
コンフォートステート（2階・3階）14㎡
スタンダードステート（1階）14㎡※丸窓

スーペリアステート（4階）14～18㎡

ベッド2台（194×84cm）／シャワー／シャ
ワー付きトイレ／テレビ／DVDプレーヤー
／セーフティボックス／湯沸かし電磁サー
バー／冷蔵庫

ベッド2台（194×91cm）／シャワー／シャ

機能性に優れ、シックなインテリアの室内。
客室のシャワーとともに、3階のグランドバスも
ご利用いただけます。

ワー付きトイレ／テレビ／DVDプレーヤー
／セーフティボックス／湯沸かし電磁サー
バー／冷蔵庫

プ ルマンベッド（ 2 段 ベッド上 段・
192×72cm）で3名さままでご利用可能

プルマンベッド

ステートルームで
お得にクルーズ！
ステートルーム限定のお得なプランをご用意しました。
初めてのクルーズをご検討のお客さま、リピーターの
お客さまも、ぜひこの機会にご利用ください！
※詳しくはお問合せください。

※数量限定のため、先着順で承ります。
※一部対象外の客室があります。
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 広々！  ゆったり

Price
OFF!

2021年
6月30日（水）までにお申込みの方

ステートルームにお申込みの方は、

早割
ステート
ルーム限定

得割
ステート
ルーム限定

10,000円引き表示料金より
お1人さま     

お1人さま     追加30,000円で
もう1部屋をお隣にご提供

プレミアムチャータークルーズ
にっぽん丸で紡ぐ10年の物語

2021年9月29日（水）-10月4日（月）

初秋の十勝・八戸・大船渡 6日間

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）三越伊勢丹ニッコウトラベル（以下「当社」といいます）が
旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。契約の内容・条件は、各
コースに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書、出発前
にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）および当社旅行業約款募集型
企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約成立の時期
お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みいただきます。

お申込金は旅行代金の一部として取り扱います。電話などの通信手段に
よるお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から

株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル専属旅行代理店

（2021.5.N/M）
5M

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-4 三越SDビル8階　FAX 03（3274）7939　総合旅行業務取扱管理者 榎本 勝 
03（3274）5272東京本店 国内旅行窓口  営業時間：9：30～17：30（休業日：土・日・祝日）

新宿伊勢丹トラベルサロン  営業時間 10：00～17：30
東京都知事登録旅行業者代理業第11316号　総合旅行業務取扱管理者 久保寺 祐輔
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1  伊勢丹新宿店 本館6階 

日本橋三越トラベルサロン  営業時間 10：00～19：00
東京都知事登録旅行業者代理業第11316号　総合旅行業務取扱管理者 徳田 智香
〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1  日本橋三越本店 新館7階

大阪支店   　06（6344）1111  営業時間 9：30～17：30（休業日：土・日・祝日）
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11  大阪駅前第4ビル10階
FAX 06（6344）0895　総合旅行業務取扱管理者 武智 義寛

名古屋三越トラベルサロン 052（252）1220  営業時間 10：00～17：30
愛知県知事登録旅行業者代理業第209号　総合旅行業務取扱管理者 幅 宏一郎
〒460-8669 愛知県名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越8階 （休業日：土・日・祝日）
FAX 052（252）1208

観光庁長官登録旅行業第1987号／日本旅行業協会正会員　ホームページhttps://www.min-travel.co.jp

総合旅行業務取扱管理者とは､お客さま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､ご遠慮なく総合旅行業取扱管理者にお尋ねください｡

