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地元の味のご紹介や旬の食材を取り寄せ調理。この船のサイズだからで
きるにっぽん丸の得意技です。旬の食材で最高の逸品をご用意。船上の
おいしいを是非ご堪能ください。

伊勢志摩、知床など日本の景勝地に洋上のリゾートホテルとしてにっぽん丸
は訪れます。お部屋に荷物を置いて手ぶらで出かける気軽さもクルーズの魅
力のひとつです。

気軽に手軽にクルーズを。
今回はファミリーで楽しむ夏のノンストップクルーズや、発着地の異なるク
ルーズをご用意しました。

2023年は全国各地の花火大会が目白押し。混雑知らずの船上から夜空に咲
く華麗な花をお楽しみください。

旬の美味しさを洋上で味わう 寄港地での愉しみをさらに広げる

究極の寛ぎのなか、日常を忘れて 光と音の競演を船上の特等席で

食

カジュアル

観光

花火

　 　 の 　 　 　 が 、  　 　 　 で 　 を 　 け ま す 。物 語 洋 上8 つ
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それ それ それ お祭りだ！
にっぽん丸はお祭り大好き。船内もお祭りムード満載で楽しくお過ごし
いただけます。

美しい桜や、秋の風景を楽しむクルーズです。お城に咲く美しい桜を眺め
るなど、にっぽん丸ならではの季節旅をどうぞ。

船旅ならではの目的地は離島です。にっぽん丸の島旅は格別。利尻島、屋
久島・喜界島・沖縄の島々…。自然や文化、そこに根付いた生活の工夫な
ど、たくさんの発見が待っています。

ミュージカルや狂言など、乗船のお客様のためだけの特別なステージを準備
します。迫力あるコンサートを間近で体感してください。

各地のお祭りの魅力を存分に 豊かな四季の表情を心ゆくまで堪能

手つかずの自然が創り出す絶景を ひとつひとつ丁寧に創り上げた舞台を

祭

島

シーズン

エンターテイメント

　 　 の 　 　 　 が 、  　 　 　 で 　 を 　 け ま す 。洋 上 幕 開
※写真はすべてイメージです。

2012年 JRねぶた  東北の雄 阿弖流為
ねぶた制作者 ： 竹浪比呂央



エンターテイナー （一部抜粋・順不同）

コーラスグループ
ベイビーブー

「声」だけで魅せる唯一無二のコーラス・エンターテイ
メントグループとして2002年メジャーデビュー。うた
ごえ喫茶で人気を博す。ボニージャックス、由紀さお
り、五木ひろしのコンサートで共演し、童謡100周年
の2018年からは小田原童謡大使に任命されている。

屋久島・種子島・奄美大島クルーズ

俳優・歌手
中村 雅俊

狂言師
野村 萬斎

1951年、宮城県牡鹿郡女川
町生まれ。慶應義塾大学在学
中、文学座附属演劇研究所に
入所。1974年、ＮＴＶ「われ
ら青春！」の主役に抜擢され
デビュー。挿入歌「ふれあい」
で歌手デビューし、売り上げ
が100万枚を超える。現在シ
ングル55枚、アルバム41枚を
リリース。デビューから毎年
行う全国コンサートも1500回
を超える。

1966年生。祖父・故六世野
村万蔵及び父・野村万作に
師事。重要無形文化財総合
指定者。3歳で初舞台。東京
藝術大学卒、現客員教授。狂
言・能を基軸に、現代劇や映
像作品への出演、古典の技法
を駆使した作品の演出など幅
広く活躍。芸術祭優秀賞他受
賞多数。石川県立音楽堂邦
楽監督。

ゴールデンウィーク日本一周クルーズ 熱海花火とエンターテイメントクルーズ 〜狂言〜

ものまねタレント
コロッケ

1980年8月、NTV「お笑いスター誕生」でデビュー。 
TV・ラジオ等に出演する傍ら、全国各地でものまねコ
ンサートを開催、また大劇場での座長公演を定期的
に務める。 

名古屋発着 夏クルーズ
〜宇部花火・SHIRAHAMA2023 花火ラリー・四万十〜

ポップデュオ
トワエモワ 

1969年「或る日突然」でデビュー。「誰もいない海」
「虹と雪のバラード」など数々のヒット曲を生み1973

年解散。1997年 ＮＨＫ「思い出のメロディー」出演を
きっかけに25年ぶりに活動を再開。2019年50周年
記念ＣＤ（6枚組BOX）「FOLK & POP」発売。

春旅にっぽん丸 〜和歌山・英虞湾周遊〜

俳優
浅野 温子

ドラマ「文子とはつ」でデビュー。80年代のトレンディ
ドラマや「あぶない刑事」などTVや映画・舞台多数出
演。2003年より古事記や民話などを題材とした一人
語りの「よみ語り」を全国の神社・ホール等で開催し、
現在に至る。

神戸発着 対馬・済州島クルーズ

クロマチックハ―モニカ奏者
山下 伶

2014年第34回F.I.H.JAPANハーモニカ・コンテス
ト総合グランプリを受賞し、2016年にメジャーデ
ビュー。アルバム「Dear Darling」がジャズ専門雑誌
JAZZ JAPAN AWARD2018制作企画賞受賞。

にっぽん丸花火とファミリークルーズ

歌手
庄野 真代

1978年「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで乾
杯」が大ヒット。昭和歌謡から洋楽ポップスまで細や
かな情感で聴かせる。ニューミュージックを代表する
歌手のひとり。

八代発着 喜界島クルーズ

乗船 ： 神戸〜対馬

乗船 ： 名古屋〜宇部

乗船 ： 根室〜横浜 ※クルーズへの乗船はございません。
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歌手・女優
岩崎 良美

1980年「赤と黒」にて歌手デビュー。1985年「タッ
チ」が大ヒットし日本レコード大賞にて金賞を受賞。 
2020年にはデビュー40周年記念CD「シャンテ・シャ
ンテ・シャンテ」をリリース、フランス語やシャンソンを
学び現在も精力的に活動の場を広げている。

新潟発着 利尻・奥尻クルーズ

歌舞伎俳優
坂東 彌十郎

歌手
加藤 登紀子

1956年東京生まれ。1973
年歌舞伎座「奴道成寺」で坂
東彌十郎を名乗り初舞台。
近年ではコクーン歌舞伎や
平成中村座にも参加。敵役か
ら老役まで幅広い役を演じ
る。2016年には自主公演「や
ごの会」ヨーロッパ公演を開
催。大河ドラマ「鎌倉殿の13
人」北条時政役、TBS「クロサ
ギ」御木本役を演じて話題と
なる。

1965年、東京大学在学中に
歌手デビュー。
1971年「知床旅情」がミリオ
ンセラーとなりレコード大賞
歌唱賞受賞。以後、80枚以
上のアルバムと多くのヒット
曲を世に送り出す。2022年

「知床旅情」発売50年に合
わせ、ニューバージョンを新
録した。

にっぽん丸 秋クルーズ 〜石巻・白老〜 飛んでクルーズ北海道  A・ B・C コース

シンガーソングライター
杉山 清貴

1983年4月杉山清貴&オメガトライブとして「SUM 
MER SUSPICION」でデビュー。 ギター1本でのア
コースティックLIVEからバンド形式のホールツアー
など幅広い演奏活動を展開している。

夏休み 館山花火と伊勢志摩クルーズ

シンガー・ソングライター＆ピアニスト
村上 ゆき 

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。優しい歌声と
クラシックやジャズに精通したピアニスト。アーティス
トへの楽曲提供や数多くのCMを担当し、大人のCM
ソングNo.1の歌姫と称される。

飛んでクルーズ九州 〜隠岐・上五島〜

シンガーソングライター
Chage

1979年CHAGE and ASKAとしてデビュー。その後、
石川優子とのユニットソング「ふたりの愛ランド」を
ヒットさせ、1998年よりソロ活動開始。今も日本音楽
業界の先頭を走り続けている。

海の絶景クルーズ 〜角島・上五島・錦江湾〜

歌手・女優
由紀 さおり

1969年「夜明けのスキャット」でデビュー。女優として
映画、バラエティなど幅広く活躍。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ぐ活動を
続けている。2022年新曲「初めての今日」をリリース。

熊野大花火・錦江湾大花火・済州島クルーズ

シンガーソングライター
八神 純子

1978年「みずいろの雨」が大ヒットし、以降ヒット曲
を連発。1987年よりロサンゼルスへ拠点を移して活
動。2011年より日本でのライブ活動を再開し、バン
ド、アコースティック、フルオーケストラなど様々な編
成でのコンサートを開催している。

ゴールデンウィーク日本一周クルーズ

乗船 ： 横浜〜壱岐

乗船 ： 神戸〜下関

乗船 ： 下関〜横浜

乗船 ： 横浜〜石巻
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クルーズ スケジュール （2023年4月〜9月）

4 月

5 月

6 月

	 4月 1 日 土 4日間	 春旅にっぽん丸 ～和歌山・英虞湾周遊～ P . 08

	 4月 6 日 木 3日間	 八代発着  喜界島クルーズ P . 09

	 4月 9 日 日 4日間	 飛んでクルーズ九州 ～隠岐・上五島～ P . 10

	 4月26日 水 3日間	 にっぽん丸 エンターテイメントクルーズ ～ミュージカル～ P . 11

	 4月28日 金 10日間	 ゴールデンウィーク日本一周クルーズ P . 12

	 5月 7 日 日 6日間	 屋久島・種子島・奄美大島クルーズ P . 14

	 5月12日 金 3日間	 熱海花火クルーズ ～初島～ P . 15

	 5月24日 水 3日間	 初夏の伊勢志摩クルーズ P . 16

	 5月27日 土 5日間	 神戸発着  対馬・済州島クルーズ P . 17

	 5月31日 水 3日間	 神戸／金沢クルーズ P . 22

	 6月 2 日 金 3日間	 金沢発着  輪島花火クルーズ P . 18

	 6月 4 日 日 5日間	 金沢発着  奄美大島・上五島クルーズ P . 19

	 6月 9 日 金 4日間	 新潟発着  利尻・奥尻クルーズ P . 20

	 6月13日 火 3日間	 函館／横浜クルーズ P . 22

	 6月15日 木 4日間	 横浜／奄美／那覇クルーズ P . 23

	 6月18日 日 4日間	 飛んでクルーズ沖縄 Aコース ～与那国島・西表島～ P . 24

	 6月21日 水 4日間	 飛んでクルーズ沖縄 Bコース ～サガリバナ～ P . 25

	 6月24日 土 4日間	 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ～宮古島・本部～ P . 26

	 6月27日 火 4日間	 飛んでクルーズ沖縄 Dコース ～石垣島・台湾～ P . 27

	 6月30日 金 3日間	 那覇／神戸クルーズ P . 23
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7 月

