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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　八木希理子本社営業所 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

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6階

総合旅行業務取扱管理者　中町芳美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　杉田清香名古屋支店 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：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。

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･アメリカ
ESTA申請料金・渡航手続き取り扱い料金）。
●燃油サーチャージは2018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：ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ）。

■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（海外安全相
談班担当）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：http://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
5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。



みなさまの想いを
かなえる豊穣のクルーズ
「あの絶景を見てみたい」

「いつまでも胸に残る旅をしてみたい」

「たおやかな時に身をゆだねたい」

「大切な人と感動を分かち合いたい」…。

にっぽん丸は、こうしたお客様の想いを乗せて出港します。

船内で待っているのは、寄港地の食材を使ったお食事、

華やかなエンターテイメント、そして、心通うおもてなし。

おひとりおひとりの願いをかなえ、人生に豊かな恵みをもたらすクルーズで、

特別な休日をお過ごしください。

イメージ



Dining
旬の食材や伝統の味を、
おもてなしの心と笑顔と
ともにお届けしますメインダイニング「瑞穂」

船内の左右を突き抜けた広々としたメインダイニングです。
目をひく壁画は「海の豊穣」を描いた信楽製大陶板画。12
星座をあしらった天井の照明も、華やぎを醸し出しています。
アットホームなおもてなしのもと、旬の食材や海の幸を活か
した料理をお楽しみください。

2F

オーシャンダイニング「春日」
特製ローストビーフが名物のプレミアム感あふれるダイニングです。
「日本の四季」をテーマに、花々をモチーフにしたインテリアと、ゆと
りあるテーブルの配置が上質な空間を演出。紺碧の大海原を眺め
ながら、にっぽん丸の醍醐味のひとつである食事を味わえます。

6F

※写真はすべてイメージです。



Originality

※写真はすべてイメージです。

幾多の「極上」が、
大人の船旅に豊かな
彩りを添えます

クルーズの
魅力

花火
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。

食
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。

観光
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。

シーズン
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。

※本パンフレット掲載のクルーズでは、
　設定がありません。

島
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。

エンターテイメント
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。

カジュアル
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。

祭
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。



12月

1月

3月

4月

10月

クルーズスケジュール

 10月15日 月 5日間 飛んでクルーズ九州 Aコース ～九州の自然・文化～ P 9

 10月19日 金 4日間 飛んでクルーズ九州 Bコース ～九州の絶景～ P10

 10月22日 月 2日間 秋の瀬戸内海ワンナイトクルーズ P11

 12月14日 金 2日間 サンタクルーズ東京／横浜 P13

 12月15日 土 4日間 熱海花火と冬の味覚クリスマスクルーズ P12

 12月19日 水 2日間 サンタクルーズ横浜／名古屋 P13

 12月20日 木 2日間 サンタクルーズ名古屋／神戸 P13

 12月21日 金 2日間 サンタクルーズ神戸 P14

  12月22日 土 3日間 別府花火と瀬戸内海クリスマスクルーズ P15

 12月25日 火 2日間 神戸／横浜 C to Sea クルーズ P16

 12月26日 水 9日間 ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ P 5

1 月 4 日 金 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～ P17

 1 月 8 日 火 4日間 新春初旅 にっぽん丸クルーズ P18

 1 月12日 土 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～

P19

 3 月 7 日 木 4日間 にっぽん丸で航く 熊野古道プレミアム P20

 3 月10日 日 3日間 にっぽん丸 ネイチャークルーズ ～鳥島周遊～ P21

3 月12日 火 2日間 横浜／名古屋ワンナイトクルーズ P22

 3 月13日 水 3日間 名古屋発着 八丈島クルーズ P23

3 月20日 水 2日間 名古屋／神戸ワンナイトクルーズ P24

 4 月 7 日 日 4日間 春の屋久島・徳之島・沖縄クルーズ P25

 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～ P27

 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～ P27

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～ P27

 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～ P28

4 月22日 月 4日間 春の那覇・奄美大島クルーズ P26

 4 月25日 木 12日間 ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ P 7 イメージ
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エンターテイナー （一部抜粋・順不同）

歌手

堀内 孝雄
（乗船区間：横浜〜鳥羽）

女優

藤原 紀香
（乗船区間：横浜〜糸島）

京フレンチ「MOTOI」

前田 元
ソプラノ歌手

野田 ヒロ子

ヒーリングシンガー

MINEHAHA

歌手

石嶺 聡子
作曲家・ピアニスト

平原 誠之

テノール歌手

秋川 雅史
（停泊中：新宮）

歌手

松崎 しげる
（乗船区間：久慈〜横浜）

ヴァイオリニスト

奥村 愛
シンガー・ソングライター＆ピアニスト

村上 ゆき

シンガーソングライター

永井 龍雲

歌手

ささき いさお
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。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」。

兵庫県出身。俳優、声優、司会業の他、京都
国立博物館文化大使、赤十字広報特使を長
年務め、自身のNPO「Smile Please☆世界こ
ども基金」を立ち上げると共に愛用品を集め
た心とカラダの美容情報サイト“紀香バディ！
コム”も運営。

1976年、京都生まれ。現リーガロイヤルホ
テル京都にて10年にわたり中華料理を極
めた後、フレンチを学ぶため渡仏。帰国後、
数々の銘店で腕を磨き、2012年「Restaurant 
MOTOI」をオープン。

東京音楽大学卒業、同大学研究科修了。
東京国際声楽コンペティション優勝を始め
受賞歴多数。ハンガリー国立劇場で「ラ・ボ
エーム」のミミ役でオペラデビュー以後、海
外で活躍する。藤原歌劇団公演では「椿姫」

「仮面舞踏会」など多数主役にて高い評価を
得ている。藤原歌劇団団員。

3歳からピアノを習い、8歳で合唱団に入団。
音楽の基礎をフェリス女学院短期大学音楽
科声楽専攻で学ぶ。スタジオミュージシャン
として活躍中、著名な歌手のバックコーラス
や3000曲以上のCMソングを歌い「CMの女
王」としての地位を築く。

沖縄県那覇市出身。J-POPや洋楽など様々
な音楽が溢れる家庭に育つ。長崎歌謡祭の
グランプリ受賞を機に1994年デビュー。3枚
目のシングル「花」が大ヒットし、第46回NHK
紅白歌合戦に出場。その後、制作、ライブ、
CMソング等中心に活動。豊かな表現力で
新たな音楽性を発信、進化し続けている。

伊勢神宮、石清水八幡宮、聖徳宗 中宮寺、
創建・開闢以来初のピアノ演奏者である。
浅田次郎原作の最新映画「輪違屋糸里」（公
開日未定）の全音楽の作曲を手掛ける。現
在、国内外でコンサート、作曲活動を行って
いる。

国立音楽大学・同大学院にて中村健氏の指
導を受けたあと、４年間イタリアのパルマに
てデリオ・ポレンギ氏に師事。帰国後ソリス
トとして数々のコンサートに出演。2014年8
月新国立劇場オペラパレスにてオペラ「カル
メン」ドン・ホセ役で出演。

1970年デビュー。1977年「愛のメモリー」で日
本レコード大賞歌唱賞受賞。国内外、数々
の音楽祭で受賞の実績を持つ実力派であ
り、年間数多くのステージをこなし「ディナー
ショーキング」の異名を持つエンターテイ
ナーである。

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。2017年デビュー15周年を迎えた。

武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。たおやかで
透きとおった歌声やことばの発音の美しさ
から“ヘブンズ・ボイス”と称される。アーティ
ストへの楽曲提供や、数多くのCMを担当。
ポップスやジャズ、そして故郷筑豊をテーマ
にしたオリジナル楽曲も加えてお届けいたし
ます。