1.（株）三越伊勢丹ニッコウトラベルおよび三越伊勢丹グループ各社（以下「当社および当社グループ」といいます）は、旅行お申込みの際に提出されたお申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡の
ために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関など（主要な運送・宿泊機関などについては各スケジュール表に記載されています）の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領の
ために必要な範囲内で利用させていただきます。※このほか、当社および当社グループでは、①当社および当社グループの商品やサービス、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提供のお願い、③特典サービスの提供、
④統計資料の作成に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがございます。2.当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、eメールアドレス、商品購入履歴、その他共同利用することに
ついてお客さまから同意を得た個人情報を、当社グループ企業との間で共同利用させていただきます。尚、当社グループ企業の名称、共同利用する個人情報の利用目的、お問合せ先は当社ホームページ（https://www.min-travel.co.jp）の
個人情報保護方針についてをご参照ください。

個人情報保護方針について

●小学生以下のお子さまはご参加いただけません。また、未成年のお客さまだけでのご参加はお受けできません。　●本パンフレットに掲載の写真はすべてイメージです。寄港地の写真はオプショナルツアー
（別料金）・自由行動でお楽しみいただける場所も含まれております。　●記載されたスケジュール・寄港地・出入港時間・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。　●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
乗船はできません。　●記載のオプショナルツアー、エンターテインメント、イベント内容は予告なく変更される場合がございます。　●客室内は全面禁煙です。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。また、オプショナル
ツアーのバス車内も禁煙となります。　●1名さま1室利用客室は室数限定となりますので、お早めにお申込みください。

お申込み時の注意事項とご案内

（株）三越伊勢丹ニッコウトラベル 旅行条件書（国内要約） お申込みの際には、必ず別途お渡しする詳細旅行条件書（全文）をお受け取りください 

旅行代金の  10％
旅行代金の  20％
旅行代金の  30％
旅行代金の  40％
旅行代金の  50％
旅行代金の 100％

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって 

◎90日前から61日前まで
◎60日前から31日前まで
◎30日前から21日前まで
◎20日前から3日前まで

◎出港予定日の前々日、前日、当日（出港後を除く）
◎出港後または無連絡不参加

お取り消しの時期 取消料（お1人さま）

起算して3日以内にお申込金のお支払いをしていただきます。旅行契約は
当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立します。
●旅行条件・旅行代金の基準
※この旅行条件は2021年4月1日を基準としています。また、旅行代金は
2021年4月1日現在有効なものとして公示されている運賃・適用規則を
基準として算出しています。
●旅行代金に含まれるもの（一部例示）
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税など
諸税・サービス料金および特に明示したその他の費用、添乗員同行
コースの添乗員同行経費など。
●旅行代金に含まれないもの（一部例示）
クリーニング代、電報電話料、追加飲食費など個人的性質の諸費用
およびそれに伴う税・サービス料。傷害、疾病に関する医療費、オプショ
ナルツアー料金など。

旅行企画・実施

旅行代金（お1人さま）
旅行代金の20％以上旅行代金まで申込金

●取消料　※チャータークルーズにつき、通常の取消料とは異なります
のでご注意ください。
旅行契約成立後、お客さまの都合で契約を解除される時は、次の金額を
取消料として申し受けます。

※新型コロナウイルス感染症予防に伴う対応として、参加人数に上限を設けています。また、乗務員・一部同行する当社社
員は出発前に体温計測とマスクの着用、問診を実施し、健康確認に万全を期しています。詳しくは、別紙をご確認ください。

本パンフレットに掲載のツアーは国内旅行傷害保険付きです。詳しく
はお電話でお問合せいただくか、当社ホームページをご覧ください。

取扱店

Se
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ei-
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p

Ryori Daigongen Konjiki-do
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特別な思いをこめて