8 月

9 月

	 7月 2 日 日 5日間	 海の絶景クルーズ ～角島・上五島・錦江湾～ P . 21

	 7月20日 木 5日間	 名古屋発着  夏クルーズ ～宇部花火・SHIRAHAMA2023花火ラリー・四万十～ P . 28

	 7月25日 火 3日間	 にっぽん丸花火とファミリークルーズ P . 29

	 7月27日 木 3日間	 熱海花火とエンターテイメントクルーズ ～狂言～ P . 30

	 7月29日 土 5日間	 蒲郡花火と淡路島クルーズ P . 31

	 8月 2 日 水 6日間	 東北夏祭りクルーズ P . 32

	 8月 7 日 月 4日間	 夏休み 館山花火と伊勢志摩クルーズ P . 33

	 8月13日 日 4日間	 阿波おどりクルーズ P . 34

	 8月16日 水 9日間	 熊野大花火・錦江湾大花火・済州島クルーズ P . 36

	 8月28日 月 4日間	 飛んでクルーズ北海道 Aコース P . 38

	 8月31日 木 4日間	 飛んでクルーズ北海道 Bコース P . 38

	 9月 3 日 日 4日間	 飛んでクルーズ北海道 Cコース P . 38

	 9月 6 日 水 4日間	 飛んでクルーズ北海道 Dコース P . 38

	 9月 9 日 土 4日間	 飛んでクルーズ北海道 Eコース P . 38

	 9月16日 土 3日間	 苫小牧／横浜クルーズ P . 35

	 9月18日 月 6日間	 にっぽん丸 秋クルーズ ～石巻・白老～ P . 40

	 9月23日 土 3日間	 にっぽん丸 スターライトクルーズ ～青ヶ島周遊～ P . 41

	 9月25日 月 3日間	 にっぽんの楽園クルーズ ～八丈島～ P . 42

	 9月28日 木 4日間	 名古屋発着  八丈島と大洗海上花火クルーズ P . 43
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和歌山

東京

春旅にっぽん丸 ～和歌山・英虞湾周遊～
2023年4月1日土 ＞＞＞ 4月4日火 東京発着 4日間

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
※集合時間は10：00〜11：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

徳川と万葉ゆかりの地訪問 〈午後〉 健脚レベル ★★

人気のローカル線  たま電車に乗車 健脚レベル ★

ポップデュオ

トワエモワ 
1969年「或る日突然」でデビュー。「誰もいない海」「虹と
雪のバラード」など数々のヒット曲を生み1973年解散。
1997年 ＮＨＫ「思い出のメロディー」出演をきっかけに
25年ぶりに活動を再開。2019年50周年記念ＣＤ（6枚組
BOX）「FOLK & POP」発売。

日　程 入　港 出　港

4月 1 日土 東京 13 ： 30

4月 2 日日 和歌山 11： 00 22 ： 00

4月 3 日月 英虞湾周遊 − −

4月 4 日火 東京 08 ： 30

和歌山城（イメージ）

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

150,000円 291,000円 408,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

165,000円 318,000円 414,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

180,000円 366,000円 477,000円
グランドスイート

678,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

和歌山城の一部を貸切り、特別な空間を演出。
薪能と夜桜を観賞いただきます。3日目はにっ
ぽん丸から現地の船に乗り換え風光明媚な英
虞湾をクルージング。船旅ならではの「春」を
感じてください。

和歌山城での特別な一夜

英虞湾
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喜界島

八代

八代発着 喜界島クルーズ
2023年4月6日木 ＞＞＞ 4月8日土 八代発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：160名
※集合時間は10：00〜11：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

4月 6 日木 八代 14 ： 00

4月 7 日金 喜界島 09 ： 00 17 ： 00

4月 8 日土 八代 14 ： 00

シュガーロード

エンターテイナー
歌手

庄野 真代
1976年シンガーソングライターとしてデビュー。
78年「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで乾杯」が大
ヒット。ニューミュージックを代表する歌手のひとり。今
も褪せぬ軽やかな歌声と幅広い音楽性により大人が楽し
める音楽として、いま再び注目を集める。

奄美大島の東方約25kmにある喜界島は、
珊瑚礁が隆起してできた島。今でも年間約2㎜
ずつ隆起しているというのは世界でも類がなく
貴重とされています。

八代から珊瑚の島への直行便！

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

喜界島街歩き〈午前〉〈午後〉 健脚レベル ★★★

喜界島見どころ早まわり〈午前〉〈午後〉 健脚レベル ★★

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

99,000円 194,000円 272,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

110,000円 212,000円 276,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

120,000円 244,000円 318,000円
グランドスイート

452,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

オオゴマダラ（イメージ）
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博多青方

隠岐

飛んでクルーズ九州 ～隠岐・上五島～
2023年4月9日日 ＞＞＞ 4月12日水 博多発着 4日間

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【隠岐】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。
※ご旅行代金とは別に、博多クルーズターミナル施設使用料（1人500円）が必要となります。
※集合時間は13：00〜14：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

西ノ島・中ノ島  隠岐二島めぐり 健脚レベル ★★

上五島半日観光〈午後〉 健脚レベル ★

シンガー・ソングライター＆ピアニスト

村上 ゆき 
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。優しい歌声とクラシック
やジャズに精通したピアニスト。アーティストへの楽曲提
供や数多くのCMを担当し、大人のCMソング No.1の歌
姫と称される。

日　程 入　港 出　港

4月 9 日日 博多 17 ： 00

4月10日月 隠岐（浦郷） 09 ： 00 16 ： 00

4月11日火 上五島（青方） 10 ： 30 16 ： 00

4月12日水 博多 14 ： 00

頭ヶ島天主堂（上五島）

国賀海岸の野生馬（イメージ）

2013年「世界ジオパーク」に認定され、謎多
き生態系が存在し、世界的に見ても貴重な島

「隠岐」と、2018年に世界遺産に登録された
教会群の歴史と文化の島「上五島」を訪れます。
最終日の朝は美しい浅茅湾を周遊します。

よかとこめぐり

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

158,000円 287,000円 398,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

170,000円 314,000円 404,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

185,000円 359,000円 464,000円
グランドスイート

650,000円

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜

伊豆大島

2023年4月26日水 ＞＞＞ 4月28日金 横浜発着 3日間

スケジュール
日　程 入　港 出　港

4月26日水 横浜 17 ： 00

4月27日木 終日航海 − −

4月28日金 横浜 09 ： 00

イメージ イメージ

ドルフィンホール

エンターテイナー
演出・脚本家

玉野 和紀  
1986年 NYに渡米。1992年よりオリジナルミュージカル
やショーの作・演出・振付・出演をし、高い評価と人気を得
る。又、日本を代表するタップダンサーとしても活躍。
代表作に20周年を迎える「CLUB SEVEN」シリーズ、14
年目を迎えるブロードウェイミュージカル「ALTAR 
BOYZ」等、他多数。オールラウンドのエンターティナー
として注目を集めている。「THE TAP GUY」の脚本・演出・
振付にて、第34回菊田一夫演劇賞受賞。

博多青方

隠岐

ドレスコード    ：1 回     ：1 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は13：00〜14：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

国賀海岸の野生馬（イメージ）

島田歌穂 ＆ 島健

1日目は島田歌穂＆島健によるミュージカル
の名曲、2日目はブロードウェイや東宝、明
治座でもミュージカルを手掛けている玉野
和紀がにっぽん丸の船上でしか鑑賞できな
い作品をお届けします。

にっぽん丸ミュージカル始まります

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

99,000円 194,000円 272,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

110,000円 212,000円 276,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

120,000円 244,000円 318,000円
グランドスイート

452,000円

にっぽん丸
エンターテイメントクルーズ ～ミュージカル～

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜
鳥取

壱岐

七尾

男鹿
青森

根室

ゴールデンウィーク日本一周クルーズ
2023年4月28日金 ＞＞＞ 5月7日日 横浜発着 10日間

ドレスコード    ：7 回     ：2 回
□食事回数：朝9回、昼8回、夕9回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのし

おり）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

日　程 入　港 出　港

4月28日金 横浜 17 ： 00

4月29日土 終日航海 − −

4月30日日 壱岐 10 ： 00 17 ： 00

5月 1 日月 鳥取 10 ： 00 17 ： 30

5月 2 日火 七尾 09 ： 30 18 ： 00

5月 3 日水 男鹿 08 ： 00 18 ： 00

5月 4 日木 青森 08 ： 00 15 ： 00

5月 5 日金 根室 11 ： 00 18 ： 00

5月 6 日土 終日航海 − −

5月 7 日日 横浜 09 ： 00

弘前公園のサクラ（イメージ）　

スケジュール
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壱岐観光と郷土料理の昼食 健脚レベル ★

鳥取半日観光 〈午後〉 健脚レベル ★★

となみチューリップフェアと国宝瑞龍寺 健脚レベル ★★

みちのくの小京都 角館のさくらまつり 健脚レベル ★★

弘前さくらまつり訪問〈午前〉 健脚レベル ★★

根室の名所観光と花咲蟹と旬の味覚の昼食 健脚レベル ★

麦焼酎発祥の地「壱岐」、和倉温泉がある能登の中心地「七尾」、なまはげが有名な「男鹿」、弘前城の桜が
美しい「青森」、日本の最東端「根室」。日本有数の港を巡るにっぽん丸ならではのクルーズです。

となみチューリップフェア（イメージ）　

角館

オプショナルツアー（別料金）

海から逢いに行くにっぽん

※★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

方法は別途ご案内いたします。

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

504,000円 972,000円 1,368,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

549,000円 1,071,000円 1,386,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

603,000円 1,224,000円 1,602,000円
グランドスイート

2,277,000円

なまはげ立像

エンターテイナー
俳優・歌手

中村 雅俊
根室～横浜

1951年、宮城県牡鹿郡女川町生まれ。
慶應義塾大学在学中、文学座附属演劇研究所に入所。
1974年、ＮＴＶ「われら青春！」の主役に抜擢されデビュー。
挿入歌「ふれあい」で歌手デビューし、売り上げが100万
枚を超える。現在シングル55枚、アルバム41枚をリリース。
デビューから毎年行う全国コンサートも1500回を超える。

シンガーソングライター

八神 純子
横浜～壱岐

1978年「みずいろの雨」が大ヒットし、以降ヒット曲を連発。
1987年よりロサンゼルスへ拠点を移して活動。2011年
より日本でのライブ活動を再開。2021年には20作目とな
るオリジナルアルバム「TERRA 〜 here we will stay」を
リリース。2022年8月にはアメリカの音楽団体が世界で
活躍する女性ソングライターに贈る「女性ソングライター
の殿堂」に日本人として初の殿堂入りを果たす。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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名瀬

種子島
屋久島

横浜

屋久島・種子島・奄美大島クルーズ
2023年5月7日日 ＞＞＞ 5月12日金 横浜発着 6日間

日　程 入　港 出　港

5月 7 日日 横浜 17 ： 00

5月 8 日月 終日航海 − −

5月 9 日火 奄美大島（名瀬） 12 ： 00 19 ： 00

5月10日水
種子島 07 ： 00             08 ： 00

屋久島 13 ： 00 18 ： 00

5月11日木 終日航海 − −

5月12日金 横浜 09 ： 00

大島海峡と加計呂麻島

スケジュール

ドレスコード    ：4 回    ：1 回
□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのし

おり）でご案内いたします。
※種子島で上陸され屋久島で帰船されるお客様は、現地高速船を利用し、ご自身でご移動くださ

い。

※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム120％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャン
ビュースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。

シングルキャンペーン（ステートルーム）

エンターテイナー
コーラスグループ

ベイビーブー

「声」だけで魅せる唯一無二のコーラス・エン
ターテイメントグループとして2002年メジャ
ーデビュー。うたごえ喫茶で人気を博し、うた
ごえアルバムを5作発売。ボニージャックス、
由紀さおり、五木ひろしのコンサートで共演し、
童謡100周年の2018年からは小田原童謡大
使に任命されている。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

250,000円 485,000円 680,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

275,000円 530,000円 690,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

300,000円 610,000円 795,000円
グランドスイート

1,130,000円

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

奄美大島北部満喫一日観光 健脚レベル ★★

種子島と屋久島二島めぐり 健脚レベル ★★

ヤクスギランドと紀元杉〈午後〉 健脚レベル ★★

奄美大島、種子島、屋久島と珠玉の３島を５泊
６日で巡ります。奄美大島のくび木のお茶、種
子島の宇宙の種水、屋久島のタンカンジュース
をお部屋にご用意します。

いちどにめぐる

タンカン（イメージ）

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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名瀬

