
日付 日程 食事

2/17
（金）

博多駅より各自新幹線（普通車指定席）へ乗車し新神戸駅へ。
（新幹線はお好きなお時間を手配いたします）

新神戸駅着後、各自PCR検査集合場所へ。
集合時間は13：00～14：00頃予定。

最終的な集合時間は確定書面でご案内いたします。
（新神戸駅～集合場所までの移動は各自負担）

検査結果判明後、乗船。

神戸（17：00出港）
【船中泊】

×
×
夕

2/18
（土）

生口島（瀬戸田）（08：30入港）

通船により上陸予定
オプショナルツアー（別料金）、船内イベントでお楽しみください

生口島（瀬戸田）（17：00出港）
【船中泊】

朝
昼
夕

2/19
（日）

博多（09：30入港）
下船後、解散。

朝
×
×

■スケジュール

(撮影：三好和義)

■最少催行人数：2名様 ■ドレスコード/カジュアル 2回■食事回数：朝食2回、昼食1回、夕食2回
■【生口島（瀬戸田）】では通船による上陸予定です。天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車いすでの上陸は安全上お断りさせていただいております。通船による乗下船は30分～60分を要します。
■添乗員：同行いたしません。にっぽん丸船内では本船スタッフがご案内いたします。
感染症の拡大防止、気象・海象、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、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。
にっぽん丸の乗船客数が最少催行人員（160名様）に満たない等の理由で、運航中止となった場合は

本旅行も催行中止と致します。

エンターテイナー
名渡山 遼

【ウクレレ奏者・製作者/作・編曲家】
日本を代表する若きトップ・ウクレレ・プレイヤー。
超絶技巧と美しい音色が高く評価され、自身の
アルバムがハワイのアワードを受賞するなど、
日本のみならず海外でも活躍している。愛用の
ウクレレは全て自身の手作り。

洋食ディナー（イメージ）

2月18日（土） オプショナルツアー（別料金）
・のるしまなみ しまなみ海道サイクリング アクティブ
・らくらくしまなみ ボートでめぐるしまなみ海道 ★
・生口島探訪～平山郁夫美術館・耕三寺～（午前） ★★
・しまなみ海道を行く～村上海賊ミュージアムと大山祇神社参拝～ ★★
★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。

詳細な内容とお申込み方法は別途ご案内します。

（イメージ）

レール＆クルーズ

週末利用

■ご旅行代金（大人お一人様代金 （ ）内は、子供お一人様代金）

※ドルフィンポイント、株主優待券、郵船トラベルリピーター割引、他の割引との併用はできません。

スーペリアツイン
2階～4階14㎡（角窓）
シャワー・トイレ付

スーペリアツインはベッドが窓側
にツインで配置され、客室内で寛
げるソファースペースも大きく確
保されています。

えらんでわたる
「しまなみ海道」は7つの橋と瀬戸内海の島々をつなく絶景ロードです。
瀬戸内海の多島美が一望できる絶景スポットが点在しています。サイクリストの聖地としてしられていて、潮風に吹かれながらのサイクリングも格別。
「あるくしまなみ」「のるしまなみ」「らくらくしまなみ」。お選びいただける“3つのしまなみ海道”をご用意しています。

博多駅発/博多港着

博多駅発/博多港着（往路新幹線付）

にっぽん丸で航く しまなみ海道3日間

来島海峡大橋

2023年2月17日（金）▶2月19日（日）



YTK-2022027

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、ご遠慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者に
ご質問ください。

国内旅行保険ご加入について
ご旅行中にけがをした場合、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クルーズ
センターにお問い合わせください。

■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。
■旅行のお申込みと契約の成立時期

●当社にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の20％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、当社が旅行契約
の締結を承諾する旨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。

■取消料

お客様は下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
が出来ます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの郵船トラベルクルーズセンター営業
時間内に お受けします。

●「にっぽん丸の新型コロナウイルス感染症に関する対応」を必ずご一読の上、お申込みください。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。

●客室をお1人様でご利用の場合は、割増代金が必要です。

お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っていません。

●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）をもって回答をさせ
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。

●国内クルーズの旅行代金は、消費税等諸税を含んでいます。

●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。

●お申込み時点で20歳未満の方のみでの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。

●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。

●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。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。

●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処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。

●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取
消料を、客室をお一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けま
す。

●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ／コース／割引種別
／対象者等を含みます）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を
締結していただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に
対し規定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●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。

●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。

●写真は全てイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※1 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

合計金額です※2 お客様の取消により１人１部屋となった場合、１人部屋利用旅行代金

との差額が必要となります

■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21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の運賃、新幹線運賃・料金（普通指定席）※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 ※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
船会社主催の寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金、個人的性質の諸費用 （郵送代、クリー
ニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、自宅から集合・解散地点までの交通費や宿泊
費等、新神戸駅からPCR検査集合場所までの交通費。
■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2022年11月10日を基準としています。また、旅行代金は2022年11月10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。

営業時間：月～金 09：30～17：30（土日祝休業）

当面の間、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。

●すべてのお客様に事前および乗船当日のウイルス検査（船会社
指定）を2回実施します（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下さい。

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、お申込みください）

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は、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。

❶ 【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、g）はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。

a）ご乗船前日より起算し、遡って7日以内に、３７.５度以上の発熱、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）ご乗船前日より起算し、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・ホテル等での療養さ
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）船会社指定の事前ウイルス検査の結果が「陽性」もしくは「再検査」と判
定された方。
e）乗船当日のウイルス検査の結果が「高リスク」と判定された方。
f）事前ウイルス検査および乗船当日のウイルス検査を受検されなかった方。
g）マスクの着用が困難な方（船内や寄港地では、マスク着用が必須となりま
す）
h）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。
・2つ以上連続するクルーズ（下船日と次航の乗船日が同一日となるもの）。
※a）～e）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。

➋ 【ご乗船当日の健康状況確認について】
（1）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。
（2）検温・乗船当日のウイルス検査を実施します。
※37.5度以上の発熱があった場合、または（1）（2）の結果に応じて、ご家族・

ご同行者・ご同室者を含めて、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。必要な移動手段は可能な
限り紹介に努めます。
※体調がすぐれないお客様は無理をせずご乗船をお控えください。
※上記に該当し乗船不可能と判明した時点で、募集型企画旅行
契約を解除し、2/17博多駅から新神戸駅までの新幹線運賃・料金
を差し引いた旅行代金を返金致します。

➌ 【サービス内容の一部変更について】
2022年11月10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。

➍ 【その他】
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの着用が必須となります
（感染予防が高いとされる不織布マスクを着用ください）。2歳～6
歳未満のお子様のマスク着用については、お子様の体調に十分
にご注意の上で着用をお願いします。
・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。

上記は2022年11月10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尊
守します。

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

PUBLIC SPACE パブリックスペース 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。

7F リドテラス・プール
プールサイドに併設されたテラスです。「にっぽん丸」ならではの
軽食メニューやお飲み物をご用意しています。（一部有料）
特にGODIVA「ショコリキサー」はおすすめです。

4・5F 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。

2F メインダイニング「瑞穂」
海の豊穣を描いた信楽製大陶板画が一際目を引く
メインダイニングでは、朝・昼・夕食や夜食をご用意しています。

3F グランドバス
船尾に位置する展望浴場から眺める海は格別です。サウナも
完備しています。


