステージで多
くのファンを魅了。2017年デビュー20周
年と還暦を迎え、今まで以上に元気で
パワフルな活動を続けている。

アムステルダム生まれ。親しみやすいトー
クを交えたクラシックコンサートで人
気。リサイタルやオーケストラ共演の他、
親子向けコンサートも積極的に展開。

激しさと哀愁を合わせ持つスパニッシ
ュギターに様々な音楽要素を融合させ

「物語を読んでいるような音楽」と称さ
れる独自の世界観を確立。

フルートの林愛実とピアノの兵頭愛美に
よる女性ユニット。クラシックから昭和
歌謡まで“微笑み演奏スタイル”で注目
される。

第5代藤原歌劇団総監督。アレッサンド
リア国際コンクール優勝を始め、国内
外において主要な役で活躍。日本を代
表するプリモ・バリトン。

東京藝術大学出身。ハリーナ・チェル
ニー =ステファンスカ等に師事。18歳で
第46回日本音楽コンクールに優勝し、翌
年NHK交響楽団との共演でデビュー。

中学時代から本格的なバンド活動を始
める。高校卒業後、ドラムを叩きながら
のボーカルというスタイルで注目を浴
び、1982年「雨のリグレット」でデビュー。 

藝大フィルハーモニア管弦楽団首席奏
者、東京藝術大学非常勤講師。クラ
シックのみならずタンゴヴァイオリニス
トとしても幅広く活躍。

現役高校生シンガーとして1999年「あな
たのキスを数えましょう」で彗星の如くデ
ビュー。類い稀なパワフルボイスと歌唱
力を活かし活躍を続ける歌姫。

1976年京都生まれ。10年にわたり中華
料理を極めた後、フレンチを学ぶために
渡仏。帰国後、数々の銘店で腕を磨き、
2012年「Restaurant MOTOI」をオープン。

クロースアップマジックから大掛かりな
イリュージョンまで、幅広いジャンルの
レパートリーを持つ。近年では、多方
面において活躍の場を広げている。

作曲家・森正明プロデュース「また君に
恋してる～ウチナーグチバージョン～」
のリリースや沖縄ポップスに琉球舞踊
をアレンジした活動などで注目される。

東京国際声楽コンペティション優勝、
ブダペスト国際声楽コンクール入賞。
藤原歌劇団公演で数多くの主役を務
め高い評価を得る。藤原歌劇団団員。

日本を代表するクロマチックハーモニカ
奏者の徳永延生氏に師事。2018年12月
19日、3枚目のメジャーアルバム「Dear 
Darling」を日本コロムビアよりリリース。

初春の宝船 にっぽん丸クルーズ
～スペシャルエンターテイメント～

博多発着

にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ

ウィークエンド  神戸クリスマスクルーズ 新春初旅 にっぽん丸クルーズ

サンタクルーズ東京／名古屋
サンタクルーズ名古屋／神戸

神戸／横浜ゆったりワンナイトクルーズ

にっぽん丸 新春のオペラクルーズ 
～藤原歌劇団 歌劇「トスカ」プッチーニ作曲 原語上演・字幕付～

にっぽん丸 迎春クルーズ ～高雄・基隆～

瀬戸内海クリスマスクルーズ
～にっぽん丸の贈り物～

博多発着

にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ

名古屋発着 にっぽん丸紀行
～スペシャルエンターテイメント～

新春初旅 にっぽん丸クルーズ

熱海花火と世界遺産 小笠原クルーズ 飛んでクルーズ沖縄（B・Cコース）

にっぽん丸 新春のオペラクルーズ 
～藤原歌劇団 歌劇「トスカ」プッチーニ作曲 原語上演・字幕付～

春の那覇・奄美大島クルーズ

photo by Mao Yamamoto

OKA★DAI



5 6

台北市内の年始（イメージ） おせち料理（イメージ）

蓮池潭の龍虎塔

小籠包（イメージ）

横浜

基隆

高雄

　●

　●

にっぽん丸 迎春クルーズ ～高雄・基隆～

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

12/26 木 横浜 17：00

12/27 金 終日航海 — —

12/28 土 終日航海 — —

12/29 日 終日航海 — —

12/30 月 高雄 7：00 18：00

12/31 火 基隆 9：00 —

1/1 水 基隆 — 12：00

1/2 木 終日航海 — —

1/3 金 終日航海 — —

1/4 土 横浜 9：00

□食事回数：朝9回、昼8回、夕9回　□最少催行人員：2名
□有効期間が2020年1月4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2019年5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。

商船三井客船（株）は、2019年台湾ツーリス
トアワードで「台湾観光貢献賞」を受賞しま
した。台湾観光貢献賞は、台湾行政院交通
部観光局（台湾観光局）が同国の観光振興に
貢献した台湾内外の企業や、団体、個人に対
して授与している賞です。

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。
※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、船内でのお支払いとなります。

※★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。

2019年  12/26（木） 横浜発 ▲  

2020年  1/4（土） 横浜着　9泊10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 416,000円 450,000円 484,000円 711,000円 779,000円 947,000円 1,026,000円 1,307,000円 1,847,000円 371,000円