代表曲は「道標ない旅」「想い」「つまさき坂」
「星月夜」「ルリカケス」など。文学的な詩の
世界と叙情的で心に染み入るメロディが特徴
的。五木ひろし「暖簾」他、多くのアーティス
トに作品を提供し作家としても活動中。

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歌手デビュー。ア
ニメ「宇宙戦艦ヤマト」、「銀河鉄道999」など
数々のアニメ・特撮作品主題歌を歌い、「アニ
メソング界の大王」の異名を持つ。

桐朋学園芸術短期大学音楽専攻（フルート）
卒業。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。2014年第34
回FIHジャパンコンテスト総合グランプリ受
賞。2016年7月20日メジャーデビュー、2017
年11月29日セカンドメジャーアルバム「Candid 
Colors」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〜ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ

新春初旅 にっぽん丸クルーズ
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〜

サンタクルーズ神戸
別府花火と瀬戸内海クリスマスクルーズ

飛んでクルーズ沖縄 （C・D コース）横浜／名古屋ワンナイトクルーズ

にっぽん丸で航く 熊野古道プレミアムゴールデンウィーク 日本一周クルーズ

新春初旅 にっぽん丸クルーズ飛んでクルーズ九州 Bコース 〜九州の絶景〜

飛んでクルーズ九州 Aコース 〜九州の自然・文化〜

名古屋発着 八丈島クルーズ名古屋／神戸ワンナイトクルーズ
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歌手

辛島 美登里
（クリスマスクルーズ乗船区間：横浜〜熱海）

サクソフォーン奏者

MALTA

1990年「サイレント・イヴ」が大ヒット、1995年
に「愛すること」で第37回日本レコード大賞作
詞賞を受賞。2018年4月札幌を皮切りに各地
でツアーを開催。また、8月には夕涼みコンサー
ト、12月には今年で20回目となるクリスマスシ
ンフォニックコンサートを開催。

1973年に東京藝術大学音楽学部器楽科卒
業後、バークリー音楽大学に留学。同校で
教鞭をとる。その後ボストンからニューヨーク
に進出。一流ミュージシャンと共演後、名門
ライオネル・ハンプトン楽団のコンサートマス
ターに就任。世界を舞台に活躍。1983年に
帰国し日本デビュー。

サンタクルーズ東京／横浜
熱海花火と冬の味覚クリスマスクルーズ サンタクルーズ横浜／名古屋



 【グアム】 12月30日日
市街地行き連絡バス
追加代金なし

リゾートホテルで過ごすグアム
★   US$250

ポリネシアン・ディナーショー
★   US$150

グアム半日観光
★   US$98

 【サイパン】 12月31日月
市街地行き連絡バス
追加代金なし

白砂の小島
マニャガハ島を訪ねる
★   US$155

サブマリンで海中散歩
★   US$150

サイパン歴史探訪
★★   US$130

サイパン半日観光
★   US$90

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月26日水 横浜 — 17:00

12月27日木 終日航海 — —

12月28日金 終日航海 — —

12月29日土 終日航海 — —

12月30日日 グアム 07:00 21：00

12月31日月 サイパン 07:00 16：00

 1 月 1 日火 終日航海 — —

 1 月 2 日水 終日航海 — —

 1 月 3 日木 横浜 16:30 —

□食事回数 ： 朝8回、昼8回、夕8回　□最少催行人員 ： 2名
□有効期間が2019年3月30日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□アメリカ、北マリアナ諸島の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）。
□日本国籍の場合、アメリカESTA（米国電子渡航認証システム）への登録が必要です。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。
□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・アメリカESTAが必要

な場合の取得費用は除きます）。
□渡航条件は2018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。

■ スケジュール ■  エンターテイナー
年末のグアム・サイパン
グアム・サイパンは年間を通して平均気温が約27℃と高い常夏の島です。
12月は乾季にあたり、湿度も低く、晴れた日が続きます。水温も高めで
爽やかなビーチリゾートを満喫していただけます。

にっぽん丸の鏡餅
お正月の定番飾り「鏡餅」。お餅を大小2つ重ねることには、
福徳が重なる意味が込められ、縁起が良いと
されています。皆様の新しい一年が良い年とな
るよう、お部屋に1つオリジナルの鏡餅をご用
意します。

ニューイヤー
グアム・サイパン
クルーズ

２０18年12月26日水 横浜発 ＞＞＞
２０19年    1月  3日木 横浜着　9日間

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 368,000円

コンフォートステート 398,000円

スーペリアステート 428,000円

デラックスツイン 630,000円

デラックスベランダ 690,000円

デラックスシングル 840,000円

ジュニアスイート 910,000円

ビスタスイート 1,160,000円

グランドスイート 1,640,000円

コンフォートステート 328,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

グアム／タモンビーチ おせち料理（イメージ） 餅つき大会（イメージ）

操舵室初詣（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

ニューオペラ・
星組

【 オペラユニット 】

世界で活躍する美人ソプラ
ノ柴田紗貴子、若手 No.1
バリトン大島嘉仁、実力派
ピアニスト巨瀬励起、美し
い2名の弦楽奏者によるパ
フォーマンスをお楽しみくだ
さい。

イメージ

横浜

サイパン

グアム

■  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。
※ 本クルーズのオプショナルツアー代金は、商船三井客船（株）で定めるレートで換算し、日本円でお

支払いいただきます。
※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込方

法は別途ご案内します。

●本プランは、「ニューイヤー グアム・
サイパンクルーズ」にお申込みの方が
対象です。

●本プランは「ニューイヤー グアム・サ
イパンクルーズ」（5 〜 6 ページ）と

「神戸／横浜 C to Sea 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。

●「ニューイヤー グアム・サイパンクルー
ズ」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（水）横浜停泊中は昼食
をご用意します。

● 12 月 26 日（水）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（火）〜12 月 26 日（水）
は 1 つの募集型企画旅行になります。

12月25日［火］神戸港からの「前のりプラン」があります  前のり

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 32,000円
コンフォートステート 36,000円
スーペリアステート 42,000円
デラックスツイン 62,000円
デラックスベランダ 69,000円
デラックスシングル 84,000円
ジュニアスイート 86,000円
ビスタスイート 115,000円
グランドスイート 156,000円
コンフォートステート 27,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 前のり

SAMURAI
J BAND

【 和楽器バンド 】

伝統的な音楽の伝承だ
けでなく和楽器の持つ独
特な音色や響きを世界に
伝えるべく結成。音楽の
ジャンル・国境・人種…あ
らゆる境界線を持たない
BORDERLESSな活動を目
指し躍進中。

柴田 紗貴子
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 【糸島】 4月27日土
糸島半日観光
★   6,800円

 【境港】 4月28日日
にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽんの食文化を訪ねる
～宍道湖のしじみと松江茶～
★   10,000円

 【伊根】 4月29日月
伊根の舟屋めぐり遊覧船
★   7,500円

 【七尾】 4月30日火
地元の食とお酒を楽しむ
～七尾編～
★   13,000円

 【佐渡島】 5月1日水
佐渡の伝統芸能鑑賞とたらい舟体験
★   13,000円

 【函館】 5月2日木
函館山トレッキング
トレッキング   6,000円

 【根室】 5月3日金
水芭蕉咲く霧多布湿原と
日本の本土最東端 納沙布岬
★   16,000円

 【久慈】 5月4日土
三陸鉄道に乗車
★   17,000円

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月25日木 横浜 — 17:00

4月26日金 終日航海 — —

4月27日土 糸島★  08：00 17：00

4月28日日 境港 08：00 17：00

4月29日月 伊根  08：00 17：00

4月30日火 七尾 08:00 17:00

5月 1 日水 佐渡島★（小木）  08:00 17：00

5月 2 日木 函館 10:00 17：00

5月 3 日金 根室
（花咲）

10:00 17：00

5月 4 日土 久慈 09:30 17：00

5月 5 日日 終日航海 — —

5月 6 日月 横浜 09:00 —

ゴールデンウィーク
日本一周
クルーズ

２０19年

4月25日木 横浜発 ＞＞ 5月  6日月 横浜着  12日間
4月25日木 横浜発 ＞＞ 4月30日火 七尾着    6日間
4月30日火 七尾発 ＞＞ 5月  6日月 横浜着    7日間