種子島
屋久島

横浜

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

111,000円 211,000円 295,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

121,000円 231,000円 299,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

131,000円 265,000円 345,000円
グランドスイート

489,000円

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□【初島】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。
□熱海花火は20：20〜20：40頃、熱海沖から観賞予定です。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※集合時間は15：00〜16：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

5月12日金 東京 19 ： 00

5月13日土 初島  08 ： 00 17 ： 00

5月14日日 東京 08 ： 30

鳥羽

東京

初島
熱海花火クルーズ ～初島～
2023年5月12日金 ＞＞＞ 5月14日日 東京発着 3日間

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

熱海の名所めぐり 健脚レベル ★★

アコーディオン奏者

田ノ岡 三郎 
幅広いジャンルのステージ&レコーディングで日々熱演中。
東京音大卒業後、パリにてダニエル・コラン氏に師事。
NHK 朝ドラ「エール」「なつぞら」、テレ朝「題名のない音
楽会」出演、テレ東「シェフは名探偵」作曲参加など多方
面で活躍。海外公演歴はフランス、ポルトガル、台湾、ア
ルゼンチン。

熱海海上花火大会（イメージ）

11年ぶりに初島へ寄港。
にっぽん丸オリジナル企画を
実施します。熱海花火は三面を山に
囲まれたすり鉢状の地形で音響効果があり、
花火師も絶賛の打上会場です。

初夏の週末プチリゾート

初島

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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鳥羽

横浜

初夏の伊勢志摩クルーズ
2023年5月24日水 ＞＞＞ 5月26日金 横浜発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160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。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

5月24日水 横浜 19 ： 00

5月25日木 鳥羽  09 ： 00 17 ： 00

5月26日金 横浜 09 ： 00

伊勢神宮

エンターテイナー
ヴォーカルユニット

SiriuS 
共に東京藝術大学声楽科を卒業し、オペラやミュージカ
ルの舞台で活躍しているテノール大田翔とバリトン田中
俊太郎で結成した「SiriuS」。格調高いエッセンスとエン
ターテイメント性の両者を兼ね備えた二人のきらびやか
な夢のある歌唱と舞台を皆様にお届けいたします。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

伊勢神宮  内宮とおはらい町散策 〈午前〉 追加代金なし

VISON行きバス 追加代金なし

英虞湾遊覧と志摩の名所めぐり 健脚レベル ★★

伊勢神宮と三重県の食と文化が集まる
新スポット「VISON」へそれぞれ
シャトルバスを運行します（追加代金なし）。
三重の今昔を体感してください。

伝統とモダン

VISON

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

99,000円 194,000円 272,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

110,000円 212,000円 276,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

120,000円 244,000円 318,000円
グランドスイート

452,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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鳥羽

横浜

VISON

対馬
神戸

済州島神戸発着 対馬・済州島クルーズ
2023年5月27日土 ＞＞＞ 5月31日水 神戸発着 5日間

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）ドレスコード    ：3 回    ：1 回
□食事回数：朝4回、昼4回、夕4回　□最少催行人員：160名
□有効期間が2023年8月29日以降の旅券（パスポート）が必要となります。
□済州島の入国に際し、日本出国72時間前までにK-ETA（韓国電子旅行許可制度）の申請・許

可が必要となります。
□韓国の査証（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2022年12月1日現在となります。変更となる場合はご連絡いたします。
※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。
※集合時間は10：00〜11：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

俳優

浅野 温子
神戸～対馬

ドラマ「文子とはつ」でデビュー。80 年代のトレンディ
ドラマや「あぶない刑事」など TV や映画多数出演。
1998年の初舞台「ロマンチック・コメディ」からは、毎
年様々な舞台に出演。2003 年より古事記や民話などを
題材とした一人語りの「よみ語り」を全国の神社・ホー
ル等で開催し、現在に至る。

日　程 入　港 出　港

5月27日土 神戸 14 ： 00

5月28日日 対馬 12 ： 00 18 ： 30

5月29日月 済州島 08 ： 00 17 ： 00

5月30日火 終日航海 − −

5月31日水 神戸 09 ： 00

漢
ハルラサン
拏山（イメージ）

※★印の数で健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申し込み

方法は別途ご案内いたします。

対馬の味覚を満喫 健脚レベル ★

済州島半日観光 〈午前〉 健脚レベル ★

済州島の世界遺産を訪ねる 健脚レベル ★★

大陸と日本の中間点にある両島は古より人々
の往来があり歴史を作り上げてきました。済
州島では、にっぽん丸おすすめのお店で韓
国名物サムギョプサルをお召し上がりいただ
けます。

本場のサムギョプサルはいかが

イメージ

※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム120％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャン
ビュースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。

シングルキャンペーン（ステートルーム）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

202,000円 388,000円 545,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

221,000円 426,000円 552,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

239,000円 489,000円 638,000円
グランドスイート

907,000円

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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輪島

金沢

金沢発着 輪島花火クルーズ
2023年6月2日金 ＞＞＞ 6月4日日 金沢発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

6月 2 日金 金沢 17 ： 00

6月 3 日土 輪島 07 ： 00 21 ： 00

6月 4 日日 金沢 09 ： 00

輪島市民大花火大会（イメージ）

エンターテイナー
マジシャン

三志郎 
マジシャンとしてテレビ・ステージで活躍し、NHK E テレ「ニ
ャンちゅうワールド放送局」で は子どもたちにマジックを
教える人気コーナーにレギュラー出演する。マジシャンと
しての活躍 の他、映像クリエイターとしての一面も持ち、
映画「シン・ゴジラ」ではメイキングカメラマン を務めた。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

白米千枚田と塩田村 〈午前〉 健脚レベル ★

能登半島ドライブ 健脚レベル ★

輪島塗（イメージ）

1分間に打ち上げられる花火の数が日本一
といわれる「輪島市民大花火大会」。
最初から最後まで連発される花火は、わず
か20分間に約25,000発。北陸の夏の始ま
りを告げる花火大会です。   
  

密度の高さ日本一

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

110,000円 210,000円 294,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

120,000円 230,000円 298,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

130,000円 264,000円 346,000円
グランドスイート

490,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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輪島

金沢

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

198,000円 388,000円 544,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

220,000円 424,000円 552,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

240,000円 488,000円 636,000円
グランドスイート

904,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

オプショナルツアー（別料金）

青方

名瀬

金沢

金沢発着 奄美大島・上五島クルーズ
2023年6月4日日 ＞＞＞ 6月8日木 金沢発着 5日間

スケジュール

エンターテイナー

ドレスコード    ：3 回    ：1 回
□食事回数：朝4回、昼4回、夕4回　□最少催行人員：160名
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日本に笑顔を、新感覚歌謡男子

斬波
金沢～奄美大島（名瀬）

演歌・歌謡曲をリアレンジし、ダンス・
アカペラ・コーラス・コントを駆使する
異例のエンターテイメント集団 4 人組。

「懐かしい文化を新しい感覚で届ける」
事が斬波の目的であり、そこから生まれ
るコンテンツは新ジャンルとして広まっ
ている。

日　程 入　港 出　港

6月 4 日日 金沢 17 ： 00

6月 5 日月 終日航海 − −

6月 6 日火 奄美大島（名瀬） 11 ： 30 16 ： 00

6月 7 日水 上五島（青方） 10 ： 30 15 ： 00

6月 8 日木 金沢 18 ： 30

あやまる岬（奄美大島）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

世界遺産を歩く 金作原ウォーキング 〈午後〉 健脚レベル ★★★

早まわり上五島 〈午後〉 健脚レベル ★

奄美大島はマングローブと珊瑚礁にかこまれた
自然の宝庫。上五島は祈りの島と呼ばれる
文化と歴史の地。金沢から魅力の異なる
2つの島への船旅をお楽しみください。

金沢から2つの世界遺産へ

鶏飯（イメージ）

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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鳥取

金沢

奥尻島

利尻島

新潟

新潟発着 利尻・奥尻クルーズ
2023年6月9日金 ＞＞＞ 6月12日月 新潟発着 4日間

スケジュール

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【奥尻島】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸できない場合もありますので、ご了

承ください。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
※集合時間は09：30〜10：30を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

日　程 入　港 出　港

6月 9 日金 新潟 15 ： 00

6月10日土 奥尻島  08 ： 00 17 ： 00

6月11日日 利尻島 08 ： 00 15 ： 30

6月12日月 新潟 18 ： 30

エゾカンゾウと利尻山（イメージ）　

エンターテイナー
歌手・女優

岩崎 良美  
1980年「赤と黒」にて歌手デビュー。1985年「タッチ」が
大ヒットし日本レコード大賞にて金賞を受賞。NHK Eテ
レ「おさるのジョージ」では、語り手 (ナレーション)と主
題歌も担当し、現在も継続中。
2020年にはデビュー40周年記念 C D「シャンテ・シャンテ・
シャンテ」をリリース、フランス語やシャンソンを学び現在
も精力的に活動の場を広げている。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

奥尻一周早まわり観光 〈午前〉〈午後〉 健脚レベル ★

利尻一日観光とうに丼の昼食 健脚レベル ★

うに丼（イメージ）

北海道の2つの離島、日本百名山の一つ利尻
山が聳える島「利尻島」とオクシリブルーと呼
ばれる青く澄んだ海が特徴の「奥尻島」を訪れ
ます。

ベストシーズンの北海道へ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

148,000円 291,000円 408,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

165,000円 318,000円 414,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

180,000円 366,000円 477,000円
グランドスイート

678,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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青方

下関

神戸

奈留瀬戸

沖ノ島

錦江湾

海の絶景クルーズ ～角島・上五島・錦江湾～
2023年7月2日日 ＞＞＞ 7月6日木 神戸発着 5日間

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

上五島観光と名物料理「五島うどんの地獄炊き」 健脚レベル ★

角島行きバス 〈午後〉 追加代金なし 

エンターテイナー
シンガーソングライター

Chage
神戸～下関

1979 年 CHAGE and ASKA（チャゲ & 飛鳥）としてデ
ビュー。1984 年石川優子とのユニットソング「ふたりの
愛ランド」がスマッシュヒット。1989 年バンド MULTI 
MAX を結成。1998 年シングル「トウキョータワー」を
リリースしソロ活動を開始。現在に至るまで日本音楽業
界の先頭を走り続けている。

スケジュール
日　程 入　港 出　港

7月 2 日日 神戸 21 ： 00

7月 3 日月 錦江湾周遊 − −

7月 4 日火 上五島（青方） 08 ： 00 16 ： 30

奈留瀬戸航行 − −

7月 5 日水 沖ノ島周遊 − −

下関 12 ： 30 19 ： 00

7月 6 日木 神戸 11 ： 30

角島大橋と角島

ドレスコード    ：3 回    ：1 回
□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：160名
□（神戸）7月2日の乗船時間は19：00の予定です。
□7月3日は錦江湾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。
※錦江湾周遊は、18：30〜19：30、沖ノ島周遊は、06：00〜08：30を予定しております。
※集合時間は17：00〜18：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

にっぽん丸がおすすめする3つの海の絶景。
雄大な桜島を望む錦江湾、奈留瀬戸航路、
関門海峡。さらに下関からは角島までの
連絡バスをご用意します（追加代金なし）。

海の絶景をご覧あれ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

219,000円 419,000円 587,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

239,000円 459,000円 595,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

259,000円 527,000円 687,000円
グランドスイート

975,000円
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム120％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャン

ビュースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。

シングルキャンペーン（ステートルーム）

沖ノ島

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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函館

