
■ 日程
月日 スケジュール 食事

1 6/15(木)
横浜港(14:00～15:00頃集合)ウイルス検査受検
にっぽん丸乗船 横浜17:00出港 <にっぽん丸泊>

××夕

2 6/16(金) 終日航海 船内イベントでお楽しみください｡ <にっぽん丸泊> 朝昼夕

3 6/17(土)

奄美大島(名瀬) 12:00入港
オプショナルツアー(別料金)にご参加いただけます｡
奄美大島(名瀬) 19:00出港 <にっぽん丸泊>

朝昼夕

4 6/18(日)

那覇09:00入港 貸切タクシー観光(自由昼食)
検査会場(ウイルス検査受検)
にっぽん丸乗船 那覇17:00出港 <にっぽん丸泊>

朝×夕

5 6/19(月)

与那国島10:30入港
自由散策/オプショナルツアー(別料金)にご参加いただけます｡
与那国島17:00出港 <にっぽん丸泊>

朝昼夕

6 6/20(火)

西表島09:00入港
自由散策/オプショナルツアー(別料金)にご参加いただけます｡
西表島17:00出港 <にっぽん丸泊>

朝昼夕

7 6/21(水)

那覇09:00入港 那覇空港(10:00～11:00着)｡
那覇空港(11:00～13:00発) 羽田空港(13:30~15:30着)
到着後､解散｡

朝××

■利用航空会社:日本航空､全日空､ソラシドエア､スカイマークのいずれか(飛行機の座席は普通席
となります｡航空会社や時間､座席はお選びいただけませんので予めご了承ください｡)

■ドレスコード:すべてカジュアル
■最少催行人数:8名｡ただしクルーズの乗客が160名に満たない場合は催行中止となります｡
■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｡

■添乗員:6/21下船から那覇空港まで同行します｡6/18貸切タクシーでの観光中､復路航空機は同行
しません｡船内では船のスタッフがお世話します｡

■記載しているスケジュール･寄港地･航路･船内イベントは､気象･海象条件､新型コロナウイルスの
感染状況､寄港地の受入れ状況､その他の事由により変更･中止となる場合もございます｡

※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｡

宜保 和也
【唄と三線】乗船区間:6/18那覇～6/21那覇

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｡

にっぽん丸 2コース連続乗船

諏訪 光風/Wind groove
【ギター＆ウクレレ】乗船区間:6/15横浜～6/18那覇

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｡

■エンターテイナー

2023年6月15日(木)横浜港発 ▶ 6月21日(水)羽田空港着 7日間

横浜港発 那覇港✈羽田空港着

奄美大島･与那国島･西表島寄港

連続乗船特別代金 (2名1室利用･大人お一人様)

334,000円～1,318,000円
(コンフォートステート) (グランドスイート)

■オプショナルツアー(一例･別料金)   ★印の数で健脚レベルを表します｡

奄美大島
奄美北部観光＜午後＞ ★★

世界遺産 金作原ウォーキング＜午後＞ ★★★

与那国島 日本最西端 与那国島観光<午前><午後> ★

西表島
チャーターボートで行く 日本最南端 波照間島 ★

マングローブ遊覧と水牛車に乗って由布島へ ★

※オプショナルツアーは予告なしで変更の場合があります｡詳しくは出発
4~6週間前にお申込みの皆様へご案内します｡

◆ [6/15～6/18]横浜出港後､一路沖縄那覇へ向かいます｡途中､2021年7月26日
に世界自然遺産に登録された｢奄美大島｣を訪れます｡

◆ [6/18～6/21]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｣を訪れます｡船内
では｢にっぽん丸美ら海café｣をOPENします!

◆ 6月18日那覇での貸切タクシーと､羽田空港までのお帰り航空券をご用意し
ます｡

◆ 美食の船と評されるにっぽん丸､旬の食材で最高の絶品をご用意｡船上のお
いしいを是非ご堪能ください｡

◆ 各クルーズ乗船前にウイルス検査を受検いただきます｡船旅を安心して楽し
んでいただくために感染症防止対策を強化しております｡

クルーズのポイント

与那国島(イメージ)

初夏の沖縄へ
一直線!!