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 549,000円 250,000円 300,000円

コンフォートステート 605,000円 275,000円 330,000円

スーペリアステート 669,000円 305,000円 365,000円

デラックスツイン 879,000円 400,000円 480,000円

デラックスベランダ 1,130,000円 514,000円 617,000円

デラックスシングル 1,207,000円 549,000円 659,000円

ジュニアスイート 1,280,000円 582,000円 699,000円

ビスタスイート 1,700,000円 773,000円 928,000円

グランドスイート 2,400,000円 1,091,000円 1,310,000円

コンフォートステート 499,000円 227,000円 273,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

Aコース

Bコース

Cコース

A B C

※花の見頃は例年と異なる場合があります。　五稜郭 桜井二見ヶ浦伊根の舟屋

トキ（イメージ）※花の見頃は例年と異なる場合があります。　とっとり花回廊 明治公園

区間通船

□食事回数 ：  A朝11回、昼10回、夕11回　 B  朝5回、昼4回、夕5回　 C  朝6回、昼5回、夕6回
□最少催行人員 ： 各コース2名　□★印は初寄港地です。
□【糸島】【伊根】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。
□ C  （七尾）4月30日の乗船時間は16：00の予定です。

■ スケジュール

横浜

糸島

境港 伊根 七尾

佐渡島
（小木）

函館

根室
（花咲）

久慈

端午の節句
5月5日は男の子の成長を願ってお祝いする
日「端午の節句」。にっぽん丸では、柏餅や
ちまき、菖蒲をご用意して、古来から続く日
本の伝統行事を、今一度大事にしたいと思
います。

NIPPON●
TOPICS

初入港 糸島の魅力
玄界灘に面した糸島半島には、美しい海岸線が続き、豊かな自然が
広がります。海辺のおしゃれなカフェや個性的なクラフト雑貨を扱うお
店などが点在する、今注目のスポットです。

NIPPON●
TOPICS

A B

C

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

※★印の数およびトレッキングで健脚レベルを表します。
※花の見頃は例年と異なる場合があります。
※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込方法は別途ご案内します。

乗船区間：久慈〜横浜

松崎 しげる
【 歌手 】

1970年デビュー。1977年「愛のメモリー」で日本
レコード大賞歌唱賞受賞。国内外、数々の音
楽祭で受賞の実績を持つ実力派であり、年間
数多くのステージをこなし「ディナーショーキ
ング」の異名を持つエンターテイナーである。

乗船区間：横浜〜糸島

藤原 紀香
【 女優 】

兵庫県出身。俳優、声優、司会業の他、京
都国立博物館文化大使、赤十字広報特使
を長年務めるなど、幅広い分野で活躍中。
自身のNPO「Smile Please☆世界こども基金」
を立ち上げる。

■  エンターテイナー

イメージ
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杵築

奄美大島
（名瀬）

上五島

博多

唐津
博多

細島八代

永井 龍雲
【 シンガーソングライター 】

1957年福岡県出身。代表曲
は「道標ない旅」「想い」「つ
まさき坂」「星月夜」「ルリ
カケス」など。文学的な詩
の世界と叙情的で心に染み
入るメロディが特徴的。

村上 ゆき 

【 シンガー・ソングライター＆ピアニスト 】

武蔵野音楽大学ピアノ科卒
業。たおやかで透きとおっ
た歌声やことばの発音の美
しさから“ヘブンズ・ボイス”
と称される。楽曲提供や、
数多くの CMを担当。

■  エンターテイナー ■  エンターテイナー
上五島のキリシタン文化
禁教期に密かに信仰を続ける中で育んだ上五島の文化
や建造物は、2018年の世界遺産登録を目指しています。
港近くの教会で当地の文化についてのお話を伺います。
※現地諸事情により、会場を変更して実施する場合がございます。

やつしろ全国花火競技大会
西日本では唯一の競技花火大会です。有名花火師がそ
の腕を競いあい、自信作や最新作の花火を打ち上げま
す。5号玉、10号玉、スターマインの3部門の競技の他、
リズムに合わせて打ち上がるミュージック花火は必見。
バスで観覧席までご案内します（オプショナルツアー）。

写真家・三好和義氏が撮る絶景
にっぽん丸でお馴染みの写真家・三好和義氏が本クルー
ズのために撮りおろした絶景のポスト
カードをお一人様1セットプレゼント。
船内では写真の展示も行います。

飛んでクルーズ
九州 Aコース
～九州の自然・文化～

２０１8年

１０月１５日月 博多発 ＞＞＞
１０月１９日金 博多着　5日間

飛んでクルーズ
九州 Bコース
～九州の絶景～

２０１8年

１０月１９日金 博多発 ＞＞＞
１０月２２日月 博多着　4日間

※★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込方法は別途ご案内します。

※★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込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）

 【唐津】 10月15日月
唐津半日観光
★  7,800円

 【上五島】 10月16日火
野崎島の絶景と旧野首教会
アクティブ   30,000円

 【奄美大島】 10月17日水
マングローブカヌーと金作原トレッキング
アクティブ   19,500円

 【杵築】 10月18日木
杵築城下町散策
★★★   5,500円

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

 【八代】 10月20日土
やつしろ全国花火競技大会鑑賞
★  追加代金なし

 【細島】 10月21日日
高千穂峡散策と神楽鑑賞
★★   10,500円

日向のお伊勢様 大御神社参拝と街中散策
★★   13,500円

青砂ヶ浦天主堂 やつしろ全国花火競技大会（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

奄美の自然
奄美の自然を身近に感じる体験型
のオプショナルツアーをご用意しまし
た。緑の間から差し込む陽光が神
秘的な金作原原生林では、生きた
化石とも言われる巨大なヒカゲヘゴの中を歩きます。国内で2
番目に広いマングローブ林では、不思議な形の根っこや張り
出した枝のトンネルを縫って、森の中をカヌーで探検します。

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

10月19日金 博多 — 17:00

10月20日土 八代 08:00 22:00

10月21日日 細島 13：30 19:30

10月22日月 博多 09:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名
□前航の「飛んでクルーズ九州 Aコース ～九州の自然・文化～」（9ペー

ジ）からの連続乗船プラン（昼の1食付）があります。詳細はお問い合わ
せください。

□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。

■ スケジュール
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

10月15日月
博多 — 10：00

唐津 13：30 19：00

10月16日火 上五島 09:00 15:00

10月17日水 奄美大島
（名瀬）

09:30 15:00

10月18日木 杵築 13:30 17:30

10月19日金 博多 09:00 —

□食事回数 ： 朝4回、昼4回、夕4回　□最少催行人員 ： 2名
□【杵築】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。

□次航の「飛んでクルーズ九州 Bコース ～九州の絶景～」（10ページ）への
連続乗船プラン（昼の1食付）があります。詳細はお問い合わせください。

■ スケジュール

※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 （大人お一人様）

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

スタンダードステート 130,000円
コンフォートステート 145,000円
スーペリアステート 160,000円
デラックスツイン 239,000円
デラックスベランダ 262,000円
デラックスシングル 318,000円
ジュニアスイート 344,000円
ビスタスイート 439,000円
グランドスイート 619,000円
コンフォートステート 103,000円

