
郵船トラベルチャータークルーズ

ハシナガイルカ〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

父島 境浦と二見湾〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

父島 夕日〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

〜船でしか行けない神秘の島へ〜

2020年9月17日（木）〜9月22日（火・祝） 6日間

シルバーウィーク4連休利用

〈イメージ〉

横浜港
発着にっぽん丸で航く

小笠原クルーズ
世 産遺界



横浜

小笠原
（父島）

ビューポイント

孀婦岩

ビューポイント

鳥島

にっぽん丸の安らぎの空間で
船でしかたどり着けない絶海の楽園へ

■ スケジュール ※ドレスコードは全日カジュアルですので気軽な服装でお過ごしいただけます。

日程 寄港地 スケジュール 食事 ドレスコード
2020年

9/17（木） 横浜 17：00　出港 — — 夕 カジュアル

18（金） 終日航海
各種船内イベントをお楽しみください。 朝 昼 夕 カジュアル

19（土）
小笠原
（父島）

 通船 

08：00着
自由行動またはオプショナルツアーを
お楽しみ下さい。 朝 昼 夕

カジュアル

20（日）
小笠原
（父島）

 通船 

17：00発
自由行動またはオプショナルツアーを
お楽しみ下さい。 朝 昼 夕

カジュアル

21（月・祝） 終日航海
各種船内イベントをお楽しみください。 朝 昼 夕 カジュアル

22（火・祝） 横浜 09：00　入港 朝 — — カジュアル

●食事：朝食5回、昼食4回、夕食5回 ●最少催行人数：2名様 ●添乗員：同行してお世話します。
※ 気象・海象、その他の状況により、記載航路、スケジュール・エンターテイメント出演者及びイベ

ントの内容は変更される場合がございます。
※ 父島では、上陸用ボートで上陸予定です。天候によっては上陸できない場合がございます。なお、安

全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
※ 父島での上陸用ボートの運航は日中のみとなります。運航時間の詳細は日程表および船内の

案内をご確認ください。なお、海面状況の急変等によりボートの運航ができなくなる場合がご
ざいますので島内での宿泊はご遠慮ください。

小笠原の気候
亜熱帯に属する小笠原は年間を通して
気温の変化が少なく、降水量が少ないのが特徴です。
父島（9月） ： 最高気温29.7℃／最低気温25.5℃／平均気温27.5℃
東京（9月） ： 最高気温26.9℃／最低気温19.7℃／平均気温22.8℃（参考）
※気象庁統計情報（1981〜2010）より

航海中に船から見られる
ポイント！

アホウドリの数少ない繁殖地で天然保護
区域に指定されている無人島です。

太平洋に突き出た高さ約100mの奇岩です。

孀婦岩〈イメージ〉

鳥島〈イメージ〉

■ 旅行代金（大人お一人様／消費税込）

客室
タイプ

ステート デラックス スイート
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

オーシャンビュー
スイート

ビスタ
スイート

グランド
スイート

2名様
1室 258,000円 278,000円 298,000円 521,000円 605,000円 — 726,000円 802,000円 862,000円 1,114,000円

3名様
1室

 3名1室がお得！ 

206,000円

 3名1室がお得！ 

241,000円

 3名1室がお得！ 

253,000円
— — — — —

 3名1室がお得！ 

714,000円
—

1名様
1室 — 389,000円 417,000円 — — 649,000円 — — — —

※コンセプトルーム（右記参照）はスーペリアステート2名様1室の旅行代金が適用されます。（５〜 6名様ご利用の場合。）　１〜 4名様でご利用の場合はお問合せください。 ※ドルフィンク
ラブポイント・株主優待券はご利用できません。
■お部屋番号は、原則出発の2 〜 3週間前の確定書面（最終日程表）発送時に乗船券をもってご案内いたします。

東京の南、はるか1,000kmにある島々で、大小30余
りの島からなる小笠原諸島は、誕生以来、一度も大陸
とつながったことのない「海洋島」。ボニンブルーと呼
ばれる小笠原特有の海の色も魅力のひとつ。島特有の
動植物が多数存在し、2011年6月、世界でも希な固
有の進化様式の場として高く評価され、世界自然遺産
に登録されました。