高雄 12/30 月 ● 高雄半日観光 10,000円
★★

● 台湾の古都　台南一日観光 19,800円
★★

基隆 12/31 火 ● 台北市内観光とシャングリ・ラホテルでの
プールサイドパーティー

38,000円
★★

● 九　と十分半日観光 10,000円
★★

●本プランは、「にっぽん丸 迎春クルーズ 〜高雄・基隆〜」にお申込みの方
が対象です。

●本プランは「にっぽん丸 迎春クルーズ 〜高雄・基隆〜」（5 〜 6 ページ）と
「神戸／横浜ゆったりワンナイトクルーズ」（16 ページ）の 2 クルーズに連続
してご乗船いただけます。

●「にっぽん丸 迎春クルーズ 〜高雄・基隆〜」のご予約を取消した場合は、
本プランも同時に取消となります。

●12 月26日（木）横浜停泊中は昼食をご用意します。
●12 月26日（木）横浜停泊中は船内イベントおよび船内営業はございません。
● 神戸港での往復宅急便はご利用できません（詳細は最終のご案内でご連

絡いたします）。
● 12月25日（水）〜12月26日（木）は 1 つの募集型企画旅行になります。

12月25日（水）神戸港からの
「前のりプラン」があります

※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。

スイートルーム
ジュニアスイート ビスタスイート グランドスイート

88,000円 118,000円 159,000円

デラックスルーム
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

64,000円 71,000円 86,000円

グループ3（コンフォートステート） 28,000円

ステートルーム
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

33,000円 37,000円 43,000円

熱
烈
歓
迎 

２
０
２
０

エンターテイナー

吉祥和音 －kissho waon－
〈和楽器アンサンブルユニット〉

聴く人に“吉祥”を届ける和楽器ユニット。日
本の祭り囃子の基本となる笛と和太鼓に箏
を加えた4名の編成で、多彩なジャンルの音
楽を奏でる。心と体に響くおめでたい日本の
音世界をお楽しみください。

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

TOPICS TOPICS

にっぽん丸の年末年始
年越しを、お客様と一緒にエンターテイ
ナーやスタッフも揃って迎えます。元日
には総料理長が丹精込めたおせちやお
雑煮をどうぞ。海外にいながらも、日本
らしいお正月を迎えられるのが、にっぽ
ん丸です。

2020イヤープレート
鳴門市の静かな山間に、今なお伝統の
炎を燃やし続ける「大谷焼」は、雄大なス
ケールの大物作りが、全国で唯一のもの
として有名。新年に併せて、2020年と刻
印したイヤープレートをオリジナルで制
作し皆様にプレゼントいたします。

イメージ イメージ

小泉 なおみ（笛）内藤 哲郎（和太鼓）

斎藤雅広と仲間たち
〈ピアニスト〉

18歳で第46回日本音楽コンクールに
優勝し、NHK 交響楽団と共演。「藝
大のホロヴィッツ」と称される。今回は、
オペラ歌手やヴァイオリニストと華や
かなステージをお送りします。
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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 147,000円 159,000円 175,000円 248,000円 272,000円 330,000円 355,000円 453,000円 636,000円 132,000円

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 51,000円 77,000円 86,000円 105,000円 108,000円 145,000円 197,000円 33,000円

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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。 ※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

10/17 木 名古屋 17：00

10/18 金 神戸 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

小柳 ゆき 八丈富士 ディナー（イメージ）　※実際のメニューとは異なります。

海たっぷり、山しっかり
館山は、海と山の景勝地。そのどちらかをたっぷり、
しっかり楽しんでいただく追加代金なしのツアー
をご用意します。海たっぷりコースでは、半身の
伊勢海老付き海鮮丼、山しっかりコースでは、沢
山の山の幸を使った山のごはん。どちらもこの日
のためにご用意するオリジナルメニューです。

神戸肉で素敵なディナーを
厳しい肉質の規格をクリアした、兵庫県産但馬
牛のみが「神戸牛」と呼ばれます。神戸を代表す
るグルメとして、国内だけでなく海外でも人気の
ブランド牛です。鮮やかな霜降りに柔らかい肉質
をディナーでお楽しみください。

オリジナル海鮮丼（イメージ） 神戸肉（イメージ）

©一般財団法人神戸観光局OKA★DAI

小柳 ゆき
〈歌手〉（乗船区間：名古屋～館山）

現役高校生シンガーとして
1999年「あなたのキスを数
えましょう」で彗星の如くデ
ビュー。類い稀なパワフルボ
イスと歌唱力を活かしたオリ
ジナル作品、そして洋楽カバ
ーでも圧倒的な存在感で、独
自の世界を作り出している。

エンターテイナー エンターテイナー

名古屋

館山

八丈島●

●

名古屋
神戸

名古屋発着 にっぽん丸紀行 
～スペシャルエンターテイメント～

名古屋／神戸
ワンナイトクルーズ

2019年  10/14（月） 名古屋発 ▲  10/17（木） 名古屋着　3泊4日 2019年  10/17（木） 名古屋発 ▲  10/18（金） 神戸着　1泊2日

GODIVAのショコリキサー
7階リドテラスでは、1926年ベルギー・ブリュッセルに
生まれた世界中で愛される、プレミアムチョコレートブ
ランドGODIVAの「ショコリキサー」を飲むことができ
ます。冷たいチョコレートドリンクでホッとしませんか？