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 170,000円
コンフォートステート 190,000円
スーペリアステート 209,000円
デラックスツイン 315,000円
デラックスベランダ 345,000円
デラックスシングル 420,000円
ジュニアスイート 455,000円
ビスタスイート 590,000円
グランドスイート 825,000円
コンフォートステート 136,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

通船 連続 連続

イメージ

マングローブ
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博多

宇野

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋
関門海峡 横浜

熱海

松阪

DON ALMAS
【 スパニッシュギターユニット 】

2005年に結成。国内外の公
演に参加し腕を磨いた実力
派。国際会議の晩餐会やレ
セプションでの演奏をはじめ、
日本舞踊「藤蔭流」とのコラボ
レーション等国内外で活躍。

■  エンターテイナー ■  エンターテイナー
にっぽん丸 瀬戸内Navigate
瀬戸内海を航行中のにっぽん丸の船上で、瀬戸内の魅
力満載のイベントを行います。独特な自然が育む食材の
プレゼンテーションや試食、その景
色の美しさのお話や、歴史を知る機
会など“まるごと瀬戸内”の素晴らし
さをお伝えします。

直島への往復フェリーチケット
差し上げます
宇野港に到着後は、現代アートの島として世界的に注目
を集める直島に出かけてみませんか。宇野港からフェリー
で約20分。アート作品の鑑賞と併せて、町歩きや食事
も楽しめます。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

秋の瀬戸内海
ワンナイト
クルーズ

２０１8年

１０月２２日月 博多発 ＞＞＞
１０月２３日火 宇野着　２日間

熱海花火と
冬の味覚
クリスマス
クルーズ

２０１8年

１２月１５日土 横浜発 ＞＞＞
１２月１８日火 横浜着　4日間

※★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込方法は別途ご案内します。

 【熱海】 12月16日日
にっぽん丸プレミアムツアー

成川美術館と強羅花壇の昼食
★  25,000円

伊豆山神社参拝と
湯河原温泉でゆったり入浴
★★   18,000円

 【松阪】 12月17日月
にっぽん丸オリジナルツアー

三重ブランド 冬の味覚の昼食
★  30,000円

瀬戸内海（イメージ） 熱海海上花火大会（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月15日土 横浜 — 17:00

12月16日日 熱海 08：00 15:00

12月17日月 松阪 ★ 09：00 17:00

12月18日火 横浜 09:00 —

□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。
□【松阪】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。

■ スケジュール■ スケジュール
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

10月22日月 博多 — 17:00

10月23日火 宇野 10:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

楽しみ 冬の味覚
にっぽん丸ゆかりの寄港地か
ら、旬の食材を取り寄せる人
気企画の第4弾。初めて冬に
実施します。冬の味覚の代名詞・金沢の香箱ガニ、今
回の寄港地・松阪の松阪牛、七尾の寒ブリなど美味し
い食材が揃うディナーをお楽しみに（クルーズ中1回）。
ディナーの他に、船上販売や各生産者などのトークリ
レーも開催します。

熱海海上花火大会
熱海の花火は、夏だけでなく年間通して開催される名物
イベント。三面を山に囲まれたすり鉢状の地形は、花火
師も絶賛し、日本一の花火打ち上げ会場とも言われます。
音が反響して鳴り響き、大迫力の花火が楽しめます。

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 38,000円
コンフォートステート 42,000円
スーペリアステート 50,000円
デラックスツイン 75,000円
デラックスベランダ 84,000円
デラックスシングル 103,000円
ジュニアスイート 106,000円
ビスタスイート 142,000円
グランドスイート 193,000円
コンフォートステート 32,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3
※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 （大人お一人様）

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

スタンダードステート 135,000円
コンフォートステート 148,000円
スーペリアステート 160,000円
デラックスツイン 236,000円
デラックスベランダ 261,000円
デラックスシングル 317,000円
ジュニアスイート 343,000円
ビスタスイート 443,000円
グランドスイート 625,000円
コンフォートステート 123,000円

通船

瀬戸内海の歴史と文化
瀬戸内海は昔から政治・経済・文化の色々な分野
にわたり、重要な役割を担ってきました。それは、
太古より中国などの大陸文化が北九州から瀬戸内
海を通って東へ伝えられ、このエリアが橋渡し的
な役割を果たしていたからです。つまり、文化の
伝わる大動脈が瀬戸内海な
のです。

瀬戸大橋

イメージ

乗船区間：横浜〜熱海

辛島 美登里 

【 歌手 】

1995年に「愛すること」で第
37回日本レコード大賞作詞
賞受賞。エッセイ執筆や、校
歌提供等子供達の育成にも
携わる。

　　　　　　　　　　　イメージ
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２０18年
サンタクルーズ東京／横浜

12月14日金 東京発 ＞＞12月15日土 横浜着 2日間
サンタクルーズ横浜／名古屋

12月19日水 横浜発 ＞＞12月20日木 名古屋着 2日間
サンタクルーズ名古屋／神戸

12月20日木 名古屋発 ＞＞12月21日金 神戸着 2日間
サンタクルーズ神戸

12月21日金 神戸発 ＞＞12月22日土 神戸着 2日間

船上のメリークリスマス
にっぽん丸で過ごす特別な夜をもっと楽しんでいただくために、船
内の一角にクリスマスデコレーションを施します。恋人同士の語ら
いや、ご家族の記念撮影、お友達とのおしゃべりに、にっぽん丸
が創る上質な空間でお楽しみください。

NIPPON●
TOPICS

聖なる夜に乾杯
クリスマスディナーと併せて、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
お召し上がりいただけます。フランス・ボルドー産で赤・白を取り揃えています。

NIPPON●
TOPICS

にっぽん丸
サンタクルーズ

イメージ

イメージ

イメージ

トリプルキャンペーン
コンフォートステートを1室3名様でご利用の場合、3名様目の旅行代金が1万円となります。
グループやご家族でのご乗船にぜひご利用ください。

NIPPON●
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。

イメージ

辛島 美登里【 歌手 】 MALTA【 サクソフォーン奏者 】 ASTRORICO四重奏【 タンゴ楽団 】 MINEHAHA【 ヒーリングシンガー 】

国立奈良女子大学卒
業後、多くのシンガー
に楽曲を提供。1995
年に「愛すること」で
第 37 回日本レコー
ド大賞作詞賞受賞。
エッセイ執筆や、校
歌提供等子供達の育
成にも携わる。

1973年に東京藝術大
学音楽学部器楽科卒
業。ニューヨークに進
出し一流ミュージシャン
と共演後、名門ライオ
ネル・ハンプトン楽団の
コンサートマスターに
就任。アメリカ等世界
を舞台に活躍。1983
年に日本デビュー。

“黄金の左腕を持つバ
ンドネオン奏者” 門奈
紀生率いるタンゴ楽
団。日本人離れしたタ
ンゴの感性に、本場
アルゼンチンでも「奇
跡！」と驚嘆される。グ
ラナダ国際タンゴフェ
スティバルに初の日本
代表として招聘出演。

著名な歌手のバック
コーラスや3000曲以
上のCMソングを歌い

「CMの女王」としての
地位を築く。1994年よ
りソロデビュー。年間
100本近くのコンサート
を行う。

■  エンターテイナー［東京／横浜］ ■  エンターテイナー［横浜／名古屋］ ■  エンターテイナー［名古屋／神戸］ ■  エンターテイナー［神戸］

東京／横浜
神戸

横浜／名古屋
名古屋／神戸

全サンタクルーズ対象
トリプルキャンペーン

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 47,000円 41,000円
コンフォートステート 51,000円 45,000円
スーペリアステート 55,000円 52,000円
デラックスツイン 80,000円 77,000円
デラックスベランダ 89,000円 85,000円
デラックスシングル 108,000円 104,000円
ジュニアスイート 111,000円 106,000円
ビスタスイート 147,000円 142,000円
グランドスイート 198,000円 187,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