横浜神戸

金沢

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

94,000円 180,000円 254,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

102,000円 198,000円 258,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

112,000円 228,000円 298,000円
グランドスイート

422,000円

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

94,000円 180,000円 254,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

102,000円 198,000円 258,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

112,000円 228,000円 298,000円
グランドスイート

422,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

神戸／金沢クルーズ 函館／横浜クルーズ
2023年5月31日水 神戸発 ＞＞＞ 6月2日金 金沢着 3日間 2023年6月13日火 函館発 ＞＞＞ 6月15日木 横浜着 3日間

スケジュール スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（200円）が必要となります。
※集合時間は15：30〜16：30頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※【函館】6月13日の乗船時間は17：00の予定です。

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※集合時間は14：00〜15：00頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

6月13日火 函館 21 ： 00
6月14日水 終日航海 − −
6月15日木 横浜 09 ： 00

日　程 入　港 出　港

5月31日水 神戸 17 ： 00
6月 1 日木 終日航海 − −
6月 2 日金 金沢 09 ： 00

航行中のにっぽん丸

エンターテイナーエンターテイナー
テノール歌手

高野 二郎 
マジシャン

三志郎 
マジシャンとしての活躍の他、映像クリエイタ
ーとしての一面も持ち、映画「シン・ゴジラ」で
はメイキングカメラマンを務めた。

東京藝術大学卒業、同大学院修了。2000年オペ
ラ「魔笛」(タミーノ役 )で新国立劇場公演デビュ
ー。現在はクラシック、オペラ、ミュージカル、ヒー
ローソング、J-POPと幅広く活躍中。二期会会員。

ゆっくりめぐる船旅です。お一人様一つ加賀棒茶をプレゼント。 「にっぽん丸北海道Bakery」をOPEN！（2日目朝食）
急がばまわれ ぶらり港町パンの旅

加賀棒茶（イメージ） イメージ

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様） ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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神戸

那覇

横浜

名瀬
那覇

函館

横浜

神戸ポートタワーイメージ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

141,000円 270,000円 381,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

153,000円 297,000円 387,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

168,000円 342,000円 447,000円
グランドスイート

633,000円

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

94,000円 180,000円 254,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

102,000円 198,000円 258,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

112,000円 228,000円 298,000円
グランドスイート

422,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

横浜/奄美/那覇クルーズ 那覇／神戸クルーズ
2023年6月15日木 横浜発 ＞＞＞ 6月18日日 那覇着 4日間 2023年6月30日金 那覇発 ＞＞＞ 7月2日日 神戸着 3日間

スケジュール スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、那覇クルーズターミナル施設使用料（308円）が必要となります。
※集合時間は17：30〜18：30頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※【那覇】6月30日の乗船時間は19：00の予定です。

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナルと那覇クルーズターミナルの施設使用料（508円）が必要とな

ります。
※集合時間は14：00〜15：00頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

6月30日金 那覇 21 ： 00
7月 1 日土 終日航海 − −
7月 2 日日 神戸 11 ： 30

日　程 入　港 出　港

6月15日木 横浜 17 ： 00
6月16日金 終日航海 − −
6月17日土 奄美大島（名瀬） 12 ： 00 19 ： 00
6月18日日 那覇 09 ： 00

エンターテイナーエンターテイナー
ニューエイジミュージック

Acoustic
Café

ギター＆ウクレレ

諏訪 光風／
Wind groove

13歳から独学でギターを始める。後に
音楽理論及びジャズ、フラメンコ、クラシ
ックギターを学び、1985年よりプロ活動
を開始。

様々な楽曲の定評のある編曲と、ツルノリヒロ
（Vln）Ayako（Vc）西本梨江（Pf）による演奏で、

皆様を極上の癒しの世界にお連れします。

奄美経由、沖縄行き。一路南へ。 気軽に船旅を楽しむ週末利用の旅です。
島唄を運ぶ めんそーれ神戸

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様） ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

141,000円 270,000円 381,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

153,000円 297,000円 387,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

168,000円 342,000円 447,000円
グランドスイート

633,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

那覇

与那国島

西表島

2023年6月18日日 ＞＞＞ 6月21日水 那覇発着 4日間

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

日本最西端  与那国島観光〈午前〉〈午後〉 健脚レベル ★

チャーターボートで行く日本最南端  波照間島 健脚レベル ★

マングローブ遊覧と水牛車に乗って由布島へ 健脚レベル ★

エンターテイナー
唄と三線

宜保 和也 
三線唄者として琉球古典音楽の舞台、沖縄民謡、三線を
使ったオリジナル曲のライブ等、県内外で演奏活動を開始。
2011年、ニューヨークの「Blue Note」にて三線ライブを
行い好評価を得る。2019年、沖縄県指定無形文化財 沖
縄伝統音楽野村流の伝承者の認定を受ける。

スケジュール
日　程 入　港 出　港

6月18日日 那覇 17 ： 00

6月19日月 与那国島  10 ： 30 17 ： 00

6月20日火 西表島  09 ： 00 17 ： 00

6月21日水 那覇 09 ： 00

与那国島

イリオモテヤマネコ
（イメージ）

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160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。
※ご旅行代金とは別に、那覇クルーズターミナル施設使用料（616円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

約90％が亜熱帯のジャングル、秘境「西表島」
と日本の最西端にあり、台湾まで約111kmに
位置する国境の島「与那国島」を訪れるクルー
ズです。船内では「にっぽん丸美ら海 café」を
OPEN！ （全4コースで実施）。

秘境と国境

飛んでクルーズ沖縄Aコース 
〜与那国島・西表島〜

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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那覇
石垣島

2023年6月21日水 ＞＞＞ 6月24日土 那覇発着 4日間

オプショナルツアー（別料金）

※★印の数と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

方法は別途ご案内いたします。

サガリバナ観賞＜石垣島コース＞ 追加代金なし 

サガリバナ観賞＜西表島コース＞ 健脚レベル  アクティブ

エンターテイナー
唄と三線

宜保 和也 
三線唄者として琉球古典音楽の舞台、沖縄民謡、三線を
使ったオリジナル曲のライブ等、県内外で演奏活動を開始。
2011年、ニューヨークの「Blue Note」にて三線ライブを
行い好評価を得る。2019年、沖縄県指定無形文化財 沖
縄伝統音楽野村流の伝承者の認定を受ける。

スケジュール
日　程 入　港 出　港

6月21日水 那覇 17 ： 00

6月22日木 石垣島 09 ： 00 −

6月23日金 石垣島 − 17 ： 00

6月24日土 那覇 09 ： 00

サガリバナ（西表島）

サガリバナ（イメージ）

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、那覇クルーズターミナル施設使用料（616円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

この時期にしか見ることができない、夜咲いて
朝には散る幻の花・サガリバナがハイライトの
クルーズです。夜または早朝にサガリバナをご
覧いただくツアーを実施いたします。
※カヌー、船での観賞は西表島コース（別料金）のみとなります。

一夜で散る幻の花

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

151,000円 280,000円 391,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

163,000円 307,000円 397,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

178,000円 352,000円 457,000円
グランドスイート

643,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

飛んでクルーズ沖縄Bコース 
〜サガリバナ〜

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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那覇

本部

宮古島

2023年6月24日土 ＞＞＞ 6月27日火 那覇発着 4日間

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

宮古諸島4島めぐり 健脚レベル ★

ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ行きバス 追加代金なし

エンターテイナー
歌手・シンガーソングライター

石嶺 聡子 
沖縄県那覇市出身。J-POPや洋楽等様々な音楽が溢れる
家庭に育つ。16歳に出場したコンテストでグランプリ受賞。
1994年「土曜日とペンと腕時計風を感じたい」でデビュー。
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。現在、音楽制作、ライブ、CMソング等中心
に活動。

スケジュール
日　程 入　港 出　港

6月24日土 那覇 17 ： 00

6月25日日 宮古島 09 ： 00 17 ： 00

6月26日月 本部 09 ： 30 17 ： 00

6月27日火 那覇 09 ： 00

砂山ビーチ（宮古島）

ヤンバルクイナ
（イメージ）

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、那覇クルーズターミナル施設使用料（616円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

宮古島と沖縄北部を訪れます。3日目は備瀬の
フクギ並木や美ら海水族館まで徒歩圏内の場
所に、「にっぽん丸やんばるステーション」を
OPEN！ 観光の情報収集や休憩所としてご利
用ください。

やえやまとやんばる

※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

141,000円 270,000円 381,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

153,000円 297,000円 387,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

168,000円 342,000円 447,000円
グランドスイート

633,000円

飛んでクルーズ沖縄Cコース 
〜宮古島・本部〜

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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那覇

石垣島

基隆

2023年6月27日火 ＞＞＞ 6月30日金 那覇発着 4日間

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

星砂の浜と水牛車でめぐる竹富島 健脚レベル ★

台北観光と圓山大飯店での昼食 健脚レベル ★

エンターテイナー
歌手・シンガーソングライター

石嶺 聡子 
沖縄県那覇市出身。J-POPや洋楽等様々な音楽が溢れる
家庭に育つ。16歳に出場したコンテストでグランプリ受賞。
1994年「土曜日とペンと腕時計風を感じたい」でデビュー。
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。現在、音楽制作、ライブ、CMソング等中心
に活動。

スケジュール
日　程 入　港 出　港

6月27日火 那覇 17 ： 00

6月28日水 石垣島 09 ： 00 17 ： 00

6月29日木 基隆 07 ： 00 16 ： 00

6月30日金 那覇 13 ： 00

九份（台湾）

台湾のかき氷
（イメージ）

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
□有効期間が2023年6月30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2022年12月1日現在となります。変更となる場合はご連絡いたします。
※ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税(1,000円)および那覇クルーズターミナル施設使用料（588

円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

沖縄から一番近い海外・台湾へ行くクルーズです。
沖縄県内で3番目に大きく、透明度の高い海が魅力で
世界中のダイバーが訪れることで有名なぱいぬしま
から美麗の島へ。

ちょっと海外へ

にっぽん丸プレミアムツアー

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

137,000円 262,000円 369,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

148,000円 288,000円 375,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

163,000円 332,000円 433,000円
グランドスイート

614,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

飛んでクルーズ沖縄Dコース 
〜石垣島・台湾〜

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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宇部

名古屋

土佐清水

白浜沖

名古屋発着 夏クルーズ
〜宇部花火・SHIRAHAMA2023花火ラリー・四万十〜
2023年7月20日木 ＞＞＞ 7月24日月 名古屋発着 5日間

宇部市花火大会（イメージ）

スケジュール
日　程 入　港 出　港

7月20日木 名古屋 17 ： 00

7月21日金 土佐清水 12 ： 00 18 ： 00

7月22日土 宇部 08 ： 00 21 ： 30

7月23日日 終日航海 − −

7月24日月 名古屋 09 ： 00

ドレスコード    ：4 回
□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：160名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※集合時間は11：00〜12：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

四万十川

エンターテイナー
ものまねタレント

コロッケ
名古屋～宇部

1980年8月、NTV「お笑いスター誕生」でデビュー。
TV・ラジオ等に出演する傍ら、全国各地でものまねコン
サートを開催、また大劇場での座長公演を定期的に務め
る。現在のものまねレパートリーは 300 種類以上となり、
エンターテイナーとして常に新境地を開拓している。

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

216,000円 416,000円 584,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

236,000円 456,000円 592,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

256,000円 524,000円 684,000円
グランドスイート

972,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

四万十川行きバス〈午後〉 追加代金なし

ジョン万次郎の故郷と足摺岬〈午後〉 追加代金なし

ようこそ宇部〈午前〉 健脚レベル ★

約10,000発が打ちあがる宇部市花火大会、
白浜沖からご覧いただくSHIRAHAMA2023
花火ラリーを観賞。土佐清水からは四万十川
までのバスを運行します（追加代金なし）。
夏の楽しさがギュッと詰まったクルーズです。