にっぽん丸コラム
TOPICSTOPICS

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【八丈島】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。
□【名古屋】10月14日の乗船時間は16：00の予定です。

日程 寄港地 入港 出港

10/14 月 名古屋 21：00

10/15 火 館山 9：30 17：30

10/16 水 八丈島 9：00 17：00

10/17 木 名古屋 9：00

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 10/15 火 ● にっぽん丸紀行
海たっぷりコース
山しっかりコース

追加代金なし
★

★★

八丈島 10/16 水 ● 八丈島歴史散策と
ご赦免料理の昼食

14,800円
★★

猪村 浩之
〈テノール歌手〉

1999年よりイタリアに留学。
ミラノ音楽院にて研鑽を積む。
2005年7月に新国立劇場にて

「ジャンニ・スキッキ」で二期
会オペラデビュー。第17回モ
ンカリエーリ国際声楽コンク
ール第二位。二期会会員。

南
総
里
海
発
見
伝

も
う
、お
い
し
い
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小豆島

女木島

高見島
粟島

伊吹島

本島 男木島
大島

豊島

犬島

直島

エンターテイナー

草間彌生「赤かぼちゃ」2006年 直島・宮浦港緑地　写真／青地 大輔

大竹伸朗「針工場」  写真：宮脇慎太郎

瀬戸内海航行中のにっぽん丸 「瀬戸内国際芸術祭2016」パートナーシップ特別企画  芸術祭鑑賞クルーズ  ディナー（イメージ）    ※実際のメニューとは異なります。

博多

豊島沖

瀬戸大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

●

博多発着
にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ

日程 寄港地 入港 出港

10/20 日 博多 17：00

10/21 月 豊島沖 　 10：30 17：00

10/22 火 博多 10：30

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名
□豊島沖から豊島・直島・男木島などへ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。

□天候によっては、豊島沖でなく、高松港から通船を運航します。
□当日は、移動手段の都合上、2島程度の見学となります。

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。

2019年  10/20（日） 博多発 ▲  10/22（火） 博多着　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 103,000円 113,000円 123,000円 181,000円 196,000円 234,000円 252,000円 321,000円 439,000円 84,000円

男木島・女木島

瀬戸内国際芸術祭2019
ひろがる秋　〜フィナーレへと向かう〜

迷路のように入り組んだ坂道に建つ家々が独特の景観
を生み出す男木島は、島のどこから見た景色も美しいと
言われる島。「オオテ」と呼ばれる風よけが特徴的な女木
島は、展望台から高松市街と瀬戸内海の景観を一望でき
る島。いずれも、今回の芸術祭の見どころの2島です。

3年に1度、瀬戸内海の美しい島で開催される現代アートの祭典で、今年で4回目を迎えます。
にっぽん丸は豊島沖に錨泊し、豊島・直島・男木島などを巡る通船を運航します。また、通
常は予約が必要な直島の地中美術館を貸し切るので（時間限定）、ゆったりとアート鑑賞
をお楽しみください。芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏の船上講演も必聴。芸術
の秋、にっぽん丸で瀬戸内海とアートを堪能しましょう。

にっぽん丸コラム

豊島美術館  写真：鈴木研一地中美術館  写真：藤塚光政

北川 フラム
〈アートディレクター〉

東京藝術大学卒業。「大
地の芸術祭　越後妻有ア
ートトリエンナーレ」、「瀬
戸内国際芸術祭」総合デ
ィレクター。朝日賞、文化
功労者受賞（2018年）。

吉田篤
弦楽四重奏団
〈弦楽四重奏〉

藝大フィルハーモニア管
弦楽団の首席奏者、吉
田篤が率いる。クラシッ
クを中心に、映画音楽な
ども織り交ぜながら彩り
豊かにお届けします。

ア
ー
ト
の
楽
園
、
瀬
戸
内
へ

photo by Mao Yamamoto

秋会期 開催の島々TOPICS



熱海海上花火大会（イメージ） 東京湾（イメージ）
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名古屋 東京

東京

小笠原（父島）

熱海

鳥島

孀婦岩

●

●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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。 ※グループ3の設定はありません。　※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。

2019年  12/14（土） 東京発 ▲ 12/19（木） 東京着　5泊6日
2019年  12/19（木） 東京発 ▲  12/20（金） 名古屋着　1泊2日

DON ALMAS
〈スパニッシュギターユニット〉

激しさと哀愁を合わせ持つス
パニッシュギターに様々な音楽
要素を融合させ「物語を読んで
いるような音楽」と称される独
自の世界観を確立。国際会議
の晩餐会や伊勢神宮での特別
公演・国立劇場に立つアーティ
ストとしても注目を集める。

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 232,000円 252,000円 273,000円 399,000円 440,000円 535,000円 577,000円 745,000円 1,048,000円 209,000円

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

トリプルキャンペーン
（コンフォートステート

3名様目）

旅行代金 42,000円 46,000円 53,000円 79,000円 87,000円 106,000円 108,000円 145,000円 191,000円 10,000円