トリプルキャンペーン（コンフォートステート3名様目） 10,000円

サンタクルーズ東京／横浜 サンタクルーズ名古屋／神戸 サンタクルーズ神戸サンタクルーズ横浜／名古屋
■ スケジュール

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月14日金東京 — 16:30

12月15日土横浜 09:00 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月20日木名古屋 — 17:00

12月21日金神戸 09:00 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月21日金神戸 — 17:00

12月22日土神戸 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名 □食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名 □食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月19日水横浜 — 17:00

12月20日木名古屋 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

東京

横浜

名古屋
神戸 神戸

横浜

名古屋

イメージ
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神戸

別府

来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋

神戸
横浜

MINEHAHA
【 ヒーリングシンガー 】

著名な歌手のバックコーラ
スや3000曲以上のCMソン
グを歌い「CMの女王」とし
ての地位を築く。1994年よ
りソロデビュー。年間100本
近くのコンサートを行う。

Syan 

【 バルーンパフォーマー 】

日本のバルーン三大大会や
世界大会での優勝経験を
持つ。特殊なギミックや魔
法のような演出で「バルーン
の魔術師」として注目されて
いる。

■  エンターテイナー ■  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）

別府花火と
瀬戸内海
クリスマス
クルーズ

２０１8年

12月22日土 神戸発 ＞＞＞
12月24日月 神戸着　3日間

神戸/横浜
C to Sea
クルーズ

２０１8年

12月25日火 神戸発 ＞＞＞
12月26日水 横浜着　2日間

※★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込方法は別途ご案内します。

 【別府】 12月23日日
九重“夢”大吊橋と由布院散策
★★  19,800円

九州のパワースポット 国東半島めぐり
★★   9,000円

にっぽん丸プレミアムツアー

日出の老舗料亭 的山荘での昼食
★   29,800円

べっぷクリスマス Hanabi ファンタジア（イメージ） イメージ

■ スケジュール
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月25日火 神戸 — 11:00

12月26日水 横浜 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、昼1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

12月22日土 神戸 — 17:00

12月23日日 別府 10：00 22：00

12月24日月 神戸 15:00 —

□食事回数 ： 朝2回、昼2回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名
□別府では花火観覧のため、18：00頃離岸予定です。
□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。

■ スケジュール
べっぷクリスマス
Hanabiファンタジア
今年で25回目となる温泉地・別府の夜空を彩る冬の一
大イベントです。音楽に合わせて盛大に打ち上がる花火
は、2日間で約16,000発。空気が澄んだ冬は夏に比べ
てより一層綺麗で幻想的な花火が見られます。

瀬戸内とみかん
太陽の光と潮風をいっぱいに浴びて育つみかん。
瀬戸内には、みかんの名産地が沢山
あります。ちょうど、みかんの食べ頃、
各産地より取り寄せたみかんを夜食
や朝食にご用意します。

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 100,000円
コンフォートステート 109,000円
スーペリアステート 119,000円
デラックスツイン 170,000円
デラックスベランダ 186,000円
デラックスシングル 224,000円
ジュニアスイート 239,000円
ビスタスイート 305,000円
グランドスイート 424,000円
コンフォートステート 85,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3
※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 （大人お一人様）

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

スタンダードステート 40,000円
コンフォートステート 45,000円
スーペリアステート 52,000円
デラックスツイン 77,000円
デラックスベランダ 86,000円
デラックスシングル 105,000円
ジュニアスイート 108,000円
ビスタスイート 144,000円
グランドスイート 195,000円
コンフォートステート 34,000円

にっぽん丸アカデミー開校
クルーズや船をもっと身近に感じていただきたいと「にっ
ぽん丸アカデミー」を開校します。船長や機関長、ゼネ
ラルマネージャーのクルーズ体験談、造
船にまつわる秘話、にっぽん丸クルーズの
裏話など、ここでしか聞くことのできない
トークをお楽しみに。お子様向けのプロ
グラムは別途ご用意します。

キッズクルー大募集（小学生対象）

今回で4回目となる人気企画。これまでに、たくさんのキッ
ズクルーが誕生しています。実際の現場を舞台に、航
海士やサービスクルーの仕事を通じて垣間見る世界は、
冬休みの子供たちにとって、貴重な体験となるはずです。

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

C to Sea
プロジェクト

国土交通省が推進する「C to Sea 
プロジェクト」は、次代を担う子ど
もや若者など、多くの人に海や船
の楽しさを知ってもらうための取
り組みです。にっぽん丸はこのプ
ロジェクトに賛同し、クルーズ乗
船中に体験できる
様々なイベントを
実施しています。

イメージ

イメージ
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高知

横浜

鳥羽

神戸

細島

坂出

瀬戸大橋来島海峡大橋
または因島大橋

明石海峡大橋

※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。

乗船区間：横浜〜鳥羽

堀内 孝雄
【 歌手 】

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」。

■  ご旅行代金 （大人お一人様） ■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 133,000円

コンフォートステート 145,000円

スーペリアステート 163,000円

デラックスツイン 232,000円

デラックスベランダ 256,000円

デラックスシングル 313,000円

ジュニアスイート 337,000円

ビスタスイート 434,000円

グランドスイート 614,000円

コンフォートステート １１６,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
にっぽん丸宝船御膳
皆様の笑顔を呼ぶ、初春にふさわしい
和のご馳走です。この御膳のために特
製の祝い箸なども誂え、皆様の1年に
福が舞い込みますよう、総料理長が心
を込めてお作りします（クルーズ中1回）。

参拝の証「参宮の木札」プレゼント
江戸時代、参拝客の持つひしゃくを目印に、伊勢の人々
は施行（おもてなし）をしたと言われています。「参宮の木
札」は、現代版の施行のシンボル。年ごとに「参宮」の文
字と六十干支をあしらってあります。

京フレンチ「M
モ ト イ

OTOI」
毎年恒例の関西の食文化を伝える情報誌

『あまから手帖』とのタイアップ企画。今
年は「MOTOI」が登場。「京都人がつくる
フランス料理」をコンセプトに前田シェフが
自ら買い付ける京都の食材を生かしたメ
ニューは、中華のエッセンスを取り入れた
新しいフランス料理として定評があります。
※乗船するレストランは、京イタリアン「cenci」から、
　京フレンチ「MOTOI」へ変更となりました。

こんぴらさんへ初詣（オプショナルツアー）

「こんぴらさん」として昔から親しまれている海の神様・金
刀比羅宮は、年末から年始にかけて、約20万人の人が
福を願いに訪れる、香川県屈指の初詣スポットです。定
番のお土産「加美代飴」を皆様にプレゼントいたします。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

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～

２０１9年

1月４日金 横浜発 ＞＞＞
1月７日月 横浜着　４日間

新春初旅
にっぽん丸
クルーズ

２０１９年

1月 ８日火 神戸発 ＞＞＞
1月１1日金 神戸着　4日間

※★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込方法は別途ご案内します。

スタンダードステート 136,000円

コンフォートステート 148,000円

スーペリアステート 161,000円

デラックスツイン 235,000円

デラックスベランダ 259,000円

デラックスシングル 317,000円

ジュニアスイート 339,000円

ビスタスイート 438,000円

グランドスイート 617,000円

コンフォートステート 123,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【坂出】 1月9日水
金刀比羅宮へ初詣
★★★  8,800円