夏の楽しさ詰めこみました

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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プール

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

108,000円 208,000円 292,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

118,000円 228,000円 296,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

128,000円 262,000円 342,000円
グランドスイート

486,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※本クルーズは「キッズドルフィンズクラブ」の割引対象外となります。

にっぽん丸花火とファミリークルーズ
2023年7月25日火 ＞＞＞ 7月27日木 横浜発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

7月25日火 横浜 17 ： 00

7月26日水 終日航海 − −

7月27日木 横浜 09 ： 00

ファミリー割引

伊豆大島

横浜

本クルーズに限り、お子様（2才以上小学生以下）とステートルームに乗船すると、
子供代金が大人代金の半額となります。

2名1室利用代金（子供お一人様） 3名様目利用代金（子供お一人様）

エンターテイナー
クロマチックハ―モニカ奏者

山下 伶 
2014年第34回 F.I.H.JAPAN ハーモニカ・コンテスト総
合グランプリを受賞し、2016年にメジャーデビュー。
2018年に発売したアルバム「Dear Darling」がジャズ専
門 雑 誌 JAZZ JAPAN AWARD2018 制 作 企 画 賞 受 賞
NHK「天才テレビくんhello」、「題名のない音楽会」など、
メディアへの出演も多数。

小学生以下のお子様を対象に「キッズクル
ープログラム」を実施いたします。手旗教室、
ナプキン折り教室、船長との記念撮影など
船旅ならではの体験を。思い出に残る夏を願っ
て約2,000発のにっぽん丸プライベート花火を打ち上げます。

ご家族の思い出に残る夏

スタンダードステート 54,000円
コンフォートステート 59,000円
スーペリアツイン 64,000円

スタンダードステート 32,400円
コンフォートステート 35,400円

イメージ

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜

熱海
熱海花火と
エンターテイメントクルーズ 〜狂言〜
2023年7月27日木 ＞＞＞ 7月29日土 横浜発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
□【熱海】では15：00に離岸し、20：20〜20：45頃、沖から花火を観賞予定です。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

7月27日木 横浜 17 ： 00

7月28日金 熱海 08 ： 00 15 ： 00

7月29日土 横浜 09 ： 00

MOA美術館  能楽堂

オプショナルツアー

※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
方法は別途ご案内いたします。

MOA美術館  能楽堂行きバス
〜狂言鑑賞〜 〈午前〉 追加代金なし

エンターテイナー
狂言師

野村 萬斎 
1966年生。祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作に師
事。重要無形文化財総合指定者。3歳で初舞台。東京藝
術大学卒、現客員教授。狂言・能を基軸に、現代劇や映像
作品への出演、古典の技法を駆使した作品の演出など幅
広く活躍。芸術祭優秀賞他受賞多数。石川県立音楽堂邦
楽監督。
※クルーズへの乗船はございません。

イメージ

熱海ではMOA美術館の能楽堂を貸切、野
村萬斎を中心とする「万作の会」の狂言を
ご堪能いただき、夜はナイアガラ花火がフ
ィナーレを飾る熱海花火を観賞。昼も夜も
充実のクルーズです。

真夏は昼も夜も夢

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

111,000円 211,000円 295,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

121,000円 231,000円 299,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

131,000円 265,000円 345,000円
グランドスイート

489,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜

熱海

横浜

蒲郡
淡路島蒲郡花火と淡路島クルーズ

2023年7月29日土 ＞＞＞ 8月2日水 横浜発着 5日間

ドレスコード    ：3 回     ：1 回
□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：160名　※★は初寄港地です。
□【淡路島】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。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのし

おり）でご案内いたします。
※花の見頃は例年と異なる場合がございます。

日　程 入　港 出　港

7月29日土 横浜 17 ： 00

7月30日日 蒲郡 08 ： 00 21 ： 30

7月31日月 淡路島 ★  12 ： 00 18 ： 00

8月 1 日火 終日航海 − −

8月 2 日水 横浜 09 ： 00

あわじ花さじき（イメージ）　

スケジュール

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

216,000円 416,000円 584,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

236,000円 456,000円 592,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

256,000円 524,000円 684,000円
グランドスイート

972,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

エンターテイナー
フラメンコギターユニット

DON ALMAS ＋
LOS TOPOS 
激しさと哀愁の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特別公演、国立劇場な
ど、国内外で活躍。若手フラメンコユニット「ロ
ストポス」とのコラボも必見。

にっぽん丸初観賞の「蒲郡まつり納涼花火大会」
の特徴は特大サイズの正三尺玉。華やかな花
火は直径650mと東京スカイツリーの高さをし
のぐ大きさです。淡路島はにっぽん丸初寄港。「あ
わじ花さじき」など見どころ満載です。

はじめてみる特大の華と花

淡路島たまねぎ
（イメージ）

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

ようこそ蒲郡〈午前〉 健脚レベル ★★

吉良と西尾の歴史散策 健脚レベル ★★

淡路島の名所めぐり〈午後〉 健脚レベル ★★

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜

秋田

青森

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

ドレスコード    ：5 回
□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：160名
□祭りは天候等により実施されない場合がありますのでご了承ください。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

お祭り見物コース  秋田竿燈まつり 追加代金なし
お祭り見物コース  青森ねぶた祭 追加代金なし

世界遺産  三内丸山遺跡・亀ヶ岡石器時代遺跡
〜津軽鉄道  風鈴列車乗車〜 健脚レベル ★★

津軽三味線、民謡歌手

あべや 
津軽三味線全国チャンピオン 阿部金三郎・銀三郎兄弟を
中心に結成された津軽三味線、民謡を中心とした日本民
俗音楽芸能集団。古来より日本人が培ってきた魂の音を
メンバー独自の構成で表現し、忘れかけていた日本の音
の力、日本人の感性を呼び覚ます舞台を届ける。

日　程 入　港 出　港

8月2日水 横浜 17 ： 00

8月3日木 終日航海 − −

8月4日金 秋田 08 ： 00 22 ： 30

8月5日土 青森 09 ： 00 23 ： 00

8月6日日 終日航海 − −

8月7日月 横浜 09 ： 00

にっぽん丸オリジナルツアー

青森ねぶた（イメージ） 2018年 ヤマト運輸ねぶた 白波五人男  ねぶた制作者 ： 北村隆

移動・食事・宿泊・専用桟敷席全てをコーディ
ネートしてお届けいたします。
今年もみちのくの夜空に竿燈・ねぶたの灯が
燃え上がります。

みちのくの短く熱い夏

秋田竿燈まつり（イメージ）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

280,000円 540,000円 760,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

305,000円 595,000円 770,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

335,000円 680,000円 890,000円
グランドスイート

1,265,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

東北夏祭りクルーズ
2023年8月2日水 ＞＞＞ 8月7日月 横浜発着 6日間

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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浜島

横浜

館山夏休み 館山花火と伊勢志摩クルーズ
2023年8月7日月 ＞＞＞ 8月10日木 横浜発着 4日間

スケジュール

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160名
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
□【浜島】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。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

8月 7 日月 横浜 17 ： 00

8月 8 日火 館山 08 ： 00 17 ： 00

8月 9 日水 浜島  09 ： 00 17 ： 00

8月10日木 横浜 14 ： 30

館山湾花火大会（イメージ）

エンターテイナー
シンガーソングライター

杉山 清貴  
1983年4月杉山清貴 &オメガトライブとして「SUMMER 
SUSPICION」でデビュー。 1986年5月「さよならのオ
ーシャン」でソロデビュー。ギター1本での弾き語りアコ
ースティックLIVEからフルバンド形式の大規模ホールコ
ンサートツアー、数々のユニットによるライブハウスへの
出演など幅広い演奏活動を年間通じて展開している。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

鴨川シーワールドで遊ぼう 健脚レベル ★

志摩を満喫  〜英虞湾遊覧と横山展望台〜 健脚レベル ★★

関東地方最大級の水中花火が名物の
「館山湾花火大会」。

約10,000発の花火が夜空を彩ります。
目前の水面で開く花と、船上まで届く迫力の音や振動を
体感してください。

鏡ヶ浦に咲く花

落花生（イメージ）

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

168,000円 324,000円 456,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

183,000円 357,000円 462,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

201,000円 408,000円 534,000円
グランドスイート

759,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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徳島

横浜

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
□祭りは天候等により実施されない場合がありますのでご了承ください。
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

お祭り見物コース  阿波おどり 追加代金なし

徳島早まわり観光 〈午前〉 健脚レベル ★

眉山山頂からの展望と鳴門のうず潮 健脚レベル ★★

邦楽トラッドサウンド

ALIAKE
Nu-folkを掲げ、日本の旋律を色鮮やかに表現す
るユニット。小湊昭尚（尺八・オークラウロ）、土屋
雄作（ヴァイオリン・ヴィオラ）、齋藤純一（ギター）、
美鵬直三朗（太鼓・鳴り物 ) 各シーンの名手が奏で
る進化系邦楽トラッドサウンドグループ。

日　程 入　港 出　港

8月13日日 横浜 17： 00

8月14日月 徳島 14 ： 00 −

8月15日火 徳島 − 12： 00

8月16日水 横浜 09 ： 00

阿波おどり（イメージ）

イメージ

400年の歴史を持ち世界に誇る伝統のお祭り
「阿波おどり」。専用桟敷席での見物はもち
ろん、今年は徳島に停泊。たっぷりと阿波お
どりをお楽しみいただける4日間です。

踊らにゃそんそん！

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

168,000円 324,000円 456,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

183,000円 357,000円 462,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

201,000円 408,000円 534,000円
グランドスイート

759,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

阿波おどりクルーズ
2023年8月13日日 ＞＞＞ 8月16日水 横浜発着 4日間

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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苫小牧

横浜

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（200円）が必要となります。
※集合時間は11：30〜12：30頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

9月16日土 苫小牧 17 ： 00

9月17日日 終日航海 − −

9月18日月 横浜 09： 00

横浜みなとみらい

エンターテイナー
ソプラノ

高野 百合絵  
東京音楽大学、及び大学院首席修了。佐渡裕芸術監督プ
ロデュースオペラ2021「メリー・ウィドウ」主役ハンナ・グ
ラヴァリを見事に演じ、華麗な舞台姿と確かな歌唱力で
喝采を浴びた。NHK-FM「リサイタル・パッシオ」、テレ朝

「題名のない音楽会」等のメディアに出演。

徳島

横浜

アイスクリーム（イメージ）

苫小牧からの2泊3日、3連休を利用した
ノンストップクルーズです。 
リドテラスでは日替わりで北海道産の
アイスクリームをご用意いたします。

3連休のワンウェイクルーズ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

94,000円 180,000円 254,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

102,000円 198,000円 258,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

112,000円 228,000円 298,000円
グランドスイート

422,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。©Takayuki Abe

苫小牧/横浜クルーズ
2023年9月16日土苫小牧発 ＞＞＞ 9月18日月 横浜着 3日間

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜
下関

鹿児島

済州島

熊野沖

熊野大花火・錦江湾大花火・済州島クルーズ
A 2023年8月16日水 横浜発    ＞＞＞ 8月24日木 横浜着     9日間
B 2023年8月16日水 横浜発    ＞＞＞ 8月19日土 鹿児島着  4日間
C 2023年8月19日土 鹿児島発 ＞＞＞ 8月24日木 横浜着     6日間

□食事回数：A 朝8回、昼7回、夕8回　B 朝3回、昼2回、夕3回　C 朝5回、昼4回、夕5回
□最少催行人員：Aコース160名、BCコースは、Aコースが最少催行人員に達した場合、催行