小笠原
諸島

小笠原二見湾のにっぽん丸〈イメージ〉



小笠原諸島の玄関口である父島。その広さは東京
都千代田区の2倍余りの約24平方km。島の中央に
は標高約319mの中央山があり、観光スポットなど
見所も多く、遊泳に適した海岸がいくつもあります。
美しい海に加え、貴重な動植物の固有種など魅力が
いっぱいある小笠原諸島で2番目に大きな島です。

超遠隔離島である小笠原の島々は、なかなか訪れるの
が難しい場所です。そんな島のユニークな自然や文化
などを、分かりやすくお伝えします！

小笠原諸島は国内最大のアオウミガメの産卵地の一つ。小笠原海洋センターの協力のも
と、いざ子ウミガメの放流へ。小笠原で放流したウミガメが時を経て秋田で見つかった事
もあり、いつか皆様のふるさとで再会もあるかもしれません。9/19（土）夕方、船内に
てウミガメ講演と写真タイムを開催します！

父島出港時の風物詩、地元の皆様のお見送り。「さよ
なら」ではなく「いってらっしゃい」の掛け声、そしてにっ
ぽん丸と並走しての漁船によるお見送りと、感動と笑顔
の素敵な出港風景を船上よりご覧頂けます。

〈イメージ〉

父島名物！
感動の「お見送り船」

南洋貿易が盛んだった時代の南洋諸島の踊りが伝承さ
れ、東京都指定無形民俗文化財に指定されている南洋
踊りを岸壁で披露いたします。

小笠原海洋センター〈イメージ〉

ⓒ小笠原村観光局〈イメージ〉

南洋踊り披露「小笠原を深く知る」
船上セミナー開催

父島

父島 メインストリート〈イメージ〉
小笠原ビジターセンター〈イメージ〉　

撮影：中村武弘

ウミガメ放流見学 ＆ 講演 ＆ 写真タイム

「はじめての小笠原
〜世界遺産小笠原諸島の
自然と文化について〜」

講師 ： 島田 克己
（小笠原自然体験ガイド）

三日月山
▲

長崎展望台
●

●小笠原海洋センター

宮之浜

●
ウェザー

ステーション
展望台

●
二見港

大村海岸 境浦

扇浦
▲

中央山

ジニービーチ
ジョンビーチ

小笠原

南島

父島MAP

〈イメージ〉

安らぎの空間で素敵な旅の思い出を。

BC …バルコニー　BB …ブローバス　 B …バス　 T …トイレ　 S …シャワー ＊車椅子対応の客室はバスタブ付きです。 ※客室内は全面禁煙です。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご
利用ください。 ※コンフォートステート・スタンダードステートはプルマンベッド利用で3名様までご利用いただけます。 ※スタンダードステートは丸窓になります。 ※船体構造により一部の客室では眺望
がさえぎられる場合がございます。 ※部屋の面積にはバルコニーを含みます。 ※喫煙場所は2階スモーキングラウンジのみとなります。客室（バルコニー含む）及びパブリックスペースは全面禁煙です。

●スタンダードステート
1F［18室］14m2（丸窓） S  T

●コンフォートステート
3F［80室］14m2　2F［17室］14m S  T

●スーペリアステート
4F［42室］14m2 ［2室］車椅子対応27m2＊ 
2F［8室］16m2〜18m2 S  T

● 新 設  コンセプトルーム
4F［1室］42m2 B  T

客室タイプ
（全室海側）

（お部屋の一例）

広 と々した眺望のよい客室で３世代が集まり、ひとときを過ごす。こんな
船旅がこれから始まればと、４階前方に「コンセプトルーム」を新設しまし
た。お子様は窓に近いベッドでワクワク感を、大人は窓の近くのカウンター
でゆっくり過ごす。畳のリビングも備えた新しいコンセプトの客室です。
※客室タイプはスーペリアステートです。6名様までご利用いただけます。