 【細島】 1月10日木
美々津の街並み散歩
★★  7,800円

にっぽん丸オリジナルツアー

にっぽんの職人技をめぐる～日向編～
★★   20,000円

■  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込方法は別途ご案内します。

 【鳥羽】 1月5日土
初春の伊勢神宮 三宮めぐり（瀧原宮、外宮、内宮）
★★  20,000円

 【高知】 1月6日日
ガイドと歩く
室戸ユネスコ世界ジオパーク
★★  12,500円

桂浜 堀内孝雄

イメージ
金刀比羅宮

※実際のメニューとは異なります。  イメージ

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月 8 日火 神戸 — 19:00

1月 9 日水 坂出 08：00 18:00

1月10日木 細島 08：00 17:00

1月11日金 神戸 09:00 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月4日金 横浜 — 11:00

1月5日土 鳥羽  09：00 16:30

1月6日日 高知 08：00 16:00

1月7日月 横浜 15:30 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名□食事回数 ： 朝3回、昼4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。

■ スケジュール■ スケジュール

通船

奥村 愛
【 ヴァイオリニスト 】

2002年のCDデビュー以来
シーンの最前線で活躍する
奥村愛が、瑞々しい演奏
でお届けするクラシックコン
サート。華やかなステージ
をお楽しみください。

■  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 氏
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新宮

尾鷲

横浜

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

1月12日土 横浜 — 18:00

1月13日日 終日航海 — —

1月14日月 横浜 11:30 —

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール

※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。

停泊中：新宮

秋川 雅史
 【 テノール歌手 】

国立音楽大学・同大学院にて
中村健氏の指導を受けたあと、
デリオ・ポレンギ氏に師事。現
在、最も実力、人気を供えたテ
ノール歌手として活躍している。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 99,000円

コンフォートステート 109,000円

スーペリアステート 119,000円

デラックスツイン 170,000円

デラックスベランダ 190,000円

デラックスシングル 220,000円

ジュニアスイート 244,000円

ビスタスイート 314,000円

グランドスイート 430,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

■  エンターテイナー
熊野古道を楽しむ
1日目は尾鷲で下船（通船）。馬
越峠道などを歩き、天気が良け
れば眼下に海を望む美景を見る
ことができます。にっぽん丸はお客様の下船完了後、新
宮港まで移動。皆様のお帰りをお待ちします。翌日、早
朝に出発する小雲取越コースなど古からの祈りの道を思
う存分お楽しみください（オプショナルツアー）。

熊野速玉大社で
スペシャルコンサート
熊野三山のひとつで、本宮・那智とともに熊野信仰の
中心として世に名高い古社。この本殿を舞台に、テノー
ル歌手秋川雅史のコンサートを開催します。ライトアップ
された社殿に幻想的な歌声が響き渡る公演は必聴です。
※悪天候の場合は、中止または会場を変更して実施する場合がございます。

■  オプショナルツアー （別料金 ： 大人お一人様予定代金）

にっぽん丸

新春のオペラ
クルーズ

２０１9 年

１月１２日土 横浜発 ＞＞＞
１月１４日月 横浜着　３日間

にっぽん丸で航く

熊野古道
プレミアム

２０１９年

３月  ７日木 横浜発 ＞＞＞
３月１０日日 横浜着　４日間

※★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込方法は別途ご案内します。

スタンダードステート 138,000円

コンフォートステート 151,000円

スーペリアステート 163,000円

デラックスツイン 239,000円

デラックスベランダ 264,000円

デラックスシングル 320,000円

ジュニアスイート 346,000円

ビスタスイート 446,000円

グランドスイート 628,000円

コンフォートステート 126,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

 【尾鷲】 3月8日金
熊野古道 馬越峠を歩く
★★★  10,500円

 【新宮】 3月9日土
熊野古道 高野坂　連絡バス
★★★  追加代金なし

熊野古道 中辺路　小雲取越
トレッキング   15,000円

イメージ（2017年「椿姫」より）©花井智子 熊野速玉大社

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月 7 日木 横浜 — 17:00

3月 8 日金
尾鷲 ★  08:30 13:00

新宮 17:00 —

3月 9 日土 新宮 — 17:00

3月10日日 横浜 09:00 —

□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。
□【尾鷲】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。

■ スケジュール

～藤原歌劇団 歌劇 「トスカ」プッチーニ作曲
原語上演・字幕付～

横浜

伊豆大島

新島
神津島

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。

本クルーズは、熊野速玉大社でのスペシャルコンサートをもってプレミ
アムとします。

通船

オペラ三昧の３連休
本クルーズでは、日本で最も歴史と伝統のある藤原歌劇団によるオ
ペラを間近でご鑑賞いただけます。今回の演目は「トスカ」。オペラ
の中でも人気の高い名アリア「星は光りぬ」「歌に生き、愛に生き」
が歌われる悲恋の物語です。さらに、ガラコンサートや作品の見どころ解説、テーマディナー
や船内装飾にもこだわります。船に乗ってから降りるまで、めくるめくオペラづくしの3連休
をご堪能ください。

NIPPON●
TOPICS

イメージ 馬越峠

藤田 卓也
【 テノール 】

カヴァラドッシ役

杉原 直基
【 指揮 】

須藤 慎吾
【 バリトン 】
スカルピア役

馬場 紀雄
【 演出 】

■  エンターテイナー

野田 ヒロ子
【 ソプラノ 】トスカ役

東京音楽大学卒業、同
大学研究科修了。東京
国際声楽コンペティショ
ン優勝を始め受賞歴多
数。ハンガリー国立劇
場で「ラ・ボエーム」のミ
ミ役でオペラデビュー
以後、海 外で 活 躍す
る。藤原歌劇団公演で
は「椿姫」「仮面舞踏会」
など多数主役にて高い
評価を得ている。藤原
歌劇団団員。

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。
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鳥島周遊

横浜

※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。

OZAN＆
バンブーシンフォニア

【 竹楽器合奏団 】

竹の音楽家・柴田旺山を中心に
結成された竹の楽器による合奏
団。独自のアレンジによる自然
派サウンドをお楽しみください。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 88,000円

コンフォートステート 96,000円

スーペリアステート 106,000円

デラックスツイン 154,000円

デラックスベランダ 170,000円

デラックスシングル 208,000円

ジュニアスイート 224,000円

ビスタスイート 288,000円

グランドスイート 408,000円

コンフォートステート 78,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
にっぽん丸
ネイチャークルーズとは
船で体感できる自然の素晴らしさを楽
しんでいただきます。鳥島を周遊して
アホウドリを観察したり、付近の海象
について学んだり、夜は星座を眺めたり、
3つのプログラムで構成されたクルーズです。
※気象・海象の状況により、鳥や星空をご覧いただけない場合がございます。

オリジナルエコバッグ
特別天然記念物のアホウドリ。懸命な保護活動により、
少しずつその数を増やしています。本クルーズでは、オリ
ジナルのエコバッグを販売し、その収益金を保護活動に
役立てていきます。

にっぽん丸

ネイチャー
クルーズ
～鳥島周遊～

２０１9 年

３月１０日日 横浜発 ＞＞＞
３月１２日火 横浜着　３日間

鳥島周遊（イメージ）

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月10日日 横浜 — 17:00

3月11日月 （鳥島周遊） — —

3月12日火 横浜 09:00 —

■ スケジュール

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員 ： 2名

鳥島のアホウドリ
かつては、北西太平洋の島々に数多く生息して
いましたが、捕獲が容易だったために羽毛の原
料として乱獲され、一時は絶滅したと考えられ
ていました。本クルーズでは、その生態調査を
行いながら、繁殖場所の保全・拡大に取り組む
長谷川博氏が乗船。復活までの軌跡や活動の
詳細などを事前にレクチャーいただき、鳥島周
遊の際には船内アナウンスで解説をしていただ
きます。