熱海花火と
世界遺産 小笠原クルーズ サンタクルーズ東京／名古屋

12月の小笠原
東京から約1,000km 南の小笠原諸島は12月の
平均気温18〜23℃、そろそろザトウクジラがや
ってくる時期です。農産物としては、文旦やトマト
が出始めますが、「島トマト」は蜂蜜のような甘味
がありフルーツ感覚で楽しめます。この時期の小
笠原で、やさしい時間を過ごしてみませんか。

小笠原

新子 景視
〈マジシャン〉

クロースアップマジックから大
掛かりなイリュージョンまで、
幅広いジャンルのレパートリー
を持つ。近年では、様々なメデ
ィアで技を披露する一方、映画・
舞台でのマジック監修など、多
方面において活躍の場を広げて
いる。関西大学社会学部卒業。

エンターテイナー

TOPICS

□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：2名
□【小笠原(父島)】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。
□【熱海】では20：20〜20：45頃、沖から花火を観賞予定です。
□花火大会は天候により実施されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

日程 寄港地 入港 出港

12/14 土 東京 19：00

12/15 日 熱海 9：00 15：00

12/16 月 終日航海 ─ ─

12/17 火 小笠原(父島) 8：00 16：00

12/18 水 終日航海 ─ ─

12/19 木 東京 9：00

日程 寄港地 入港 出港

12/19 木 東京 16：30

12/20 金 名古屋 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

紅茶専門店 「TEAPOND」の
クリスマスティー
海外の国々では、冬が近づくと色々な紅茶メーカ
ーから、オリジナルのクリスマスティーが販売さ
れます。今年のサンタクルーズでは、清澄白河の
紅茶専門店「TEAPOND」がにっぽん丸オリジナ
ルのフレーバーをご用意します。

イメージ

TOPICS

※同室の2名様まではコンフォートステートの旅行代金です。
※3名様のうち旅行代金が最も安価となるお客様が対象となります。

トリプルキャンペーン
ご家族やお仲間で気軽にご乗船いただけるよう、本クル
ーズではトリプルキャンペーンを設定しております。コン
フォートステートを1室3名でご利用の場合、3名様目の
旅行代金が1万円となりますので、ぜひご利用ください。

にっぽん丸コラム

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。

熱海 12/15 日 ●
成川美術館と
懐石料理「花壇」の昼食

27,000円
★

小笠原 12/17 火 ● 小笠原コーヒー農園を訪ねる 12,000円
★★

にっぽん丸プレミアムツアー
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DON ALMAS
〈スパニッシュギターユニット〉

日本フラメンコギター界の巨
匠、伊藤日出夫に師事し、国
内外の公演で腕を磨いた実
力派。スパニッシュギターと
言うジャンルを確立し、白熱
のライブパフォーマンスは年
代を問わず支持を受け、目を
見張る指さばきも必見。

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

トリプルキャンペーン
（コンフォートステート

3名様目）

旅行代金 42,000円 46,000円 53,000円 79,000円 87,000円 106,000円 108,000円 145,000円 191,000円 10,000円

コーヒーハンターの
クリスマスコーヒー
Newsweek「世界が尊敬する日本人100」に選
ばれた世界で唯一無二のコーヒーハンターJosé. 
川島良彰が手がけるミカフェートから、にっぽん
丸オリジナルのクリスマスブレンドをお届けします。
どんな味になるのか、乞うご期待ください。

名古屋
神戸

2019年  12/20（金） 名古屋発 ▲  12/21（土） 神戸着　1泊2日
サンタクルーズ名古屋／神戸

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 49,000円 54,000円 58,000円 84,000円 93,000円 113,000円 116,000円 152,000円 204,000円 39,000円

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※グループ3の設定はありません。　※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。 ※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

12/21 土 神戸 17：00

12/22 日 神戸 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

クリスマスのにっぽん丸船内（イメージ） 綾戸 智恵 神戸港（イメージ）

Xmasコンサート
〜綾戸さんからのメッセージ〜

にっぽん丸ライブ！私もワクワクですわ。何やて？
今回は神戸を出発して神戸に着く？！たった一夜
のゴージャス・ナイト・クルージングですやん。お
任せください！極上のジャズでスペシャルな一夜
をお届けしまっせ！皆さん、令和最初のクリスマス・
ナイトは、にっぽん丸でお会いしましょう！

イメージ ドルフィンホールエンターテイナー

神戸ウィークエンド

神戸クリスマスクルーズ
2019年  12/21（土） 神戸発 ▲  12/22（日） 神戸着　1泊2日

ハウスワインをどうぞ
総料理長が腕を振るうクリスマスディナーに併せて、ソ
ムリエ・田崎真也氏監修のにっぽん丸オリジナルハウス
ワインを無料でお召し上がりいただけます。赤・白とも
にフランス・ボルドー産でご用意しております。

にっぽん丸コラム
TOPICSTOPICS

日程 寄港地 入港 出港

12/20 金 名古屋 17：00

12/21 土 神戸 9：00

□食事回数：朝1回、夕1回　□最少催行人員：2名

綾戸 智恵
〈ジャズシンガー〉

17才で単身渡米。2003年紅
白歌合戦出場、「テネシー・ワ
ルツ」で話題をさらう。絶妙
なトークと個性的なステージ
で多くのファンを魅了。2017
年デビュー20周年と還暦を
迎え、今まで以上に元気でパ
ワフルな活動を続けている。