10年目の航海へ

前身の三越トラベル、三越伊勢丹旅行から数えて三越伊勢丹ニッコウトラベル

「にっぽん丸チャータークルーズ」は、今年で10年目を迎えます。

これもひとえに、旅を愛してくださるお客さまのお心があってのこと。

この節目の年に感謝の気持ちを込めて、

10年目にふさわしい特別な航海をお届けします。

今回は、初秋の爽やかな風に乗って航路を北へ。

大地の恵みを豊かに育む十勝、日本有数のエネルギッシュな港 八戸、

そこに住む人々の温かさにふれる大船渡。

寄港地それぞれの魅力を存分に楽しみながら

船内での食やエンターテインメントにも趣向を凝らし

お客さまとともに、10年目の航海を胸に刻みたいと思っています。

ぜひこの機会に、「にっぽん丸チャータークルーズ」をご体感ください。

この物語のハイライトは
夜空を彩る花火
記念すべき10年目の航海を飾るのは

船上から見上げる花火です。

夜空に開く大輪の花火は、いつの時代も人々を癒し、

笑顔にしてきました。

花火に10年目の感謝や旅の思い出など

さまざまな思いを込めて打ち上げます。

にっぽん丸という海上の特等席で

一夜限りの花火をお楽しみください。

大船渡港

チャーターだから
実現できる 
快適で楽しい船旅へ

Di
nnert ime

Tour Desk

Original

Ro

ut e

もうひとつの「10」への思い
2年ぶりの「にっぽん丸チャータークルーズ」の企画にあたり私たちの心に
灯ったのは、東日本大震災から10年目という、もうひとつの「10」でした。
あの日が来るまでの何気ない普通の日々。そしてあの日があってから、
新たに歩みはじめた日々。それでも変わらず港で船を出迎えてくれた人々の
温かさに胸を打たれたことがきっかけとなり、今回の航路を決めました。

夕食は1回制で

船内の2カ所のレストランを使用し、
皆さまが同じ時間にお召しあがりい
ただけるよう配慮しています。

ツアーデスクには添乗員が常駐

「ツアーデスク」には当社の添乗員が常駐
し、乗船中や観光、その他旅に関する
すべてのご相談を承ります。

毎日繰り広げられる多彩な
エンターテインメントと船内イベント

Ent
ertainment Or

iginal Events

オリジナルルートと寄港地観光

当社添乗員が考え、構成したオリジナル
ルートです。また、寄港地でのオプショナル
観光も当社独自のものです。

最大定員532名のにっぽん丸ですが、
今回の乗船は250名さままで。ゆとり
ある空間で快適にお過ごしください。

532250

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

密集を防ぐため、
ご参加人数は250名限定

夜、日替わりゲストによる豪華なショーを開催。また、
三越カルチャーサロン講師によるウォーキング講座や
絵画など船内イベントもお気軽にご参加いただけます。

32
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世界遺産中尊寺を訪れるツアーでは、毛越寺と合わせて拝観します。三陸鉄道の震災学習
列車や、東日本大震災津波伝承館など東日本大震災を振り返り学ぶツアーをご用意しました。

岩手（大船渡港）

船内で縁日デッキでの早朝ヨガ風景

船内イベント
船内では、さまざまな催し物をご用意。三越カル
チャーサロンの講師によるウォーキングやヨガ、
絵画などのプログラムもございます。スケジュール表
をお渡ししますので、お好みに合わせてご参加くだ
さい。（一部有料のプログラムもございます）

※

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
は
別
料
金
で
す
。

詳
細
は
8
月
中
旬
頃
に
ご
案
内
し
ま
す
。

雄大な自然を望む景勝地 
襟裳岬

NHK連続テレビ小説『なつぞら』
ゆかりの地めぐり

世界遺産 中尊寺×毛越寺 三陸鉄道リアス線
貸切運行「震災学習列車」

碁石海岸と
東日本大震災津波伝承館

会場のドルフィンホール

毎夜繰り広げられる
エンターテインメントショー
毎夜ゲストを迎えての華やかなステージは、当社チャータークルーズ
ならでは。ディナーのあとのお楽しみに、どうぞお出かけください。

S
H
O
W

全国でも有数の水揚げ量を誇る八戸港。新鮮な魚介類などを堪能できる八食センターで食べ
歩きはいかがでしょう。または、十和田まで足を延ばして十和田市現代美術館で現代アートにふれる
ツアーや、奥入瀬の流れを見ながらの散策を楽しむなどお好みのツアーをお選びください。　