※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。

平原 誠之
【 作曲家・ピアニスト 】

伊勢神宮、石清水八幡宮、
聖徳宗 中宮寺、創建・開
闢以来初のピアノ演奏者で
ある。現在、国内外でコン
サート、作曲活動を行って
いる。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 38,000円

コンフォートステート 43,000円

スーペリアステート 50,000円

デラックスツイン 75,000円

デラックスベランダ 84,000円

デラックスシングル 103,000円

ジュニアスイート 106,000円

ビスタスイート 142,000円

グランドスイート 193,000円

コンフォートステート 32,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
にっぽん丸オリジナル

「名古屋うまいもの図鑑」
差し上げます
本州のほぼ中央に位置し、関東にも関西にも属さない
独自の文化を展開する名古屋。ここでぜひ食べていただ
きたい「名古屋めし」をにっぽん丸独自にまとめた図鑑を
プレゼントいたします。

いちごの食べくらべ
春に旬を迎える果物といえば、いちご。
たくさんの品種がありますが、一度に
食べくらべできる機会はなかなかない
もの。そこで、にっぽん丸スタッフが約50種を試食し、
その中から、厳選した10種を船上にご用意。あなたの
お気に入りを探してみてください。

横浜/名古屋
ワンナイト
クルーズ

２０１9 年

3 月１２日火 横浜発 ＞＞＞
3 月１３日水 名古屋着　２日間

イメージ

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

■ スケジュール
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月12日火 横浜 — 17:00

3月13日水 名古屋 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

名古屋
横浜

グランドバスでリラックス
大海原を眺めながらの入浴は陸上では味わ
えない格別なもの。日本の客船ならではの
楽しみです。朝晩オープンしているので、昇
る朝日も沈む夕日も刻々と変化する景色を
眺めることができます。ジャグジーやサウ
ナも備え付けてあり、お客様の中にはこの
グランドバスに近いお
部屋をリクエストする
方がいるほど人気のス
ポットです。

イメージ

イメージ

グランドバス
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名古屋

神戸

■ スケジュール

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 38,000円

コンフォートステート 43,000円

スーペリアステート 50,000円

デラックスツイン 75,000円

デラックスベランダ 84,000円

デラックスシングル 103,000円

ジュニアスイート 106,000円

ビスタスイート 142,000円

グランドスイート 193,000円

コンフォートステート 32,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

神戸街歩き
オリジナルマッププレゼント
神戸はおしゃれな港町。定番の観光地や古くからある銘
店など、みどころがたくさんあります。そんなスポットを、
港から歩きやすくまとめたオリジナルマップをプレゼントし
ます。下船後は、楽しい散策にお出かけください。

SAKURA     BAR
3月はまだまだ寒い日もあります
が、にっぽん丸ではいつものラ
ウンジをSAKURA    BARに変え
て、一足早い春を運んできます。桜に彩られたスペース
で春をイメージするドリンクを味わいながらゆっくりとお
過ごしいただけば、そこにはもう春が訪れます。

名古屋/神戸
ワンナイト
クルーズ

２０１9 年

３月20日水 名古屋発 ＞＞＞
３月21日木 神戸着　2日間

イメージ

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

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。2017 年 11 月29
日、2 枚目のメジャーアルバ
ム「Candid Colors」を日本
コロムビアよりリリース。

■  エンターテイナー
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月20日水 名古屋 — 17:00

3月21日木 神戸 09:00 —

□食事回数 ： 朝1回、夕1回　□最少催行人員 ： 2名

にっぽん丸レトルトカレー
船内のショップで近頃人気のお土産は、にっ
ぽん丸レトルトカレーシリーズです。シェフた
ちが代々受け継いできた伝統のレシピを総料
理長が監修し、レトルトカレーとして甦らせま
した。船内で食べられるカレーと本当に同じ
味！と驚かれる方もいるとか。味は全部で4
種類。ビーフカレー（オリジナ
ル、スパイシー）、ドライカレー
とハッシュドビーフ。食べくらべ
てみるのも面白いですよ。

名古屋

八丈島

ささき いさお
【 歌手 】

「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
より歌手デビュー。アニメ「宇
宙戦艦ヤマト」など数 の々主
題歌を歌い、「アニメソング
界の大王」の異名を持つ。

■  エンターテイナー
東京のリゾート島  八丈島
八丈島は都心から約290km南に位置する伊豆諸島の一
つ。黒潮暖流のおかげで一年を通して気温の変化が小
さく、10万年以上前から活動を始めた三原山と、1万
数千年前から活動を始めた八丈富士の2つの火山が重
なったひょうたんの形をしています。特産品としては、黄・
鳶・黒の三色によって織り上げられる黄八丈が有名です。

パッションフルーツジュース
ビタミンなど豊富な栄養があることから「南国果実の王
様」とも呼ばれるパッションフルーツ。その果汁は、甘味
と酸味を持ち合わせ、南の島を思
わせる味わい。島で育ったパッショ
ンフルーツを使ったドリンクを船内
でご用意します。

名古屋発着

八丈島
クルーズ

２０１9 年

３月１３日水 名古屋発 ＞＞＞
３月１５日金 名古屋着　３日間

八丈島

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

3月13日水 名古屋 — 17:00

3月14日木 八丈島  08:00 17:00

3月15日金 名古屋 09:00 —

■ スケジュール

※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 （大人お一人様）

スタンダードステート 88,000円

コンフォートステート 96,000円

スーペリアステート 106,000円

デラックスツイン 154,000円

デラックスベランダ 170,000円

デラックスシングル 208,000円

ジュニアスイート 224,000円

ビスタスイート 288,000円

グランドスイート 408,000円

コンフォートステート 78,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  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込方法は別途ご案内し
ます。

 【八丈島】 3月14日木
八丈島満喫一日観光と
郷土料理の昼食
★★  14,500円

ガイドと歩く 八丈島歴史散策
★★   11,000円

早回り八丈島半日観光
★   5,800円

□食事回数 ： 朝2回、昼1回、夕2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。

通船

イメージ

にっぽん丸ビーフカレー

イメージ
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■ スケジュール

※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。

Acoustic Cafe
【ニューエイジミュージックグループ】

日本のアーティストとして
韓国でトップの Acoustic 
Cafe、ツルノリヒロ（Vl）、
Ayako（Vc）、西本梨江（Pf）。
今回も皆様に極上の癒しの
音楽を提供します。

■  ご旅行代金 （大人お一人様） ■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 99,000円

コンフォートステート 109,000円

スーペリアステート 130,000円

デラックスツイン 191,000円

デラックスベランダ 223,000円

デラックスシングル 265,000円

ジュニアスイート 294,000円

ビスタスイート 321,000円

グランドスイート 426,000円

コンフォートステート 93,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■  エンターテイナー
徳之島
奄美群島に属する離島の1つ。
観光開発されていない豊かな自
然と素朴な南の島の文化が味わ
える数少ない島です。特に闘牛
は、島の伝統文化で、島中が熱
くなるイベントです。

亜熱帯の森やんばる
「やんばる」は「山々が連なり、森が広がる地域」という
意味。下船地・本部はこのエリアにあります。ヤンバル
クイナをはじめとする固有種が多く生息・生育していま
す。この森を舞台に、景勝地めぐり、トレッキング、カ
ヌー、アニマルウォッチング、ドライブなど様々なアクティ
ビティーが楽しめます。