（お部屋の一例）

（お部屋の一例） （お部屋の一例）

デラックスルーム
サービス向上

デラックスルームの快適さがプラスされます。5 階客室エリア入口にカードキーをかざす
タイプのセキュリティードアを設置。客室の枕を選べたり、オリジナルブレンドティーをご
用意します。アメニティーも「タルゴ」に変わり、ウェルカムシャンパンはお部屋でのん
びりとお楽しみいただけます。

（お部屋の一例） （お部屋の一例） （お部屋の一例）

※イラストはイメージです。
完成時と異なる場合がございます。

ステートルーム State Room デラックスルーム Deluxe Room

●デラックスツイン
5F［2室］19m2　 B  T

●デラックスベランダ
5F［14室］24m2　BC B  T

●デラックスシングル
5F［6室］13m2　 B  T

コンセプトルームを新設します



父島MAP

※1…3歳未満のお子様はご参加いただけません。 ※2…未就学児（6歳以下）のお客様はご参加いただけません。 ※3…小学3年生以下のお客様はご参加いただけません。

ウェザーステーション
展望バス観光と
二見湾周遊ボート観光

（午前/午後）※1

南島海域公園
ボート遊覧

（午前/午後）※1

バスにて大海原を望める 
展望台へ。また、湾内を遊
覧船で巡り美しいサンゴ礁
を眺めます。

所要：約2時間

小笠原の美しい海岸で海辺
の生き物やサンゴを探した
り、戦跡に触れるなど自然や
歴史を体感するツアーです！

小笠原の固有植物
ガイドツアー

（午前/午後）※2

ドキドキ小笠原！
自然探検隊

（午前/午後）※3

ベテランガイドと中央山と海
岸部をめぐります。絶海の
島ならではの固有種植物を
観察するツアー！

所要：約3時間

所要：約3時間

小笠原歴史ガイド散策と
ホテルホライズンでの昼食

（※9/19のみ 終日／昼食付）※2

小笠原の史跡を巡り、 平
成6年に天皇陛下が来島さ
れた際に宿泊されたホテル
で、 陛下が召し上がったメ
ニューのご昼食を！

所要：約6時間

陸からは訪問できない
美しいボニンブルーの海へ！
ダイナミックな自然豊かな 
景観を展望します。

所要：約1.5時間

カヤック体験と
ガジュマルの森散策

（終日/お弁当の昼食付）※2

小笠原の大自然の中、イン
ストラクターの案内のもと 
カヤック体験を楽しみます！
また、ガイドの案内でガジュ
マルの森を散策します！

所要：約6.5時間

島寿司やウミガメの刺身、
小笠原コーヒーなど地元の
グルメをガイドの説明を聞き
ながら食べ歩くユニークな
ツアーです。

父島中心部・
てくてく食べ歩きツアー

（午前）※2

所要：約2.5時間

小笠原歴史ガイド散策
（※9/20のみ 午前／午後）※2

小笠原諸島発見伝承の貞頼
神社や夜明山など幕末から
太平洋戦争、米軍占領時代、
そして現代へと続く小笠原の
史跡を巡ります！

所要：約3時間

ウェザーステーション展望台〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

南島から望む父島ジニービーチ〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

小笠原固有種マルハチ〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局 〈イメージ〉

●旅行代金：10,000円

●旅行代金：10,000円

●旅行代金：15,000円

●旅行代金：25,000円

●旅行代金：12,000円

●旅行代金：10,000円

●旅行代金：20,000円

●旅行代金：7,000円

本クルーズをお申込みの方には、別紙詳細をお送りします。
※下記オプショナルツアー料金は、大人お一人様、子供同額（税込）となります。父島オプショナルツアー（予定）

ホテルホライズン〈イメージ〉
ⓒ（株）ナショナルランド

〈イメージ〉料理は一例です

貞頼神社〈イメージ〉
ⓒ（株）ナショナルランド

〈イメージ〉
ⓒ（株）ナショナルランド

島寿司〈イメージ〉
ⓒ（株）ナショナルランド

●ジュニアスイート
6F［3室］31m2　BC BB T

●ビスタスイート
6F［4室］37m2〜46m2 BC BB T
増 設  5F［2室］42m2 BC BB T

● 新 設  オーシャンビュースイート
5F［2室］33m2　BB T

５階に「和の流れ」をアクセントにデザインしたスイートルー
ム２室を新設します。大きな船首窓からの雄大な景色
が自慢の「オーシャンビュースイート」はクルーズ船ならで
はの景色を楽しむ工夫をしました。ベッドから海が見え、
寛げるリビングを持つ、新しいタイプの客室です。