エンターテイナー

神戸港
2018年に開港150年を迎えた神戸港。古くは、大輪田
泊と呼ばれ、重要な役割を担ってきました。美港に数え
られる現在は、クリスマスシーズンにぴったりのおしゃ
れな街並みや夜景が素晴らしい港町となっています。
乗船前後のお散歩も素敵な時間となるでしょう。

にっぽん丸コラム

サ
ン
タ
西
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く
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横浜神戸

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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。 ※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。

稲垣 潤一 イメージ みなとみらい地区と赤レンガ倉庫

神戸

別府

明石海峡大橋
瀬戸大橋

来島海峡大橋
または因島大橋

●

神戸／横浜ゆったり
ワンナイトクルーズ

瀬戸内海クリスマスクルーズ
～にっぽん丸の贈り物～

豊洲市場

下船後は豊洲市場へ
2018年10月の開場以来話題のスポット、豊洲市
場行きのバスを運行します。この時期は、年末年
始の買い出しにぴったり。広大な敷地には多数
の見どころも点在し大いに賑わいます。東京オリ
ンピックの準備に沸く、東京湾岸エリアの車窓か
らの眺めもお楽しみください。

あいのね
〈フルーティスト＆ピアニスト〉

フルートの林愛実とピアノの兵
頭愛美による女性ユニット。ク
ラシックから昭和歌謡まで“微
笑み演奏スタイル”で注目され
る。CLASSICAL STARS オー
ディション優秀賞受賞。BS-TBS

「日本名曲アルバム」に出演す
るなど多方面で活躍中。

エンターテイナー

2019年  12/22（日） 神戸発 ▲  12/24（火） 神戸着　2泊3日 2019年  12/25（水） 神戸発 ▲  12/26（木） 横浜着　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 102,000円 112,000円 122,000円 174,000円 190,000円 229,000円 244,000円 311,000円 432,000円 87,000円

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 42,000円 46,000円 53,000円 79,000円 88,000円 107,000円 110,000円 147,000円 199,000円 35,000円

TOPICS□食事回数：朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員：2名

日程 寄港地 入港 出港

12/22 日 神戸 17：00

12/23 月 別府 10：00 22：00

12/24 火 神戸 15：00

オリジナルアドベントカレンダー
クルーズタイトルにふさわしく、お持ち帰りのプ
レゼントとして、2020年12月のアドベントカレン
ダーをお渡しします。その他、船内イベントやお
食事などでも、クリスマスの贈り物をもらえるチ
ャンスがありますので、どうぞお楽しみに。

イメージ

稲垣 潤一
〈歌手〉

中学時代から本格的なバンド
活動を始める。高校卒業後、
ライブハウス、ディスコ、米軍
キャンプなど様々な場所でラ
イブ活動をする中、ドラムを叩
きながらのボーカルというス
タイルで注目を浴び、1982年

「雨のリグレット」でデビュー。

エンターテイナー

TOPICS

日程 寄港地 入港 出港

12/25 水 神戸 11：00

12/26 木 横浜 9：00

□食事回数：朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員：2名

にっぽん丸で朝食を
2階「瑞穂」では、焼魚や煮物など伝統的な和食の朝ご
はんに、洋食のビュッフェをご用意。焼き立てパンも自
慢の一品です。6階「春日」では、アメリカンブレックフ
ァスト。お好きな玉子料理、日替わりでフレンチトース
トやパンケーキをお召し上がりいただけます。

にっぽん丸コラム

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。

別府 12/23 月 ● 由布院観光連絡バス 3,800円

● 国宝臼杵石仏と
ふぐ料理の昼食

19,800円
★★

Carol

流
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明石海峡大橋

瀬戸大橋来島海峡大橋
または因島大橋

神戸
坂出

細島
●

●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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。 ※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

1/8 水 神戸 19：00

1/9 木 坂出 8：00 18：00

1/10 金 細島 8：00 17：00

1/11 土 神戸 9：00

日程 寄港地 入港 出港

1/4 土 横浜 19：00

1/5 日 鳥羽 9：00 16：30

1/6 月 高知 8：00 16：00

1/7 火 横浜 15：30

□食事回数：朝3回、昼3回、夕3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、ご了承ください。通船による乗下船は30分〜60分を要します。

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

2020年  1/8（水） 神戸発 ▲  1/11（土） 神戸着　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）

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。

※★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。

奥村 愛
〈ヴァイオリニスト〉

7歳までアムステルダムに在
住。リサイタルやオーケストラ
共演の他、親子向けコンサー
トも積極的に展開。桐朋学園
芸術短期大学非常勤講師。佐
藤製薬のトータルスキンケア
ブランド「エクセルーラ」のイ
メージキャラクター。

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 136,000円 148,000円 167,000円 238,000円 262,000円 320,000円 345,000円 444,000円 627,000円 119,000円

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 152,000円 166,000円 242,000円 266,000円 326,000円 348,000円 449,000円 631,000円 127,000円

