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総合・国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱
う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく総合・国内旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第946号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

（KP）

●お問い合わせ・お申込みは下記まで

＜受託販売＞

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。

個人情報の取り扱いについて
（1）個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)は、旅行申込の際に提出された
申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させ
ていただくほか、お客様にお申込いただいた旅行において当社をはじめ運送・宿泊機
関等（主要な運送・宿泊機関については各日程表及び確定書面に記載されていま
す。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要
な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険手続き上
必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用させていただきます。当社及び販売店では、将来よりよい旅行商品開発
のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、当社または販売店の旅行商
品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、お客様の個
人情報を利用させていただくことがあります。当社は、旅行中に傷害があった場合に
備え、お客様の旅行中の国内連絡先（以下連絡先）の方の個人情報をお伺いして
います。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要
があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個
人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（2）個人データの第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関、関係官庁、保
険会社、土産品店等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電
話番号、パスポート番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個
人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいた
だく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

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。

お申込みに際してのご案内
〈旅行代金について〉
■旅行代金（大人お一人様）：パンフレットに表示される旅行代金は、デ
ラックスシングル、コンセプトルーム（スーペリアステート）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ステートです。※コ
ンセプトルーム（スーペリアステート）を1名様～2名様でご利用の場合は
別途お問い合わせください。※本クルーズでは1室3名以上でのご利用
はできません。グループ3の設定はありません。※大人対象のクルーズの
ため、小学生以下のお子様はご乗船いただけません。

■シングル利用代金（大人お一人様）：クルーズの旅行代金に下表
の割合を乗じた金額となります。※1名様でご利用いただける客室
数には限りがございます。※コンセプトルーム（スーペリアステート）に
ついては別途お問い合わせください。
スーペリアステート／コンフォートステート／スタンダードステート 130％
デラックスベランダ／デラックスツイン 
ビスタスイート／オーシャンビュースイート／ジュニアスイート 160％
グランドスイート 200％

■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いただきます。
〈その他〉
■ルームリクエストがある場合は、原則乗船券（出発の2～3週間前に発

送予定）をもって回答とさせていただきます。ご希望に添えない場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。
■妊娠中の方は、お申込時および判明した時点でご相談ください。
■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。
■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。

ドルフィンズクラブの
特典対象クルーズです。

ドルフィンズクラブは
過去6ヶ月に遡って最
終乗船履歴からのポイ
ント加算が可能です。

〈 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）。
●妊娠中のお客様 
●透析が必要なお客様

〈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。

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。
旅行代金（お一人様） 15万円未満 15万円以上～30万円未満 30万円以上

申込金 20,000円 30,000円 50,000円
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、バス等の運賃。
b. 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）。
c.旅行日程に明示した観光の代金。

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. 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。
b. 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。
c.船内での有料サービス。
d.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。

e .船室のクラス・人数変更による追加代金。
f.燃油サーチャージは2021年2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。

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％

６. 添乗員同行の有無
添乗員は同行しませんが、船内では船のスタッフがお世話します。

7. その他
a. 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。
b. 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。
c. 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。
d. 旅行条件・旅行代金は、2021年2月1日を基準としております。
e. その他の事項については当社の旅行条件書及び旅行業約款

（募集型企画旅行契約の部）によります。

過ごしやすさを追求した機能的なタイプ。ステートルーム

     コンセプトルーム42㎡（バス・トイレ付）
4F 14㎡（シャワー・トイレ付）

　    車いす対応27㎡（バス・トイレ付）
2F    16㎡～18㎡（シャワー・トイレ付）

スーペリアステート

3F 14㎡（シャワー・トイレ付）
2F 14㎡（シャワー・トイレ付）

コンフォートステート
1F 14㎡（シャワー・トイレ付）
スタンダードステート

2020年より客室エリア入口にセキュリティードアを設置。

5F 24㎡（バルコニー・バス・トイレ付）
デラックスベランダ

5F 19㎡（バス・トイレ付）
デラックスツイン

5F 13㎡（バス・トイレ付）
デラックスシングル

デラックスルーム

■にっぽん丸主要目

開放的な窓が印象的なオーシャンビュースイートが新たに誕生。

6F 79㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

グランドスイート
6F 37㎡～46㎡    
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

5F 42㎡    
ビスタスイート

6F 31㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

ジュニアスイート

スイートルーム ※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。
※スタンダードステートは丸窓になります。　※客室の面積にはバルコニーを含みます。
※客室（バルコニー含む）は全面禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。

□総トン数：22,472トン □船客定員：203室532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

※本パンフレットの掲載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
する場所も含まれております。　

5F 33㎡
（ブローバス・トイレ付）

※バルコニーなし
オーシャンビュースイート

花火（イメージ）

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。
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・ご同室者も含め、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は事
前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
a）  乗船日前日より遡って14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
b）  乗船日前日から遡って14日以内に海外渡航歴を有する方
c）  乗船日前日から遡って14日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された方、も
しくは感染の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）。
ｄ） 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14日以内に退院または療養期間を終了された方