青森（八戸港）

ガーデン街道 秋の庭園めぐり

船
内
の
お
楽
し
み

EVENTS

Tours

十和田市現代美術館
現代アート

奥入瀬渓流・十和田湖散策八食センターで食べ歩き

北海道（十勝港）
本州よりもひと足早く山々が美しく彩られる秋の北海道。ガーデン街道の庭園めぐりや景勝地襟
裳岬など初秋を満喫するツアーをご用意します。また、十勝が舞台のNHK連続テレビ小説『なつ
ぞら』ゆかりの地に行くツアーも。短い秋に凝縮された北海道の魅力をめぐります。

港
か
ら
観
光
地
へ 

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー

2 3

2 3

1 2 3

1

（イメージ）

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

お食事の時間にもショーの続きを。
にっぽん丸が誇る「食」にフォーカス。
船内キッチンのバーチャルツアーや専
属シェフのデモンストレーション、普段
は聞けないトークなど、お食事時間の
新しいスタイルをお届けします。
（クルーズ中、1回実施）

にっぽん丸SHOWCASE

“食のにっぽん丸”の本領発揮！
寄港地の食材でつくるオリジナルメニュー
船上という特殊な空間ながら、にっぽん丸の食事は「おい
しい」と大好評。専属シェフが、寄港地で仕入れた食材で、
このクルーズのために特別におつくりしたオリジナルメ
ニュー。今回はご好評のパンにも一層力を入れて、多彩な
種類をご用意します。

新鮮な魚介類 ファンも多いにっぽん丸の自家製パン

cuisine

シェフの手元をスクリ
ーン

で
観
る

夕食は「洋食」「和食」の
コース料理を日替わりでご用意

1969年『夜明けのスキャット』でデビュー。ほかにも『手紙』『恋文』
など数々のヒット曲を持つ。1983年に出演した映画『家族ゲーム』
では、毎日映画コンクールの女優助演賞受賞。また、1986年より姉、
安田祥子と美しい日本の歌を次世代に歌い継ぎたいと活動を続け、
今年で35年目を迎える。2011年秋アメリカのジャズオーケストラ
Pink Martiniとのコラボレーションアルバム『1969』をリリース。
世界的なヒットとなる。2019年、由紀さおりとしてデビュー満50周年
を迎えた。2012年秋、紫綬褒章受章。2019年11月、旭日章綬章授章。

2002年メジャーデビュー。BS朝日「人生、歌がある」
やBSテレ東「徳光和夫の名曲にっぽん」などに出演。
また、CM、映画音楽、NHKラジオレギュラー出演
など幅広く活躍中。

9/30（木）

9/29（水）

10/1（金）

10/2（土）
由紀さおり  コンサート

ベイビー・ブー 名曲コンサート

歴史もの新作落語を得意とする桂竹丸に入門。
2015年二ツ目昇進。新宿の末広亭や浅草の
演芸ホールなど全国各地の落語会に出演する。

桂竹千代 落語会

白藤ひかり、武田佳泉の2人によって結成された
本格派津軽三味線デュオ。演奏曲目は民謡からPOP
調・ロック調を取り入れたオリジナル曲まで幅広い。

輝＆輝 津軽三味線コンサート

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

1 （イメージ）

54

八食センター 十和田市現代美術館 奥入瀬渓流

真鍋庭園 景勝地襟裳岬 神田日勝記念美術館

中尊寺 三陸鉄道リアス線 穴通磯
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十勝港

大船渡港

八戸港

横浜港

スイートルーム
［各部屋ブローバス・シャワートイレ付き］

インターネットの利用が可能なeカフェが
加わり、寛ぎやすさと過ごしやすさがアップ。
また、フルーツジュースや上質なコーヒー、紅茶
などをご用意します。

eカフェ＆ライブラリー
各種ウイスキーを豊富に揃えた落ち着いた雰囲
気のバー。バーテンダーが腕を振るうにっぽん丸
オリジナルカクテルやドラフトコーヒー（泡立て
たコーヒー）を使ったカクテルもおすすめです。