鳥羽 1/5 日 ● 初詣  伊勢神宮「内宮」参拝 11,000円
★★

高知 1/6 月 ● ガイドと歩く
室戸ユネスコ世界ジオパーク

12,800円
★★

坂出 1/ 9  木 ● 金刀比羅宮へ初詣 9,000円
★★★

細島 1/10 金 ● 高千穂峡散策と神楽鑑賞 13,800円
★★

●
にっぽんの職人技をめぐる
〜日向編〜

15,800円
★

鳥羽

横浜

高知 ●

●

新春初旅
にっぽん丸クルーズ

京フレンチ「M
モ ト イ

OTOI」
関西の食文化を伝える情報誌『あまから手帖』と
タイアップした毎年人気のクルーズ。今年は京都・
俵屋町に暖簾を掲げるレストラン・MOTOIとご
一緒します。中国料理とフレンチの名店で腕を磨
いた前田シェフが振る舞う、新感覚の京フレンチ
をお召し上がりください。

TOPICS

にっぽん丸オリジナルツアー

2020年  1/4（土） 横浜発 ▲  1/7（火） 横浜着　3泊4日

初春の宝船 にっぽん丸クルーズ
～スペシャルエンターテイメント～

堀内 孝雄 〈歌手〉（乗船区間：横浜～鳥羽）
1949年10月27日、大阪府生まれ。アリスのメ
ンバーとして活躍。ソロとしてもヒット曲を多
数発表。トレードマークの髭と「サンキュー」
で親しまれる。代表曲「冬の稲妻」「遠くで汽
笛を聞きながら」「恋唄綴り」「愛しき日々」。

エンターテイナー

堀内孝雄
スペシャルコンサート

こんにちは、堀内孝雄です。新年早々、大
海原の上で歌い始めができることが今か
ら楽しみです。当日はアリス時代の曲から、
はぐれ刑事純情派の主題歌まで時代を
越えた数々の歌を披露させていただきま
す。一緒に素敵な船旅にしましょう！サン
キュー！

前田 元MOTOI外観
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イメージ（2017年「椿姫」より）©花井智子 名瀬市街と名瀬港

オペラ鑑賞は全席指定です。スイート・デラックスルームのお客様は、
ご乗船日までに優先的に座席をお選びいただきます。ステートルームの
お客様は、乗船時の抽選により、座席指定の順番を決定させていただきます。

橋本 英志
〈演出〉

杉原 直基
〈指揮〉

松浦 健
〈テノール〉
スポレッタ役

松本 薫平
〈テノール〉
カヴァラドッシ役

藤原歌劇団総監督

19 20

見て味て  あまみ
4月25日の停泊中に、船内で「あまみのひろば」を
オープンします。唄う島と呼ばれるこの島の島唄
の演奏や着物の女王と称される伝統工芸品の大
島紬の展示、奄美のソウルフードと言われる鶏飯、
黒糖焼酎などを揃えて「あまみの島時間」をお届
けします。

TOPICS

横浜

那覇

奄美大島（名瀬）●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 ご旅行代金 〈大人お一人様〉 

※グループ3の設定はありません。　※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。 ※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

4/24 金 那覇 17：00

4/25 土 奄美大島（名瀬） 8：00 16：00

4/26 日 終日航海 ─ ─

4/27 月 横浜 9：00

日程 寄港地 入港 出港

1/12 日 横浜 14：00

1/13 月 終日航海 ─ ─

1/14 火 横浜 9：00

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：2名

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名

2020年  4/24（金） 那覇発 ▲  4/27（月） 横浜着　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。

山下 伶
〈クロマチックハーモニカ奏者〉

日本を代表するクロマチック
ハーモニカ奏者の徳永延生氏
に師事。2018年12月19日、3
枚目のメジャーアルバム「Dear 
Darling」を日本コロムビアよ
りリリース。ジャズ専門雑誌
JAZZ JAPAN AWARD2018
制作企画賞受賞。

折江 忠道
〈バリトン〉スカルピア役

第5代藤原歌劇団総監督。ア
レッサンドリア国際コンクー
ル優勝を始め、国内外におい
て主要な役で活躍。日本を
代表するプリモ・バリトン。

野田 ヒロ子
〈ソプラノ〉トスカ役

東京国際声楽コンペティション
優勝、ブダペスト国際声楽コン
クール入賞。藤原歌劇団公演
で数多くの主役を務め高い評
価を得る。藤原歌劇団団員。

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

旅行代金 102,000円 113,000円 123,000円 176,000円 196,000円 227,000円 251,000円 323,000円 441,000円

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 112,000円 123,000円 144,000円 208,000円 241,000円 284,000円 313,000円 341,000円 448,000円 106,000円

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）

奄美大島 4/25 土 ● マングローブカヌー体験 9,800円
アクティブ

● 奄美の楽園
加計呂麻島を訪ねる

15,800円
★

● 田中一村記念美術館見学と
郷土料理「鶏飯」の昼食

13,500円
★

横浜

伊豆大島

神津島

新島

エンターテイナー

「トスカ」あらすじ
1800年頃のローマ。人気絶頂の歌手であるトスカは画家カヴァラドッ
シと恋に落ちていました。そのカヴァラドッシは共和主義者で政治犯
の友人を匿っています。そこに以前からトスカに魅せられ手中に収め
ようと企んでいた警視総監のスカルピアが、カヴァラドッシの処刑を
交換条件にトスカに迫っていくも、スカルピアはトスカに殺されてしま
います。そして……。ストーリーは思いがけない展開で幕となります。