奄美の魅力
四季を通じて温暖で、黒潮が走る豊かな海には、美し
いサンゴ礁が広がり、熱帯魚も泳いでいます。緑深い内
陸部には、固有種であるアマミノクロウサギやルリカケス
をはじめ、珍しい動植物が生息し、豊かな自然が身近
に存在しています。いつもこの自然と寄り添っていただき
たいと奄美の植物の種子をプレゼントします。

奄美のソウルフード・鶏飯
蒸し鶏や甘辛く煮た椎茸、錦糸卵、
パパイヤの漬物などの具材と、のり、
ねぎなどの薬味をご飯の上にのせ、
鶏がらスープをかけて味わいます。
夜食にお召し上がりください（クルー
ズ中1回）。

春の屋久島 ・
徳之島・沖縄
クルーズ

2019 年

4月  7日日 博多発 ＞＞＞
4月10日水 本部着　4日間

春の那覇 ・
奄美大島
クルーズ

2019 年

4月22日月 那覇発 ＞＞＞
4月25日木 横浜着　4日間

スタンダードステート 99,000円

コンフォートステート 109,000円

スーペリアステート 130,000円

デラックスツイン 191,000円

デラックスベランダ 223,000円

デラックスシングル 265,000円

ジュニアスイート 294,000円

ビスタスイート 321,000円

グランドスイート 426,000円

コンフォートステート 93,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

白谷雲水峡 大島海峡

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

NIPPON●
TOPICS

イメージ

イメージ

里 アンナ
【 奄美唄者 】

3才より祖父に奄美の島唄を
習い数々の賞を受賞。日本コ
ロムビアより「恋し恋しや」でメ
ジャーデビュー。2018年、大
河ドラマ「西郷どん」メインテー
マに唄で参加するなど活躍中。

■  エンターテイナー
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月22日月 那覇 — 17:00

4月23日火 奄美大島
（古仁屋）

08:00 15:30

4月24日水 終日航海 — —

4月25日木 横浜 09:00 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

■ スケジュール
日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月 7 日日 博多 — 17:00

4月 8 日月 屋久島 10:00 17:00

4月 9 日火 徳之島 09:00 17:00

4月10日水 本部 09:30 —

□食事回数 ： 朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員 ： 2名

屋久島

博多

徳之島

本部

横浜

奄美大島（古仁屋）

那覇

■  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
込方法は別途ご案内します。

※★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込方法は別途ご案内します。

 【奄美大島】 4月23日火
田中一村記念美術館と
郷土料理の昼食
★  13,500円

奄美大島南部観光
★★   8,500円

奄美の楽園 加計呂麻島を訪ねる
★   13,500円

 【屋久島】 4月8日月
世界遺産 西部照葉樹林トレッキング
トレッキング  18,000円

 【徳之島】 4月9日火
闘牛文化に触れる なくさみ館と犬田布岬
★★   8,500円

徳之島一周観光
★★   11,000円

'

'
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那覇西表島

宮古島
那覇基隆

石垣島
那覇

伊江島

与那国島那覇

久米島

南大東島

2019年

4月10日水 那覇発 ＞＞ 4月13日土 那覇着  4日間
4月13日土 那覇発 ＞＞ 4月16日火 那覇着  4日間
4月16日火 那覇発 ＞＞ 4月19日金 那覇着  4日間
4月19日金 那覇発 ＞＞ 4月22日月 那覇着  4日間

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

※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。

■  ご旅行代金 （大人お一人様）

スタンダードステート 115,000円 110,000円

コンフォートステート 128,000円 125,000円

スーペリアステート 148,000円 141,000円

デラックスツイン 219,000円 209,000円

デラックスベランダ 249,000円 239,000円

デラックスシングル 279,000円 269,000円

ジュニアスイート 329,000円 319,000円

ビスタスイート 419,000円 409,000円

グランドスイート 619,000円 599,000円

コンフォートステート 103,000円 99,000円

ステート
ルーム

デラックス
ルーム

スイート
ルーム

グループ3

■ スケジュール

A B C

C

D

飛んでクルーズ
沖縄

石垣島／川平湾
伊江島／リリーフィールド公園

※花の見頃は例年と異なる場合があります。 久米島／ハテの浜 竹富島

Aコース

CコースBコース

Dコース

通船

西表島・宮古島 石垣島・台湾南大東島・久米島 伊江島・与那国島Aコース CコースBコース Dコース

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

C D

■  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込方法は別途ご案内します。

 【西表島】 4月11日木
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

 【南大東島】 4月14日日
南大東村による観光地送迎
追加代金なし

 【石垣島】 4月17日水
沖縄の原風景 竹富島と絶景の川平湾
★   15,000円

 【伊江島】 4月20日土
伊江島見どころ観光
★★   8,000円

 【宮古島】 4月12日金
宮古諸島４島めぐり
★   13,500円

 【久米島】 4月15日月
ハテの浜へ上陸
★★★   5,800円

 【基隆】 4月18日木
台北ハイライト
★★   17,000円

 【与那国島】 4月21日日
日本最西端 与那国島観光
★   8,000円

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月10日水 那覇 — 17:00

4月11日木 西表島 09:00 17:00

4月12日金 宮古島 09:00 17:00

4月13日土 那覇 09:00 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月16日火 那覇 — 17:00

4月17日水 石垣島 09:00 17:00

4月18日木 基隆 07:00 16:00

4月19日金 那覇 13:00 —

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月19日金 那覇 — 21:00

4月20日土 伊江島★ 08:00 15:00

4月21日日 与那国島 10:30 16:00

4月22日月 那覇 09:00 —

□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。

□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
□★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。

日　程 寄　港　地 入　港 出　港

4月13日土 那覇 — 17:00

4月14日日 南大東島 09:00 17:00

4月15日月 久米島 09:00 17:00

4月16日火 那覇 09:00 —

□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。

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 を々にっぽん丸が結ぶ船旅です。

NIPPON●
TOPICSA B

「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。

NIPPON●
TOPICS

'

イメージ

'
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ホライズンラウンジ グランドバス ブティック「アンカー」 ネプチューンバー

寿司バー「潮彩」

eカフェ＆ライブラリー

リドテラス

オアシスジム

メインダイニング
「瑞穂」

マーメイドシアター

ラウンジ「海」

スパ ＆ サロン

6F

5F

7F

7F

2F

6F

6F

7F

6F オーシャンダイニング「春日」

ドルフィンホール4F 5F

7F 3F 5F 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  

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。

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  

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  

デラックスベランダ バルコニー・バス・トイレ付／24㎡／16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）。

6F

2F 2F 1F

4F 3F

6F 5F

6F 5F

5F

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ゲストルーム
ゲスト
ルーム

パブリック
スペース



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］

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

通船 連続

区間

前のり

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。

2つ以上のクルーズに連続し
て乗船できるプランです。

途中の寄港地で乗下船が
可能なプランです。

コンフォートステートを1室3
名様でご利用の場合、3名様
目の旅行代金が1泊あたり1
万円になります。

前航の港から乗船できるプラン
です。当該クルーズに乗船とな
るお客様のみ対象となります。

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。

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。

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。

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。

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。

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

トレッキング

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

カジュアル

スマートカジュアル

セミフォーマル

フォーマル

ドレスコード通船による上陸 連続乗船プラン

途中乗下船プラン トリプルキャンペーン

前のりプラン

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、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。●クルーズによっては、健康アンケートにお答えいただく場合があります。表紙写真：三好和義（撮影場所：天草付近）  写真：三好和義、中村風詩人、竹中稔彦、野村雄治、安岡佑輔

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 ＞＞＞＞＞＞

デッキプラン各種説明事項

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）

AR動画について
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
（クルーズの魅力、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。