ホライズンバー
３階船尾に位置する展望浴場。御影石の浴槽
に浸かりながら、大海原を一望できます。広い
湯船で手足を伸ばし、旅の疲れをゆったり
癒していただけます。サウナも完備。

グランドバス

デラックスルーム
［各部屋バス・シャワートイレ付き］

ステートルーム
［各部屋シャワー・シャワートイレ付き］

海の豊穣を描いた信楽製陶板画が一際目を
引くメインダイニング。バラエティ豊かなお食
事ときめ細やかなサービスが特徴です。

メインダイニング「瑞穂」
食へのこだわりを追求した開放感あふれる
ダイニング。夕食はスイートルーム、デラックス
ルームのお客さまの優先ダイニングとなり
ます。※朝食・昼食は客室タイプに関わらずご利
用いただけます。

オーシャンダイニング「春日」
プールサイドの明るいテラス。にっぽん丸なら
ではの軽食メニューやお飲み物をご用意して
います。特にGODIVAの「ショコリキサー」は
おすすめです。

リドテラス

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付きで4名さまでご利用いただけます。 ※備品についての詳細はお問合せください。
※当客室はスーペリアステートと同料金です。

レストラン・テラス

客室

グランドスイート
［６階・２室］79㎡（バルコニー付き）

ビスタスイート
［６階・４室］37㎡～46㎡（バルコニー付き）
［５階・２室］42㎡（バルコニー付き）

オーシャンビュースイート
［５階・２室］33㎡

ジュニアスイート
［６階・３室］・31㎡（バルコニー付き）

オーシャンビュースイート

デラックスベランダ
［５階・14室］24㎡（バルコニー付き）

デラックスツイン
［５階・２室］19㎡

デラックスシングル
［５階・6室］13㎡

デラックスベランダ

スーペリアステート
［４階・42室］14㎡
［２階・８室］16㎡～18㎡

コンフォートステート
［3階・80室］14㎡
［2階・17室］14㎡

スタンダードステート
［1階・18室］14㎡（丸窓）

車椅子専用ルーム   ［４階・２室］27㎡（バス・トイレ付き）／入口の扉の幅：80cm

スーペリアステート

※プルマンベッドで
3名さままで
利用可能です。

●添乗員：同行いたします　  ●最少催行人員：2名 ●食事：朝5回、昼5回、夕5回 
●宿泊：客船「にっぽん丸」

※スイートルーム、デラックスルームのお客さまのご夕食は、専用ダイニングにてご用意いた
します。また、夜のエンターテインメントのお席を指定鑑賞エリアにてご用意いたします。
※スイート、デラックスルームにつきましては、お部屋の数に限りがあるため、デラックス
シングル以外は1名さま利用の旅行代金は記載しておりません。
※トリプルプラン（3名さま1室）はプルマンベッドのご利用となります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止、気象、海象、その他の事情（寄港地
の受入状況など）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。
※花火は天候など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。

※別紙をご用意しておりますので、詳細はお問合せください。

2021年 9月29日（水） コース番号 DCN368

出発日

プレミアムチャータークルーズ
にっぽん丸で紡ぐ10年の物語
初秋の十勝・八戸・大船渡 6日間

1,070,000円

618,000円
538,000円
448,000円

1,850,000円
1,570,000円
1,450,000円
1,320,000円

1,070,000円
928,000円
518,000円
458,000円
388,000円

1名さま1室客室タイプ

お1人さま追加代金
各地、日本橋三越本店出発（別料金）

2名さま1室
グランドスイート （約79㎡）
ビスタスイート （約37～46㎡）
オーションビュースイート （約33㎡）
ジュニアスイート （約31㎡）
デラックスシングル （約13㎡）
デラックスベランダ （約24㎡）
デラックスツイン （約19㎡）
スーペリアステート （約14～27㎡）
コンフォートステート （約14㎡）
スタンダードステート （約14㎡）