します。
□ACコースのお客様は済州島の入国に際し、日本出国72時間前までにK-ETA（韓国電子旅行

許可制度）の申請・許可が必要となります。
□ACコースのお客様は有効期間が2023年11月21日以降のパスポート（旅券）が必要となりま

す。韓国の査証（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2022年12月1
日現在となります。変更となる場合はご連絡いたします。

□Bコースのお客様は8月19日開催の錦江湾大花火は、船上からご覧いただけません。
□ABコース（横浜）の集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確

定書面（クルーズのしおり）でご案内いたします。
□Cコース（鹿児島）の集合時間は13：00〜14：00を予定しております。
□Aコースは、ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
□BCコースは、ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（200円）が必要となります。
□ACコースは、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。

ドレスコード

日　程 入　港 出　港

8月16日水 横浜 17 ： 00

8月17日木 熊野沖 − −

8月18日金 終日航海 − −

8月19日土 鹿児島 08 ： 00 17 ： 00

8月20日日 済州島 16 ： 00 −

8月21日月 済州島 − 18 ： 00

8月22日火 下関 10 ： 15 21 ： 15

8月23日水 終日航海 − −

8月24日木 横浜 09 ： 00

第21回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（イメージ）

スケジュール

A B

C

□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、

オーシャンビュースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金とな
ります。

各コース共通事項

 A   ：6 回    ：2 回、B   ：2 回    ：1 回、 C   ：4 回    ：1 回
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熊野大花火・錦江湾大花火・済州島クルーズ

※★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

方法は別途ご案内いたします。

かごしま案内人とめぐる鹿児島観光 〈午前〉 健脚レベル ★

済州島の世界遺産を訪ねる 健脚レベル ★★

巌流島と門司港レトロ散策 健脚レベル ★★

300余年の伝統を誇る「熊野大花火大会」、桜島と錦江湾という雄大な景観を背景に打ちあがる
「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」、リゾートアイランド・済州島を同時にお楽しみいただけます。

今年の夏は、充実の9日間をお過ごしください。

トルハルバン（済州島）

熊野大花火大会（イメージ）

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様） ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）

オプショナルツアー（別料金） エンターテイナー
歌手・女優

由紀 さおり 下関～横浜

1969年「夜明けのスキャット」でデビュー。女優として映画、
ドラマへ出演。司会、バラエティなど幅広く活躍。1986年
より姉、安田祥子と美しい日本語の歌を次世代に歌い継
ぎたいと活動を続けている。2022年新曲「初めての今日を」
をリリース。2023年由紀さおりソロコンサート「新しいわ
たし」を開催予定。

トランペット＆ヴォーカル

MITCH 横浜～鹿児島

エネルギッシュなトランペットとヴォーカル、老若男女す
べての人々を楽しませるパフォーマンスはその場の空気
を一変し、ニューオリンズにいるような錯覚を覚える本
格派ジャズエンターテイメント！映画やドラマ出演にも活
動の幅を広げる MITCH と凄腕ミュージシャンのセッ
ションをお楽しみください。

夏のレジャーを満たします

B C

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）A
ステートルーム デラックスルーム スイートルーム

スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

433,000円 835,000円 1,175,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

471,000円 920,000円 1,190,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

518,000円 1,051,000円 1,375,000円
グランドスイート

1,955,000円

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

168,000円 324,000円 456,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

183,000円 357,000円 462,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

201,000円 408,000円 534,000円
グランドスイート

759,000円

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

265,000円 511,000円 719,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

288,000円 563,000円 728,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

317,000円 643,000円 841,000円
グランドスイート

1,196,000円

イメージ
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飛んでクルーズ北海道
A 2023年 8月 28 日月 ＞＞＞ 8月 31 日木 小樽発着 4日間
B 2023年 8月 31 日木 ＞＞＞ 9月 3 日日 小樽発着 4日間
C 2023年 9月 3 日日 ＞＞＞ 9月 6 日水 小樽発着 4日間

D 2023年 9月 6  日水 ＞＞＞ 9月 9 日土 小樽発着 4日間
E 2023年 9月 9  日土 ＞＞＞ 9月 12 日火 小樽発着 4日間

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【羅臼】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸できない場合もありますので、ご了承

ください。通船による乗下船は30分〜60分を要します。
※集合時間は15：00〜16：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

A
8月28日月 小樽 − 19 ： 00

8月29日火 利尻島  08 ： 00 17 ： 30

8月30日水 羅臼   08 ： 00 15 ： 00

8月31日木 小樽 11 ： 30

日　程 入　港 出　港

D
9月 6 日水 小樽 − 19 ： 00

9月 7 日木 利尻島 08 ： 00 17 ： 30

9月 8 日金 羅臼  08 ： 00 15 ： 00

9月 9 日土 小樽 11 ： 30

日　程 入　港 出　港

B
8月31日木 小樽 − 19 ： 00

9月 1 日金 利尻島 08 ： 00 17 ： 30

9月 2 日土 羅臼  08 ： 00 15 ： 00

9月 3 日日 小樽 11 ： 30

日　程 入　港 出　港

E
9月 9 日土 小樽 − 19 ： 00

9月10日日 利尻島 08 ： 00 17 ： 30

9月11日月 羅臼  08 ： 00 15 ： 00

9月12日火 小樽 11 ： 30

日　程 入　港 出　港

C
9月 3 日日 小樽 − 19 ： 00

9月 4 日月 利尻島 08 ： 00 17 ： 30

9月 5 日火 羅臼  08 ： 00 15 ： 00

9月 6 日水 小樽 11 ： 30

知床峠

スケジュール

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

141,000円 270,000円 381,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

153,000円 297,000円 387,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

168,000円 342,000円 447,000円
グランドスイート

633,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

全コース共通事項

全コース共通ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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利尻島

知床

羅臼
小樽

❶利尻島から

❷小樽へ

知床岬（沿岸）

羅臼

【知床拡大図】

D 2023年 9月 6  日水 ＞＞＞ 9月 9 日土 小樽発着 4日間
E 2023年 9月 9  日土 ＞＞＞ 9月 12 日火 小樽発着 4日間

※★印の数と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

方法は別途ご案内いたします。

利尻一日観光 健脚レベル ★

利尻・礼文二島早まわり 健脚レベル ★★

羅臼早まわり観光 健脚レベル ★

北のジャングルカヌー 健脚レベル  アクティブ

羅臼昆布（イメージ）

知床のシャチ（イメージ）　※野生動物はご覧いただけない場合があります。

エゾシカの親子（イメージ）　※野生動物はご覧いただけない場合があります。

ディナー（イメージ）

全コース共通オプショナルツアー（別料金）

エンターテイナー

ABC

DE

初秋の定番「飛んでクルーズ北海道」。
今年も「北海道和膳」「北海道フロア」「知床 Café」でにっぽん丸おすすめの道産食材、ドリンクをご用意いた
します（追加代金なし）。また、羅臼では地元の皆様との共同企画やツアーをリニューアル。新しい羅臼の魅
力をお楽しみいただきます。

知床の岬に にっぽん丸が航くころ

歌手

加藤 登紀子
1965年、東京大学在学中に歌手デビュー。
1971年「知床旅情」がミリオンセラーとなりレコード大賞
歌唱賞受賞。以後、80枚以上のアルバムと多くのヒット
曲を世に送り出す。
2022年「知床旅情」発売50年に合わせ、ニューバージョ
ンを新録した。

シンガーソングライター

細坪 基佳
1974年フォークデュオ「ふきのとう」としてデビュー、デ
ビュー曲「白い冬」「風来坊」「春雷」など、数々の心に残る
ヒット曲を発表。
1992年解散後はソロとして始動。
2022年、古希を迎えて節目のコンサートツアーを行う。
2023年デビュー50年目を迎える。
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横浜

石巻

白老

にっぽん丸 秋クルーズ ～石巻・白老～
2023年9月18日月 ＞＞＞ 9月23日土 横浜発着 6日間

ドレスコード    ：3 回    ：2 回
□食事回数：朝5回、昼4回、夕5回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのし

おり）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

9月18日月 横浜 17 ： 00

9月19日火 終日航海 − −

9月20日水 石巻 08 ： 00 15 ： 00

9月21日木 白老 10 ： 00 17： 00

9月22日金 終日航海 − −

9月23日土 横浜 09 ： 00

松島

スケジュール

白老牛（イメージ）

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

奥松島遊覧と海の幸の昼食 健脚レベル ★★

ウポポイ（民族共生象徴空間）でアイヌ文化を知る 健脚レベル ★

世界遺産 北黄金貝塚と洞爺湖有珠山ジオパーク訪問 健脚レベル ★★

歌舞伎俳優

坂東 彌十郎
横浜～石巻

1956年東京生まれ。1973年歌舞伎座「奴道成寺」で坂
東彌十郎を名乗り初舞台。近年ではコクーン歌舞伎や平
成中村座にも参加。敵役から老役まで幅広い役を演じる。
2016年には自主公演「やごの会」ヨーロッパ公演を開催。
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」北条時政役、TBS「クロサギ」
御木本役を演じて話題となる。

秋の東北と北海道を楽しむ船旅です。
特選素材に白老牛を使用した「北の秋和膳」
をご賞味ください（航海中1回）。
にっぽん丸に坂東彌十郎が初登場。

北の秋とご馳走

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

270,000円 520,000円 730,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

295,000円 570,000円 740,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

320,000円 655,000円 855,000円
グランドスイート

1,215,000円
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム120％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャン

ビュースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

※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。

シングルキャンペーン（ステートルーム）

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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横浜

石巻

白老

日高

横浜

青ヶ島

にっぽん丸スターライトクルーズ
～青ヶ島周遊～
2023年9月23日土 ＞＞＞ 9月25日月 横浜発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：1 回    ：1 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名
※ご旅行代金とは別に、横浜ターミナル施設使用料（400円）が必要となります。
※集合時間は14：00〜15：00を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。
※青ヶ島には上陸いたしません。

エンターテイナー
ハープ奏者

山宮 るり子
日本を代表する若手ハープ奏者。早くからその才能を認
められ、高校卒業後渡独、ハンブルク音楽演劇大学を首
席で卒業。X.d.メストレ氏のもとで研鑽を積み、世界最
高ランクの2つのコンクールで第2位、優勝という栄誉に
輝き、国際的に広く知られる存在となる。以来、国内外で
ソロ活動、室内楽活動、オーケストラとの共演など、華々
しく活躍中。

日　程 入　港 出　港

9月23日土 横浜 17 ： 00

9月24日日 青ヶ島周遊 − −

9月25日月 横浜 09 ： 00

横浜（イメージ）

絶海の孤島・青ヶ島沖まで南下、スポー
ツデッキで天体望遠鏡を使って星座鑑
賞を実施。ドルフィンホールではにっぽ
ん丸プラネタリウムも実施します。洋上
で都会では見れない夜空を見上げてみ
ませんか。    
 

星に願いを

イメージ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

108,000円 208,000円 292,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

118,000円 228,000円 296,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

128,000円 262,000円 342,000円
グランドスイート

486,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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にっぽんの楽園クルーズ ～八丈島～
2023年9月25日月 ＞＞＞ 9月27日水 東京発着 3日間

スケジュール

ドレスコード    ：2 回
□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160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。
※集合時間は13：30〜14：30を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

日　程 入　港 出　港

9月25日月 東京 16 ： 30

9月26日火 八丈島  09 ： 00 17 ： 00

9月27日水 東京 08 ： 30

八丈島

エンターテイナー
サンポーニャ ＆ ケーナ奏者

瀬木 貴将
13歳の時サンポ－ニャ＆ケ－ナを始める。18歳から南米
ボリビアに渡る。1995年国内ソロデビュー。サンポーニャ、
ケーナという民族楽器の枠に捉われず、オリジナリティ溢
れる世界観で音楽を追求し、他にないシグネチャーサウ
ンドを築き上げ精力的な音楽活動を現在まで続けている。