５階前方部のデラックスベランダ２室とデラックスツイン
２室を改装し、３名利用可能なビスタスイート２室を増
設。また、スイート全室には、快眠をサポートする枕
が選べるサービスや、双眼鏡の常備などゆっくりとし
た時間をお楽しみいただく工夫をいたします。

●グランドスイート　6F［2室］79m2　BC BB T

（お部屋の一例）
※イラストはイメージです。
完成時と異なる場合がございます。

（お部屋の一例）

（お部屋の一例）

（お部屋の一例）

スイートルーム Suite Room

●にっぽん丸バトラー
専任スタッフがきめ細やか
なおもてなしで、お客様を
サポート。
●優先乗下船
●ウェルカムドリンク
乗船時、シャンパンを客室に
お持ちします。

●ルームデリバリー
朝食、 昼食、 夕食、 夜食のお食
事やティータイム中のお飲み物等
を客室にお届けします。
●その他の飲料
ビール、数種類のソフトドリンク、
コーヒー、 特別にアレンジした日
本茶と紅茶をご用意しています。

スイートルーム特典 オプショナルツアー
優先受付

にっぽん丸バトラー

スイートクラスに
ビスタスイート増設

スイートクラス新カテゴリー
オーシャンビュースイート誕生



船上祭り

船内を盛り上げる素敵なゲスト

松永希（ヴォーカル）

1996年バンド「リングリン
クス」のヴォーカルとして音
楽活動を開始。1999年に
発表した『小笠原古謡集』
では小笠原諸島に伝わる古
い歌を現地に赴き、 島民
と共に作り上げた。2019
年ファーストソロアルバム

『声』をリリース。このアル
バムで共演のロケット・マツ

（Pf）、アンドウケンジロウ
（cl.Sax）で乗船します。

林家錦平（落語家）

横浜生まれ。 東海大学
工学部を中退し、1975
年初代林家三平に入門。
1990年 真 打 昇 進。 一
門の中では珍しく古典落
語に精進を重ね、 正統
派の芸を継承している。
滑稽噺から人情噺まで、
演目は200以上。 各寄
席、落語会、イベントの
司会など幅広く活躍中。

「IRVING KOJI」イルヴィンコージ＆ 
「ESTRELLITA」エストレジータ

両親共に音楽家のメキシコ生まれ。ラテンギタリスト＆シン
ガーソングライター。邦楽、クラシック、シャンソン、演歌、
日本舞踊、ミュージカル、ボクシングを代表する一流アー
ティスト、アスリート達と競演し、進化を続ける超絶ラテン
エンターテイナー。

ラテン音楽界を牽引し続けその人生を歌うTAKAKOと話題
の新鋭アルパ奏者小野華那子からなるデュオ。その演奏法
や表現力は見るものを惹きつける。TAKAKOは海外公演
実績30年以上にも及びプロデューサーとしての顔も持つ。
お届けする熱いラテン音楽の旅を一緒に楽しみましょう！！

カリビアンブリーズ 
（スティールパンバンド）

スティールパン奏者・珠（たまき）
率いる『カリビアンブリーズ』は、カ
リブ海で生まれたドラム缶で作られ
た楽器スティールパンのバンド。
低音から高音までのスティールパン
とドラムの5人編成で、ラテンから
歌謡曲、ポップス…他、幅広いジャ
ンルの曲を演奏。ドラム缶から作ら
れたとは思えない音色が魅力！
今回は、テナーパンの体験会も開
催します。どうぞお楽しみに。