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）

■ご旅行代金(大人お一人様･消費税込み) 貸切観光タクシー･片道航空券付き

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム

客室タイプ
コンフォート
ステート

スーペリア
ツイン

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1室利用 334,000円 358,000円 592,000円 646,000円 - 814,000円 826,000円 946,000円 1,318,000円

1名1室利用 493,000円 529,000円 934,000円 1,021,000円 754,000円 1,289,000円 1,309,000円 1,501,000円 2,602,000円

3名1室利用 291,000円 312,000円 - - - - - 881,000円 -

※旅行代金には､にっぽん丸乗船代と6/18那覇港下船から検査会場までの貸切観光タクシー･6/21那覇港から那覇空港までのバス､那覇空港から羽田空港までの片道航空券普通席が含まれます｡
※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(1,124円)が必要となります。
■お食事:朝食6回･昼食4回･夕食6回 ■最少催行人員:8名様｡ただしクルーズの乗客が160名に満たない場合は催行中止となります｡
■子供代金:(2 歳以上小学生以下):子供代金は大人代金から､ステートルーム:60,000円引き､デラックスルーム130,000円引き､スイートルーム190,000円引きとなります｡中学生以上は大人代金です｡
■ドルフィンズクラブポイント､クルーズご優待券､Nextキャンペーンカード､クルーズ･クーポンは船賃部分のみにご利用いただけます｡

YTK-2022030

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､お申し込みください｡

旅行企画･実施

お申込み時の注意事項とご案内 上記｢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｡

1.旅行のお申込み
a.所定の申込書に必要事項をご記入の上､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｡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点で成
立するものといたします｡

b.お電話によるお申込みの場合は､お申込みの翌日から3日以内に上記aの申込み手続きをお願
いいたします｡この場合にも､申込金を受理した時点で募集型企画旅行契約が成立したものとし
ます｡
2.旅行代金のお支払い
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｡
3.旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶､バス､航空運賃(普通席)｡b.航空会社規定の手荷物運搬料金｡c.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)｡d.旅行日程に明示した観光の
代金｡※上記諸費用は､お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません｡
4.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｡)
a.航空会社の規定を超えた超過手荷物料金｡b.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用､旅行保険並
びに携行品保険｡c.アルコール等飲料の代金､クリーニング､電報･電話料､その他追加飲食など
個人的性質の諸費用及びそれに伴う税･サービス料｡d.船内での有料サービス｡e.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｡f.出発地まで､および解散地からの交通費､その
他個人的費用｡g.船室のクラス･人数変更による追加代金｡h.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｡
5.取消料(取消日は旅行出発日の前日から起算します｡)
旅行契約締結後､お客様のご都合で取消しをされる場合､下記表の取消料を申し受けます｡

6.添乗員同行の有無
6/21下船から那覇空港まで同行します｡6/18貸切タクシーでの観光中､復路航空機は同行しま
せん｡船内では船のスタッフがお世話します｡

7.最少催行人員:8名｡ただしクルーズの乗客が160名に満たない場合は催行中止となりま
す｡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､
旅行開始日の前日から起算し､さかのぼって13日目に当たる日より前までに､お客様にその旨
を通達いたします｡
8.その他
a.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達いたします｡
b.天災地変､戦乱､運送機関等の争議行為等､その他当社の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､止むを得ない時は旅行を中止､または旅行の変更をするこ
とがあります｡

c.旅行条件･旅行代金は､2023年2月1日を基準としております｡
d.その他の事項については当社の旅行条件書によります｡

■国内旅行保険への加入のすすめ
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｡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｡

旅行代金(お一人様) 15万円未満 15万円以上

申込金 30,000円 旅行代金の20%

旅行契約の解除期日 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%

旅行開始当日 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%

〈旅行代金について〉

■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。

■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ステート
ルーム:60,000円引き､デラックスルーム130,000円引き､スイートルーム190,000円
引きとなります｡※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)｡

<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｡

■個人情報の取り扱いについて
個人情報の利用目的:当社は､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｡

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､ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください｡

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

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。

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】
(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℃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､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】
2023年2月1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｡

●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｡
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■客室紹介 (一例) スーペリアツイン
4階 14㎡／バリアフリー(車いす対応):27㎡
2階 14～18㎡ 3階 14㎡

※2階の一部客室は若干広さが異なります｡ ※船体構造により眺望が一部妨げられる部屋があります｡

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

● ベッド×2台
● シャワー
● シャワー付きトイレ
● テレビ
● DVDプレーヤー
● セーフティーボックス
● 湯沸かし用電磁サーバー
● 冷蔵庫
● 空気清浄器

2022年改装!! スーペリアツインの新サービス

･お部屋にスパークリングワイン(ハーフボト
ル)をご用意｡乗船後､まずは旅の始まりを告げ
る一杯をどうぞ｡
･アメニティにタルゴのボディーミルクを追加｡

大切な方に､感謝と感動を送る
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
会社までお知らせください｡

クルーズご乗船期間中であれば…
お誕生日･結婚記念日･新婚旅行

記念日の前後3ヶ月以内であれば…
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

お誕生日以降3ヶ月以内であれば…
賀寿のお祝い※古希以上の方が対象です。

※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｡

にっぽん丸客室紹介
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