オプショナルツアー（別料金）

※★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

方法は別途ご案内いたします。

早まわり八丈島 〈午前〉〈午後〉 健脚レベル ★

八丈島観光と郷土料理の昼食 健脚レベル ★★

東京

八丈島

東京から南へ約300km。亜熱帯の島「八丈島」
の高台に、特設カフェをOPENします。八丈島
のジャージー牛乳やスイーツなどをご用意。海
を眺めながら至福のひと時をお過ごしください。

東京で島時間

イメージ

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

108,000円 208,000円 292,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

118,000円 228,000円 296,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

128,000円 262,000円 342,000円
グランドスイート

486,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）
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東京

八丈島

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム
スタンダードステート デラックスツイン ジュニアスイート

162,000円 312,000円 438,000円
コンフォートステート デラックスベランダ オーシャンビュースイート

177,000円 342,000円 444,000円
スーペリアツイン デラックスシングル ビスタスイート

192,000円 393,000円 513,000円
グランドスイート

729,000円
※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。
※客室をお一人様でご利用の場合にはステートルーム150％、デラックスルーム、ビスタスイート、オーシャンビュ

ースイート、ジュニアスイートは160％、グランドスイートは200％の割増代金となります。

2023年9月28日木 ＞＞＞ 10月1日日 名古屋発着 4日間

スケジュール

エンターテイナー

オプショナルツアー（別料金）

※★印の数とトレッキングで健脚レベルを表します。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申し込み

方法は別途ご案内いたします。

ドレスコード    ：3 回
□食事回数：朝3回、昼3回、夕3回　□最少催行人員：160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。
□花火大会は天候等により実施されない場合がありますので、ご了承ください。
※集合時間は11：30〜12：30を予定しております。最終的な集合時間は、確定書面（クルーズのしお

り）でご案内いたします。

八丈富士トレッキング 健脚レベル  トレッキング

日本三名瀑  袋田の滝と竜神大吊り橋 健脚レベル ★★

マジシャン

新子 景視 
関西大学社会学部を卒業後、世界的に有名なマジック専
門会員制クラブのメンバーとなり、プロマジシャンとして
スタート。得意とするマジックは人の脳に潜り込み、本人
しか知り得ない情報をダイレクトに読み取るという独自
に考案した「ブレインダイブ」。
数々のテレビ番組に出演し注目を集めている。自身の
YouTubeチャンネル「あたらしくん」でも色々なマジック
を披露している。

日　程 入　港 出　港

9月28日木 名古屋 17 ： 00

9月29日金 八丈島  09 ： 00 17 ： 00

9月30日土 大洗 09 ： 00 20 ： 00

10月1日日 名古屋 15 ： 00

大洗海上花火大会（イメージ）

名古屋

大洗

八丈島

東京の南国「八丈島」と、1928年にスタートした
歴史ある花火大会「大洗海上花火大会」を
お楽しみいただくクルーズです。
約6,000発の花火を船上から楽しむ週末をお過ごしください。

ひょうたん島と名花火

キョン（イメージ）

名古屋発着

八丈島と大洗海上花火クルーズ

ご旅行代金（2名1室利用時大人お一人様）



※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。
※客室（バルコニーを含む）は全面禁煙です。喫煙される方は、2Fスモーキングラウンジをご利用ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、あらかじめ一部の客室を確保させていただく場合がございます。　※船内施設・客室は一部変更となる場合があります。

Guest Room ゲストルーム

スイートルーム 5 F ／ 6F

オーシャンビュースイート
ブローバス・トイレ付   33㎡

ジュニアスイート
バルコニー・ブローバス・トイレ付   31㎡

5F 6F

グランドスイート
バルコニー・ブローバス・トイレ付  79㎡  

ビスタスイート
5F： バルコニー・ブローバス・トイレ付  42㎡  
6F： バルコニー・ブローバス・トイレ付  37㎡〜46㎡

6F

●ビスタスイート503号室、504号室、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）。　

5F
6F
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※1 車いすを
　 ご利用のお客様
車いすのご利用に配慮した
客室をご用意しております
 （2室）。
（4F：27㎡／
入口の扉の幅：80cm／
バス付）

※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。

※2 コンセプトルーム
6名様までご利用可能な
客室です（1室）。
（4F：42㎡／バス付）

ステートルームデラックスルーム 5 F 1F 2 F 3F 4F

デラックスベランダ
バルコニー・バス・トイレ付  24㎡

スーペリアツイン
シャワー・トイレ付 2F：14㎡〜18㎡　3F：14㎡  4F：14㎡
 4F：27㎡（車いす対応・バス付）※1
  4F：42㎡（バス付）※2

5F

デラックスシングル
バス・トイレ付  13㎡  

コンフォートステート
シャワー・トイレ付　14㎡ 

スタンダードステート
シャワー・トイレ付   14㎡ （スタンダードステートは丸窓です）

5F 3F

1F

※写真は3Fのイメージです。2Fと4Fには一部仕様の異なる客室がございます。

※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

※プルマンベッドで3名様まで利用可能です。

2F
3F
4F
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デラックスツイン
バス・トイレ付  19㎡

5F



※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。

オーシャンダイニング「春日」6F

eカフェ&ライブラリー5Fラウンジ「海」6F 寿司バー「潮彩」6F

ホライズンバー7Fメインダイニング「瑞穂」2F ホライズンラウンジ7F

Public Space パブリックスペース
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ドルフィンホール4F
5F

オアシスジム7Fマーメイドシアター6F ウォーキングトラック8F

リドテラス7Fグランドバス3F プール7F
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Deck Plan デッキプラン

スーペリアツイン
（コンセプトルーム）

オーシャンビュースイート
ビスタスイート
デラックスベランダ
デラックスツイン
デラックスシングル

グランドスイート
ビスタスイート
ジュニアスイート

スタンダードステート

スーペリアツイン

スーペリアツイン
コンフォートステート

スーペリアツイン
スーペリアツイン
（車いす対応）

`

※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」も上記、指定の喫煙場所にてお願いします。

喫煙場所は2F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。
火災予防と喫煙マナーにご協力をお願いします。

＜ 喫煙場所について ＞

●にっぽん丸主要目
　総トン数 ： 22,472トン　船客定員 ： 199室449名（最大）　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

トイレ セルフランドリー エレベーター 階段ユーティリティー
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にっぽん丸のクルーズを安心して楽しんでいただくためににっぽん丸のクルーズを安心して楽しんでいただくために

にっぽん丸クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受付時（出港当日）の健康状況について、以下の特別条件を適用させていただきます。

にっぽん丸の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

● すべてのお客様に、乗船前にウイルス検査（船会社指定）を実
施します（医師による確定診断ではございません）。

●新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も本対応が
適用となります。

● 今後の状況により、検査時期・検査方法の変更、または検査を
取りやめる場合があります。

● ご予約の際には、「にっぽん丸 新型コロナウイルス感染症へ
の取り組み」の全文をご確認の上、お申込みください。

※ 今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる場
合がありますので、必ずにっぽん丸ホームページ等で最新情報をご確認ください。

1．【ご予約時のお申込み条件】
以下の条件に該当するお客様はご家族・ご同行者・ご同室者を含め、
ご乗船をお断りさせていただきます。なお、基礎疾患のある方、特に呼
吸器系疾患のある方（「CPAP」をご利用の方を含む）は事前にかかり
つけ医にご相談の上お申込みください。
※ただし、f）はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。
a）乗船日前日より起算し、遡って7日以内に37.5℃以上の発熱、咳、

のどの痛み、筋肉痛（運動によるものは除く）、倦怠感、息苦しい、
味覚・嗅覚に異常などの症状を有した方（新型コロナウイルスワク
チン接種後の同様の症状も含みますので、乗船日の7日前までに
ワクチン接種をお済ませください）。

b）乗船日前日より起算し、遡って7日以内に新型コロナウイルス感染症
と診断された方、もしくは感染が疑わしい方と濃厚接触（＊）をした方。

（＊）…手で触れることの出来る距離（目安1メートル）で、必要な感染
予防策なしで15分以上の接触（交通機関等公共の場での一
時的な接触は除く）。

c）新型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療
養されていた方で、乗船日前日から遡って7日以内に退院または療
養期間を終了された方。

d）乗船前のウイルス検査の結果が「高リスク」と判定された方。
e）乗船前にウイルス検査を受検されなかった方。
f）マスクの着用が困難な方（船内やバスの車内では、マスクの着用
が必須となります）。

g）以下に該当する場合はお申込みいただけません。
　・新型コロナウイルス感染症の症状が重症化しやすい呼吸器疾

患用医療器具（酸素ボンベ・酸素濃縮器等）をご利用の方。
　・妊娠中の方。
※ａ）〜d）に該当する方は、クルーズ代金にかかる取消料は免除とさ
せていただきます。
2．【乗船当日の健康状況確認について】
⑴ 健康質問票・にっぽん丸クルーズご留意事項および同意書をご
提出いただきます。
⑵検温・乗船当日のウイルス検査を実施します。
※  37.5℃以上の発熱があった場合、または⑴⑵の結果に応じて、ご家

族・ご同行者・ご同室者を含め、ご乗船をお断りする場合がございます。
なお、交通費・宿泊費・宅配便などの諸費用はお客様のご負担となり
ます。交通費や宿泊費につきましては、高額となる場合があります。あ
らかじめご了承願います。

※体調がすぐれないお客様は無理をせず乗船をお控えください。
3．【サービス内容の一部変更について】
2022年11月15日現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を

踏まえ、お客様に安全なサービスを提供するため、船内におけるサー
ビス内容（お料理の提供方法や座席数の削減など）を一部変更させ
ていただく場合があります。
4．【その他】
・船内、バスの車内ではマスク（感染予防効果が高いとされる不織
布を推奨します）の着用をお願いします。2歳未満の子供のマスク
着用は推奨いたしません。2歳から6歳の子供は体調を考慮して着
用を判断してください。屋外（にっぽん丸のスポーツデッキやプロム
ナードデッキ）では、他者との身体的な距離（2mを目安）が確保できな
い中で、会話を行う場合は着用願います。

・新型コロナウイルスのワクチン接種には、感染予防、発症予防、重
症化リスクの軽減などの効果がありますので、できる限り最新のワク
チン接種を済ませることをおすすめします。

・乗船前のウイルス検査（船会社指定）の費用は、クルーズ代金に
含まれます。

・感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他
の事情（寄港地の受入状況等）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。

・「CPAP」をご利用の方で、心臓病、慢性呼吸器疾患をお持ちの
方は、別途船会社指定の健康アンケートをご提出ください。

・透析を受けられている方は、事前にご相談ください。
・パンフレット裏表紙の「お申込みに際してのご案内」および「旅行
条件」と一部重複する項目については、本対応が優先されます。

◆乗船までの日常生活や船までの移動、乗船手続きにおいて、マスク
着用など感染症の予防対策をお願いします。

◆事前にお渡しする健康質問票・同意書をご記入ください。

◆乗船 7 日前からの健康状態の確認と検温をお願いします。

◆乗船前にウイルス検査を受検いただきます。その結果が「陽性」も
しくは「再検査」と判定された場合は乗船をお断りします。

◆距離を保ち、密集にならないように、乗船受付を行います。

◆健康質問票の内容に間違いがないかサイン（自署）をいただきます。

◆乗船当日の健康状態確認、ウイルス検査の受検をお願いします。

◆ 37.5℃以上の発熱があった場合および健康質問票の記載内容、
ウイルス検査の結果に応じて、ご家族、ご同行者、ご同室者を含め
乗船をお断りする場合がございます。