寿司バー「潮彩」〈イメージ〉

厳選された海の幸を美味しいお酒でお召し上がり 
いただけます。

有　料

リドテラス〈イメージ〉

一部有料

軽食も本格的！
にっぽん丸の名物といえば、やはりゴディバの「ショコリキ
サー」。ハンバーガーやホットドッグなど軽食とともにどうぞ。

〈イメージ〉
料理は一例です

美食の船にっぽん丸で味わう、至高の料理。（船内全食事付！）

クルーズライフを彩る船内イベント チャータークルーズならではの船内イベントを開催！！

◆プロフィール◆
洋画家　妃

ひ か り
香利

東京生まれ。柔らかな
光の表現と懐かしさを感
じる作風で2010年より
日本各地の百貨店で個
展を開催。客船を描い
た風景画も人気で近年
は英国へ足をのばし作
品の幅を広げている。

〈イメージ〉

大学で天文学を
専攻し、客船な
どで星空観賞イ
ベント実施の経
験を持つ木原美
智子氏を講師に
迎えて、にっぽ
ん丸船上から星
空を見上げなが
ら星座教室を開
催いたします。〈イメージ〉

〈イメージ〉料理は一例です

メインダイニング『瑞穂』
朝・昼・夕食やナイトスナックをご用意。信楽焼の
大陶板画や、天井にあしらわれた12星座が華やか
な雰囲気を演出しています。

オーシャンダイニング『春日』
空に向かって眺めが広がる開放感あふれたダイニ
ングルーム。（夕食はスイートルーム、デラックス
ルームのお客様優先となります。）

〈イメージ〉

「春日」夕食時の名物
「にっぽん丸特製ローストビーフ」

〈イメージ〉料理は一例です

〈イメージ〉料理は一例です 〈イメージ〉料理は一例です

小野華那子TAKAKO

イルヴィンコージ

船上祭り～絵てがみ体験～
「自分宛ての絵てがみを描こう！」

星空観賞＆星座教室 9/21（月）の夜に開催いたします！盆踊りや屋台 
などお祭り気分で大いに盛り上がりましょう！



総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東京203-5213-9987 〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄   Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

横浜2045-640-6560 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅知範   Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp

名古屋2052-561-1354 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1　名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓   Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

大阪206-6251-5881 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香  Eメールアドレス  cck@ytk.co.jp

神戸2078-251-6218 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人  Eメールアドレス  ccu@ytk.co.jp

福岡2092-475-0011 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二  Eメールアドレス  wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

旅 行 企 画 ・ 実 施

上記各営業所の営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階

T-19-049

郵船トラベルのクルーズ商品を掲載！！
こちらでも
アクセス
可能です。https://www.ytk.jp/cruise/

郵船トラベル　いちおし 検 索

お申込み時の注意事項とご案内
■お申し込み・ご参加の条件：
●お申し込み時点で20才未満の方は親権者の同意書が必要です。
●旅行開始時点で15才未満の方は保護者の同行が必要です。尚、保護者が同行できない

場合は、当該保護者が指定した16才以上のお客様の同行が必要です。（当該同行者が
未成年者の場合は、親権者の同意書が必要です。）

●ご乗船時に、妊娠5〜7ヶ月のご婦人は、ご乗船できません。
●乗船時に6歳までのお子様及び妊娠中のご婦人は、事前に船会社指定の承諾書を提出し

ていただきます。
●生後6ヶ月未満の乳幼児はご乗船できません。
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある

方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身
体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とす
る方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください

（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。）。当社は可
能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じ
た特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。

●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。
■子供代金（2歳以上12歳未満／旅行開始日基準）：子供代金は旅行代金の75％となり
ます。※12歳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）。
※スーペリアステート・ビスタスイートを3名様で利用できる客室数に限りがあります。
※3名様に2名の子供が含まれる場合、1名の子供の旅行代金は旅行代金表に記載された

旅行代金に７５％を乗じた金額となり、もう1名の子供の旅行代金は旅行代金表に記載さ
れた旅行代金に上表の割合を乗じ、更に７５％を乗じた金額となります。

■参加人数の変更について：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場合はキャンセル待ちとさせていただく場合があります。
■客室タイプの変更について：お客様の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いただくか、返金いたします。