TOPICS

春の那覇・
奄美大島クルーズ

藤原歌劇団とは
藤原義江（1898年〜1976年）を中心とする日本の代表的な歌手とスタッフによって、1934年6
月日比谷公会堂においてプッチーニの「ラ・ボエーム」が上演され、藤原歌劇団が誕生しました。

鶏飯（イメージ）

2020年  1/12（日） 横浜発 ▲  1/14（火） 横浜着　2泊3日

にっぽん丸 新春のオペラクルーズ
～藤原歌劇団 歌劇「トスカ」プッチーニ作曲 原語上演・字幕付～



那覇
基隆

宮古島

　●

　●

那覇

石垣島　● 慶良間諸島

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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、船内でのお支払いとなります。

※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。

宮古島／前浜ビーチ 竹富島

飛んでクルーズ沖縄 Aコース
～宮古島 ・ 台湾～

飛んでクルーズ沖縄 Bコース
～慶良間周遊 ・ 石垣島～

2020年  4/12（日） 那覇発 ▲  4/15（水） 那覇着　3泊4日 2020年  4/15（水） 那覇発 ▲  4/18（土） 那覇着　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 112,000円 128,000円 144,000円 212,000円 242,000円 273,000円 323,000円 414,000円 605,000円 101,000円

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 119,000円 132,000円 152,000円 225,000円 255,000円 286,000円 337,000円 428,000円 632,000円 107,000円

□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2020年4月15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2019年5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。

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□4月16日は慶良間諸島周辺が悪天候の場合、気象・海象条件が良い他の海域を

周遊する場合がございます。
□（那覇）4月15日の乗船時間は19：00の予定です。

日程 寄港地 入港 出港

4/12 日 那覇 17：00

4/13 月 宮古島 9：00 17：00

4/14 火 基隆 7：00 16：00

4/15 水 那覇 13：00

日程 寄港地 入港 出港

4/15 水 那覇 21：00

4/16 木 （慶良間諸島周遊） ─ ─

4/17 金 石垣島 9：00 17：00

4/18 土 那覇 9：00

宮古島事情
宮古島、来間島、伊良部島、下地島、池間島、大
神島、多良間島、水納島の8つの有人島から成る
宮古諸島は、沢山の観光客が訪れる場所です。
長い長い伊良部大橋が開通し、国際空港が誕生
したこの地は今、更に注目されて発展を遂げて
います。

にっぽん丸  美ら海café
船内にオープンする「にっぽん丸 美ら海café」で、
美しい沖縄の海を見ながら、くつろぎのひととき
をお過ごしください。にっぽん丸スタッフおすす
めの沖縄産フルーツを使った「島ジェラート＆カ
フェISOLA」のジェラートや、オリオンビールを
ご用意してお待ちしております。

宮古島／池間大橋 慶良間諸島（イメージ）

池田 卓
〈沖縄民謡歌手〉

沖縄・西表島船浮出身。2000
年にCDデビュー。これまで
に12枚の CDを発表。故郷、
西表島を拠点に、ライブ、音楽
イベントと全国で活動する傍
ら、ラジオパーソナリティーや
講演活動、執筆、声優、俳優な
ど、多方面で活躍中。

平良 こずえ
〈沖縄民謡ポップス唄者〉

作曲家・森正明プロデュース
による「また君に恋してる〜ウ
チナーグチバージョン〜」のリ
リースや沖縄ポップスに琉球
舞踊をアレンジした活動で注
目される。唄と三線、琉球舞
踊によるエンターテイメントシ
ョーをお楽しみください。

エンターテイナー エンターテイナー

TOPICS TOPICS

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金）
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。

※★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。

宮古島 4/13 月 ●
宮古・伊良部・下地・来間の
4島めぐりと紺碧ザ・ヴィラオール
スイートでフレンチの昼食

21,000円
★

基隆 4/14 火 ●「平渓線」乗車と天燈上げ体験
～十分・九份観光～

16,500円
★★

石垣島 4/17 金 ● チャーターボートで行く
日本最南端
波照間島を訪ねる

17,800円
★

● 沖縄の原風景
竹富島と絶景の川平湾

17,000円
★

ミ
ヤ
コ
ブ
ル
ー
っ
て
す
ご
い

と
ま
ら
な
い
幸
せ

にっぽん丸プレミアムツアー
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那覇

国頭村

南大東島
　●

　●

那覇

西表島与那国島
　●　●

ご旅行代金 〈大人お一人様〉 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。 ※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。

国頭村／オクマビーチ 与那国馬とにっぽん丸

飛んでクルーズ沖縄 Cコース
～南大東島 ・ 国頭村～

飛んでクルーズ沖縄 Dコース
～与那国島 ・ 西表島～

2020年  4/18（土） 那覇発 ▲  4/21（火） 那覇着　3泊4日 2020年  4/21（火） 那覇発 ▲  4/24（金） 那覇着　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 119,000円 132,000円 152,000円 225,000円 255,000円 286,000円 337,000円 428,000円 632,000円 107,000円