◆体調がすぐれないお客様は無理をせず乗船をお控えください。

◆客室、公室に空気清浄機を設置しております。また、各所の消毒を行います。

◆毎日の検温や手指の消毒の励行をお願いします。

◆クルーズ全体、各公室、食事場所、イベント会場等で人数制限を実施
する場合がございます。

◆距離を保ち、密集にならないように、イベントの内容、オプショナルツアー
を運営します。

◆船内やバス乗車中はマスクの着用が必須となります。     

◆乗船中・上陸・帰船時に検温・手指の消毒を行います。また、体調に
不安のある方はお申し出ください。

◆マスク着用など感染症の予防対策をお願いします。

◆下船時に検温を行います。37.3℃以上のお客様または体調不良の方、
およびそのご家族、ご同行者、ご同室者については診察結果が出るまで
船内待機となります。

◆充分な距離を保つため、これまで以上に下船に時間がかかる場合がござい
ます。事前に予約の必要な交通機関でご帰宅のお客様は、お時間に十分
な余裕をもってご予約ください。

※上記は2022 年 11月15日現在の対応です。今後の新しい知
見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる場合
があります。なお、今後の状況により、検査時期・検査方法の
変更、または検査を取りやめる場合があります。必ずお申し込
み時の最新状況をご確認ください。

※にっぽん丸は国の指導に基づき業界団体が定めるガイドラインを
遵守します。

※今後の新型コロナウイルス感染症等の拡大状況や各寄港地の
受入事情等により、スケジュールおよび船内サービス・イベント
の変更または運航が中止される場合があります。

新型コロナウイルス感染症への取り組み
（重要事項となりますので、ご一読の上、お申し込みください）

乗船前

受 付

乗船中・上陸中

下 船

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安全・安心を第一に考え、
感染症防止対策を重点的に強化しております。予約条件、乗船前、乗船中、
寄港地観光、下船時における取り組み内容につきまして、お客様のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、詳しくは商船三井客船
オフィシャルサイトをご覧ください。
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◇船内で感染症の該当者および濃厚接触者は隔離となります。
◇上陸中の体調不良についても、本船のフロントデスクにご連絡ください。
◇もしもの場合は、関係機関と連絡をとり指示を仰ぎます。その他のご乗船のお客様への影響が最小限となるよう対応いたします。
◇クルーズ中、船内で感染者が発生した場合、感染者が使用した船内施設を速やかに消毒を実施の上、業界団体の運航基準

に則りクルーズの継続の判断をします。

もしもの場合



【 【
※各クルーズお申込順とさせていただきます。※キッズドルフィンズクラブへの入会が条件となります。

Information 各種説明事項
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●記載されたスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路は、感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（発着地や寄港地の受入状況等）により、変更される場合がございます。あらかじめご了
承ください。●本パンフレット中に掲載の写真は全てイメージです。寄港地の写真にはオプショナルツアー・自由行動で訪問可能な場所も含まれております。●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・
海象などの条件により、上陸できない場合がございます。また、海象状況によりましては通船での乗下船に際し、足元が不安定になり危険を伴う場合がございますので、お体の不自由な方は寄港地への上陸をお断りさせ
ていただく場合もございます。なお、通船を使っての上陸地では、車いすでのテンダーボート、現地の船へのご乗船はできません。●掲載のクルーズは、特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんが、船内では船の
スタッフがお世話いたします。●国内クルーズの旅行代金は消費税を含んでおります。●旅行条件につきましては、最終ページの「旅行条件」（要約）をご参照ください。●本パンフレットに記載のオプショナルツアー、エン
ターテイメントは予告なく変更される場合がございます。　●ドルフィンズクラブポイントおよび客船「にっぽん丸」クルーズご優待券（商船三井株主様へご案内している優待券）は、その他割引との併用はできません（ただ
し、一部のクルーズクーポン券、ファミリー割引との併用は可能です）。また、ドルフィンズクラブポイントと客船「にっぽん丸」クルーズご優待券の併用はできません。●健康アンケートをご提出いただく場合がございます。 
●表紙写真：三好和義（撮影場所：小笠原）　写真：三好和義、中村風詩人、野村雄治、MOA美術館、宇部市

※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。
※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。 

にっぽん丸オリジナルツアー

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。

にっぽん丸プレミアムツアー 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。

ハードな山歩きコースです。山歩きできる履物や服装でご参加ください。

カヌーやジップライン、ウォーキングなどご自身の体力を使い自然をお楽しみいただくツアーです。

★

★★

★★★

トレッキング

アクティブ

■ オプショナルツアーについて（別料金）

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。
※ 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。通船

□ ドレスコード

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。決して「ラフになり過ぎない」ことがポイ
ントです。夕刻以降のパブリックスペースでは、ジャケットなどの上着のご着用をおすすめいたします。

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。いつものネクタイに、カラーシャツを合わ
せてみても。上着をご着用ください。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。

カジュアル

セミフォーマル

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。
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。

フォーマル

掲載マークについて

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。

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。

のる

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。

たまる

会員誌『海』やオリ
ジナルカレンダー
をお届けします。

とどく

会員対象の各種お得な
情報をご案内します。

たのしむ

たまったポイントを利用
してクルーズに乗船。

つかう

ドルフィンズクラブ
新規会員様募集中

キッズドルフィンズクラブが始まりました

割引対象外クルーズ：【 にっぽん丸花火とファミリークルーズ 】

ご入会いただくと、特別割引として、各クルーズ、ステートルーム10室まで、大人2名に対して
子供（2歳以上小学生以下）1名分のご旅行代金が無料となります。

【プライベートプラン】  
お客様だけの専用車で、ゆったりと観光をお楽しみいただきます。
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にっぽん丸のプロモーションビデオを公開中 ！
にっぽん丸をご紹介する、プロモーションビデオを公開しております。
就航から30年以上となるにっぽん丸ならではの「海の上のおもてなし」を、
10人のクルーのメッセージと撮り下ろし映像でご案内いたします。
右のQRコードからYouTubeのにっぽん丸公式チャンネルにアクセスし、ぜひご覧ください。

にっぽん丸の
プロモーションビデオはこちら ＞＞＞
再生時間 ： 9分48秒

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

SNS公式アカウントのご紹介  たくさんのフォローをお待ちしております ！

にっぽん丸の
Instagramは

こちら

＞＞＞＞＞＞＞

にっぽん丸の
YouTubeは

こちら

＞＞＞＞＞＞＞

にっぽん丸の
facebookは

こちら

＞＞＞＞＞＞＞

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
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を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。

クルーズご乗船
期間中であれば…

お誕生日以降
3ヶ月以内であれば…

記念日の前後
3ヶ月以内であれば…

お誕生日・
結婚記念日・
新婚旅行

賀寿のお祝い
※古希以上の方が対象です。

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

※ビデオには改装前の客室・サービス等の紹介映像が含まれます。



観光庁長官登録旅行業第1267号（JATA正会員）
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル
ホームページアドレス　https://www.ytk.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員

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
なく右記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東　京　☎ 03（5213）9987
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階　
総合旅行業務取扱管理者：福田麻由子　Eメールアドレス：cctweb@ytk.co.jp

神　戸　☎ 078（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　☎ 092（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：呉田博之　Eメールアドレス：wfs@ytk.co.jp

上記各営業所の営業時間：月～金曜　10：00～17：00（土・日・祝祭日　休業）

お問い合わせ・お申込みは下記クルーズセンターへ

日本郵船グループ

QRコードをスキャンしてください

お問い合わせ・お申し込みは

お申込みに際してのご案内　　　中面の「にっぽん丸の新型コロナウイルス感染症に関する対応」を必ずご一読の上、お申込みください。

旅行条件（要約）　　　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込みください。

〈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、デラッ
クスシングル、コンセプトルーム（スーペリアツイン）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。※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。※コンセ
プトルームの客室タイプはスーペリアツインです。※コンセプトルーム（スーペ
リアツイン）は5名様〜6名様でご利用いただく際のお一人様の旅行代金で
す。1名様〜4名様でご利用の場合は別途お問い合わせください。

■シングル利用代金（大人お一人様）：客室をお一人様でご利用の場
合は割増代金が必要です。※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。※パンフレット中面をご参照ください。

■シングルキャンペーン
対象のクルーズはステートルームに限り特別料率の設定があります。
※パンフレット中面をご参照ください。

■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。
コンフォートステート／スタンダードステート 60％
ビスタスイートの一部 80％

＊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。（例）コンフォートステート、スタンダードステートで子供
が含まれる場合は3人目の対象は子供となり、2名様1室大人お一人様旅行
代金の60％×75％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）。

■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。
■各種割引：パンフレット中面をご参照ください。
〈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。
■妊娠中の方は乗船いただくことができませんので、判明した時点で無償
で解約とさせていただきます。

■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。
■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は、車いすでは通船（テンダーボート・地元ボート）
に乗船できません。通船の乗船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船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。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
特別な配慮・措置が必要な可能性があるお客様は、お申込み時に必ず
お知らせください（船会社指定の承諾書・健康アンケート等の提出が
必要となります）。

〈特別食をご希望の方について〉
夕食時に特別食をご希望の方は、所定のお伺い書の提出をお願いします。
※�船内でのお食事を安全にお召し上がりいただくために、「食物アレルギー
対応ポリシー」を定めております。

※�食物アレルギー特別食を安全に提供するため、嗜好（好き嫌い）には対応
しておりません。

■募集型企画旅行契約
この旅行は記載の旅行会社（以下「当社」といいます）が企画・実施する旅
行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以
下「旅行契約」といいます）を締結することとなります。
■旅行のお申込み及び契約の成立
●旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入のうえ、申込金としてお一人
様あたり下記金額を添えてお申込みください。申込金は、旅行代金又は、取
消料もしくは違約料の一部として充当します。募集型企画旅行契約は当社
が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立したものとします。
旅行代金（お一人様） 10万円未満 15万円未満 15万円以上

申込金 20,000円 30,000円 旅行代金の20％

●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。なお、ご予約いただ
いた時点で旅行開始日まで2ヶ月を切る場合には、旅行代金の全額をお支
払いいただきます。
●当社は、電話･郵便･ファクシミリ・インターネット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2022年11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。
●渡航先（国または地域）に「外務省海外危険情報」「外務省海外感染
症危険情報」が発出された場合、それらの情報をもとに寄港地を変更す
る場合があります。
●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
●当社は契約内容の重要な変更が生じた場合は、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18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、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。船内では船のスタッフがお世話いたします。
■旅券・査証・その他要件について
●パンフレット中面をご参照ください。
■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。
〈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％
30日前から3日前まで 旅行代金の  20％

ピーク時の
旅行でない場合

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％
旅行開始後または無連絡不参加 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。

■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
スセンターでもご確認いただけます。
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、2022
年11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。
●最少催行人員：各クルーズ掲載ページをご参照ください。
参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は、旅行を中止し
ます。この場合は、国内旅行にあっては旅行開始日の前日から起算し、さかの
ぼって13日目、海外旅行にあっては23日目（ピーク時に旅行開始するものにつ
いては33日目）に当たる日より前までに、お客様にその旨をご連絡いたします。

個人情報の取り扱いについて

個人情報の利用目的：当社及び当社と受委託契約を締結した受託旅行業者
（以下、「販売店」といいます。）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、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、
お客様がお申込いただいた旅行に於いて運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊
機関等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で利用させ
ていただきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と提携する企
業の商品やサービス、キャンペーンのご案内とその手続き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いただくことがあります。
個人データの第三者への提供：当社は、お申込いただいた旅行の手配のために、
運送・宿泊機関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
個人情報を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。
緊急連絡先：当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の
国内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国内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、国内連絡先の方の個人情報を当社
に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

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。
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