個人情報の取り扱いについて

当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報につい
て、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた
旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については当該パンフ
レット記載の日程表及び最終日程表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に必要な範囲内、又は当社の旅
行契約上の責任､ 事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並
びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で､ そ
れら運送･宿泊機関､ 保険会社、土産物店等に対し､ お客様の氏名､ 生年月日、
住所等を､ 予め電磁的方法等で送付することによって提供します。
このほか、当社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャ
ンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケート
のお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用
させて頂くことがあります。

国内旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり
ます。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なの
が実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅
行保険についてはお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせください。

SHIP DATA　● 総トン数：22,472トン　● 全長：166.6m　● 全幅：24m　● 乗客定員：532 名（最大）　● 乗組員数：230 名　● 就航年：1990 年 9 月

船旅を充実させる　　　と　　　の空間寛ぎ癒し

カジノラウンジ「ビギナーズラック」
ルーレットやブラックジャックなどの 
カジノゲームをお楽しみください。

旅行条件〈要約〉（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。）
■募集型企画旅行契約：この旅行は、郵船トラベル株式会社（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。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記に
よるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日
程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期：
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅行申込書

に所定の事項を記入のうえ、申込金50,000円を添えてお申し込み頂きます。申込金は
旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約は、当社
らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契約の
予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立してお
らず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提
出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがな
されない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。

●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、また、郵便、
ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支払い後、当社らがお
客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。また、電話、郵便、ファクシ

■当社の責任：お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社
は責任を負いません。

（ア）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
（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス
提供の中止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（エ）官公署の命
令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行
の中止（オ）自由行動中の事故（カ）食中毒（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュー
ル変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2020年2月19日を基準としています。ま
た、旅行代金は2020年2月19日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基
準として算出しています。

ミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、クレジットカード決済に
よる旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合
には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電子メール等の電子承諾通知によ
る方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

■旅行代金のお支払い：旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日
から起算して遡って61日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した船舶等の運送機関の運賃・料金、食事料
金（税・サービス料金を含む）・添乗員同行費用・宿泊料金（税・サービス料金を含む）※お
客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの：個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・
疾病に関する医療費、日本国内における自宅から集合・解散地点までの交通費や宿泊費
等、希望者のみが参加するオプショナル・ツアーの料金
■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。
お客様は右記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除する
ことができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱店の営業時間内に
お受けします。
※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代金を減じた合
計金額となります。

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

61 日前まで 7/18（土） 無料
60 日前 〜 31 日前まで 旅行代金の10％
30 日前 〜 21 日前まで 旅行代金の20％
20 日前 〜旅行当日（出港前）まで 旅行代金の50％

旅行当日出港後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

グランドバス
3階船尾に位置する展望浴場から眺める海は別格です。
サウナも完備しております。

ドルフィンホール
にっぽん丸の魅力の一つメインショーをお楽しみいただ
ける2層吹き抜けの会場です。

新 設  ホライズンバー 【有料】

大きな窓から眺める景色や世界の銘酒とともに過ごす 
時間をお楽しみいただけます。

〈イメージ〉 〈イメージ〉〈イメージ〉

スパ＆サロン（要予約） 【有料】

美と癒しの総合サロン。海の見える窓が
爽快感あふれる空間を演出しています。

〈イメージ〉〈イメージ〉

対象セレモニー 対象期間

結婚記念日お誕生日 クルーズご乗船期間中

銀婚式 金婚式

定年退職記念 ダイヤモンド婚式
記念日の前後6ヶ月以内

長寿のお祝い ※古希以上の方が対象です。 お誕生日以降、3ヶ月以内

船上では、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、下船日が
記念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。

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

全船、客室・公室（ドルフィンホール除く）に
Wi-Fi環境が整いました。新しい楽しみを船上でも。
※航路、天候等により繋がらない区間がございます。※有料サービスとなります。

Wi-Fi
とんでます

美食の船にっぽん丸で味わう、至高の料理。（船内全食事付！）