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 119,000円 132,000円 152,000円 225,000円 255,000円 286,000円 337,000円 428,000円 632,000円 107,000円

□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】【国頭村】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。

□★印は初寄港地です。

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：2名
□【与那国島】【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。

日程 寄港地 入港 出港

4/18 土 那覇 17：00

4/19 日 南大東島 9：00 17：00

4/20 月 国頭村 ★ 9：00 17：00

4/21 火 那覇 9：00

日程 寄港地 入港 出港

4/21 火 那覇 17：00

4/22 水 与那国島 10：30 17：00

4/23 木 西表島 9：00 17：00

4/24 金 那覇 9：00

やんばるダイニングオープン
沖縄本島最北端の村・国頭村の「オクマ プライベ
ートビーチ＆リゾート」のレストランをにっぽん
丸が貸切。ランチビュッフェをお楽しみいただき
ます。昼食の前後は、宝石のように輝く白砂が１
キロメートルも続くオクマビーチでゆったりとし
た至福のひとときをお過ごしください。

西表島 船浮
船浮は船でしかいけない集落。イリオモテヤマネ
コが発見された秘境の地です。山と海の大パノ
ラマを楽しめる楽園、天然の良港としても知られ
ています。木々を抜けて15分ほど歩くイダの浜は、
白い砂浜と青い海が見事な絶景ポイントで、沖
合にはたくさんのサンゴが生息しています。

国頭村／やんばるの森（イメージ） 西表島／イダの浜

平良 こずえ
〈沖縄民謡ポップス唄者〉

作曲家・森正明プロデュース
による「また君に恋してる〜ウ
チナーグチバージョン〜」のリ
リースや沖縄ポップスに琉球
舞踊をアレンジした活動で注
目される。唄と三線、琉球舞
踊によるエンターテイメントシ
ョーをお楽しみください。

池田 卓
〈沖縄民謡歌手〉
（乗船区間：西表島～那覇）

沖縄・西表島船浮出身。2000
年にCDデビュー。これまで
に12枚のCDを発表。故郷、
西表島を拠点に、ライブ、音
楽イベントと全国で活動する
傍ら、ラジオパーソナリティ
ーや講演活動など、多方面で
活躍中。

エンターテイナー エンターテイナー

TOPICS TOPICS

オプショナルツアー（別料金：大人お一人様予定代金） 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。

※★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。

南大東島 4/19 日 ● 南大東村による
観光地送迎 追加代金なし

国頭村 4/20 月 ● ヤンバルクイナの里と
美ら海水族館訪問

16,500円
★★

与那国島 4/22 水 ● 日本最西端
与那国島観光

9,300円
★

西表島 4/23 木 ● マングローブ遊覧と
水牛車に乗って由布島へ

16,500円
★

海
だ
け
じ
ゃ
な
い
沖
縄

一番
西
と
秘
境
の
島
へ

23 24



●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。

※車いすをご利用のお客様に
車いすのご利用に配慮した客室をご用意しております。
（4階2室27m2／入口の扉の幅：80cm／バスタブ付）

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付きで4名様までご利用いただけます。
※備品についての詳細はお問い合わせください。

Suite Room
スイートルーム

Deluxe Room
デラックスルーム

State Room
ステートルーム

6F 5F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） ※

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  

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。

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  

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。

2F

6F 5F

2F

6F 5F

1F

4F 3F

ゲスト
ルーム



Public space
パブリックスペース

メインダイニング 「瑞穂」

グランドバス

オーシャンダイニング 「春日」

ホライズンラウンジ

2F

3F

6F

7F

寿司バー 「潮彩」

プール

ネプチューンバー

スパ＆サロン

ミッドシップバー

6F

7F

5F

7F

6F

スポーツバー ブティック「アンカー」 クリニック オアシスジム

ドルフィンホール

リドテラス

7F 5F 1F 7F
※日本船籍の客船では、法律上チップやコインを
　現金に換金することはできません。

eカフェ＆ライブラリー ラウンジ「海」 カジノラウンジ
「ビギナーズラック」

5F 6F 5F

4F

7F

5F

パブリック
スペース

※船内施設は、一部変更となる場合があります。



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。

泳いだり、自転車に乗ったりと、体力を使うツアーです。

★

★★

★★★

アクティブ

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・
新婚旅行

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、トリプルキャンペーン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。●表紙写真：三好和義（撮影場所：久米島沖）　写真：三好和義、中村風詩人、竹中稔彦、安岡佑輔、野村雄治、（株）杉江写真事務所

各種説明事項

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）

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

デッキプラン

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

にっぽんの
船旅

※船内施設・客室は、一部変更となる場合があります。

※「加熱式タバコ」「電子タバコ」も左記、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

変更となる場合があります。

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 ＞＞＞＞＞＞

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
（にっぽんの船旅、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、
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。

AR動画について

客室（バルコニー含む）及びダイニングルームは全面禁煙です。 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。

2階／スモーキングラウンジ	 4階／プロムナードデッキ後方（灰皿がある場所）
5階／ドルフィンラウンジ後方デッキ	 5階／ネプチューンバー（一部のエリア）

ドルフィンズクラブのご案内

喫煙場所
について

イメージ