ｅ） 乗船前のPCR検査にて、検査結果が「高リスク」もしくは「再検査」と判定された方、
PCR検査を受検されなかった方

 ｆ）マスクのご着用が困難な方（船内や寄港地では、マスクのご着用が義務となります）
※ａ～ｆ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．【ご乗船前の健康状況確認について】
⑴検温を実施します。
⑵「健康質問票」をご提出いただきます。
※  上記⑴⑵の結果として、乗船前の検温で37.5℃以上の発熱があった場合、また
は健康質問票の記載内容に応じて、ご家族・ご同行者・ご同室者を含め、ご乗船
をお断りします。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。
⑶  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。
3．【サービス内容の一部変更について】
2021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】
本対応は、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。
・2つ以上のクルーズを連続しての乗船はできません（下船日と次航の乗船日が同一
日となるもの）。
・2歳未満の乳幼児はご乗船いただけません。
・呼吸器疾患用医療器具（酸素ボンベ・酸素濃縮器等）をご利用の方は、新型コロナ
ウイルス感染症の症状が重症化しやすいとされているため、ご乗船いただけません。
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの着用が義務となります。
・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。その場合の交通費、宿泊費、宅配便等または、それに関わる取消料な
どの諸費用はお客様ご負担となります。
・「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。

「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



神戸発着
元 ちとせ 【 歌手 】

2002年に「ワダツミの木」でデビ
ュー。その神秘的な歌声で唯一無
二な存在の女性シンガー。

横浜発着
May J.【 歌手 】

2014年公開「アナと雪の女王」日
本版主題歌を担当。同年第65回
紅白歌合戦初出場。

Message

Message

□ 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。

★

★★

● 寄港地 清水では4つのオプショナルツアーからお好きなコースをお選びいただけます（追加代金なし）。

※ 「富士山コース」は、富士山には登りません。富士山周辺を
お楽しみいただくコースです。

※★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
します。

静岡県富士山世界遺産センター

新井旅館

三嶋大社

日本平から望む富士山

東のしずおかコース   健脚レベル ★ 富士山コース   健脚レベル ★

西のしずおかコース   健脚レベル ★★ 伊豆コース   健脚レベル ★★

古くから伊豆国一の宮として
知られる三嶋大社を参拝しま
す。昼食は2500坪の庭園を
ご覧になりながら、旬の食材を
取り入れたお食事をお楽しみ
ください。

富士山世界遺産センターや、
天下の名瀑といわれる白糸の
滝を訪ねます。昼食は明治38
年創業以来、100年以上続く
老舗で四季折々の味を取り入
れた会席料理をご堪能ください。

日本平のロープウェイから雄
大な景色をご覧いただけます。
待月楼は丸子宿に佇む数寄
屋造りの料亭。天然物の自
然薯を使用したとろろ汁は世
代を超えて愛されています。

1200年の歴史を持つお寺と
温泉の街、修善寺へご案内し
ます。昼食は横山大観など多
くの文人墨客に愛されてきた
老舗宿「新井旅館」でお召し
上がりください。

昼食場所 ： 昼食場所 ：

昼食場所 ： 昼食場所 ：

松韻 日本料理  はせ川

待月楼 新井旅館

Kobe

Yokohama

●  神戸発着・横浜発着共通ご旅行代金 （大人お一人様・消費税込み）

2021年
4月27日火 横浜発 ＞＞＞          
4月29日木 横浜着  3日間 発着横浜

●  スケジュール

横浜

清水

横浜

17：00−

16：0009：00

−09：00

4月27日火

4月28日水

4月29日木

□食事回数：朝2回、昼1回、夕2回　□最少催行人員：160名 

出港入港

横浜

清水
神戸

清水

2021年
4月4日日 神戸発 ＞＞＞          
4月6日火 神戸着  3日間 発着神戸

●  スケジュール

神戸

清水

神戸

13：00−

16：0009：00

−14：00

4月4日日

4月5日月

4月6日火

□食事回数：朝2回、昼3回、夕2回　□最少催行人員：160名  

出港入港

※本クルーズでは1室3名以上でのご利用はできません。グループ3の設定はありません。
※1室1名利用代金については裏面をご確認ください。
※大人対象のクルーズのため、小学生以下のお子様はご乗船いただけません。

スタンダードステート 149,000円

コンフォートステート 159,000円

スーペリアステート 172,000円

デラックスツイン 249,000円

デラックスベランダ 266,000円

デラックスシングル 304,000円

ジュニアスイート 317,000円

オーシャンビュースイート 341,000円

ビスタスイート 369,000円

グランドスイート 490,000円

ステートルーム デラックスルーム スイートルーム

にっぽん丸Luxuryでは、ご乗船のお客様だけが楽しめる
「プライベート花火大会」を開催します。
場所、時間ともにシークレット。詳細はご乗船後にお伝えします。
約20分間で2000発を予定。
にっぽん丸のロゴマークをイメージした青丸の花火や、
元ちとせ、May J.の楽曲（音源）とのコラボレーション花火など
にっぽん丸オリジナルの花火大会です。
春の空を彩る、可憐な花にご期待ください。

にっぽん丸
プライベート花火大会

にっぽん丸のロゴマークを
イメージした青丸の花火を
作っている様子

花火（イメージ）

本クルーズは、にっぽん丸花火大会の開催をもって Luxuryとします。

新しいタイプのクルーズのご提案です。乗船人数を限定し、船内全ての場所でゆったり
お過ごしいただけます。プライベートなスペシャルイベントも企画いたします。

にっぽん丸Luxuryとは

ご協力いただいた
花火職人からのメッセージ

共通事項

□花火大会は天候により実施されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※感染症の拡大防止、気象・海象、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。 
　また、上記発着地は、地域の感染状況により、神戸は大阪、横浜は東京に変更になる場合があります。

ドレスコード    カジュアル：1 回    フォーマル：1 回