スイート
ルーム

デラックス
ルーム

ステート
ルーム

318,000円

398,000円

スペシャルプラン

トリプルプラン（コンフォートステート 3名さま1室利用）

30,000円

20,000円

16,800円

発着地

札幌・福岡発着 （往復航空券、羽田空港～横浜港送迎付）

名古屋・仙台発着
（往復JR券、新横浜駅または東京駅～横浜港送迎付）

日本橋三越本店 （往路送り、昼食付）

船
内
の
ご
案
内

ROUTE MAP

START & GOAL POINT

■スケジュール表について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レディースプラン（コンフォートステート 女性2名さま1室利用）

SHIP DATA

2020年リニューアルの施設 展望浴場

早割 得割

※eカフェのみ有料 ※有料
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［7階］ホライズンバー／プール／オアシスジム／スパ＆サロン／リドテラス　
［6階］オーシャンダイニング「春日」／寿司バー「潮彩」／マーメイドシアター　
［5階］ブティック 「アンカー」／eカフェ＆ライブラリー  ［4階・5階］ドルフィンホール　
［3階］グランドバス　［2階］メインダイニング「瑞穂」　［1階］クリニック ほか

※船内施設は、諸事情によりご利用いただけない場合がございます。　※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。

▪総トン数：22,472トン
▪全長：166.6m
▪全幅：24.0m
　

日中は観光中と同様のカジュア
ルな服装でお過ごしください。
乗船中、セミフォーマルは２回
予定しております。
クルーズならではのおしゃれを
お楽しみください。

館内施設

（イメージ） （イメージ）

横浜港〈にっぽん丸に乗船〉・出航（17：00）ベイブリッジをくぐり
大海原が広がる航海へ・ウェルカムパーティー開催
※夕食は、にっぽん丸自慢のフルコースディナーをお召しあがりください。
［夜］ベイビー・ブー 名曲コンサート
　　終日航海
［昼］船内で行われる多彩なイベントをお楽しみください。
［夜］由紀さおり コンサート
　　十勝港（8：00入港／18：00出港）
［昼］　　　　　  寄港地観光をご用意しております。
　　（例）ガーデン街道 秋の真鍋庭園など
［夜］桂竹千代 落語会
　　八戸港（8：00入港／18：00出港）
［昼］　　　　　  寄港地観光をご用意しております。
　　（例）十和田市現代美術館など
［夜］輝＆輝 津軽三味線コンサート
　　大船渡港（8：00入港／19：00出港）
［昼］　　　　　  寄港地観光をご用意しております。
　　（例）三陸鉄道リアス線貸切運行など
［夜］船内で縁日などのイベントを予定しております。

　　横浜港（15：30入港）

スケジュール

／／ 夕

昼朝 ／

日程

（船中泊）

（船中泊） 昼朝 夕

（船中泊） 昼朝 夕

（船中泊） 昼朝 夕

（船中泊） 昼朝 夕

オプション／有料

オプション／有料

オプション／有料
お1人さま旅行代金

ドレスコードについて

▪喫水：6.6m
▪主機関：ディーゼル10,450馬力×2　
▪船客定員：203室532名（最大）　

にっぽん丸

　ご乗船中、いずれかの港で
　皆さまだけのプライベート花火をご覧いただきます。
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十和田湖

真鍋庭園

毛越寺 開山堂

どこ
で打ち上げるかはお楽しみ

9/29
（水）

9/30
（木）

10/1
（金）

10/2
（土）

10/3
（日）

10/4
（月）

横浜  ベイブリッ
ジ

移動のスタイル 船　
　　：朝食　　：昼食　　：夕食　　：食事なし／朝 昼 夕食事マークのご案内

（イメージ）
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