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にっぽん丸
大人の自由な
ひとり旅を応援！



※客室は数に限りがございます。 ※旅行代金
は大人お一人様・消費税込み。 ※このチラシ
は、パンフレットではございません。※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、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。

のんびり三陸 春クルーズ
2022年  4月 18日月 横浜発 → 

4月 21日木 横浜着　4日間

心ゆくまま自由に過ごす大人の一人旅を応援する “ シングルキャンペーン ” 始めます！
下記 5クルーズでスーペリアツインまたはデラックスベランダのシングル利用が、通常よりお得になります。

スーペリアツイン代金　：通常）ツイン利用代金の 150%　→　シングルキャンペーン）105%
デラックスベランダ代金： 通常）ツイン利用代金の 160%　→　シングルキャンペーン）120%

□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13：00〜14：00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。

スケジュール　ドレスコード    ：2回    ：1回

4月18日月 横浜 17：00

4月19日火 宮古 16：00 ‒

4月20日水 宮古 ‒ 15：00

4月21日木 横浜 15：30

入港日程 出港

ステートルーム デラックスルーム
スーペリアツイン デラックスベランダ

288,000円 547,200円
201,600円 410,400円

宮古

横浜

※ 2 階の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遮られる部屋があります。

※客室はイメージです。※客室はイメージです。

4階  14m2／バリアフリー（車いす対応）：  27m2

2階  14～18m2　3階  14m2

● ベッド×2 台
　 サイズ 194cm×91cm
● 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

スーペリアツイン

● バルコニー 
● デッキチェア
●  ベッド×2 台 

 サイズ 199.5cm×89.5cm
● バス
● シャワー付きトイレ

● テレビ
● ブルーレイディスクプレーヤー
● セーフティーボックス
● コーヒーマシン
● 冷蔵庫
● 空気清浄器

※客室の面積にはバルコニーが含まれます。

デラックスベランダ　

スーペリアツイン誕生！

シングルキャンペーン
〜にっぽん丸おひとりさまの旅〜

海
門司発着

の京都 舞鶴と佐渡島プレミアム
2022年  5月 25日水 門司発 → 

5月 29日日 門司着　5日間

□食事回数：朝4回、昼3回、夕4回　□最少催行人員：160名
※集合時間は9：30〜10：30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。

スケジュール　ドレスコード    ：3回    ：1回

5月25日水 門司 15：00

5月26日木 舞鶴 11：00 18：00

5月27日金 佐渡島 （小木） 9：00 ‒　
5月28日土 佐渡島 （小木） ‒　 7：00

5月29日日 門司 11：15

入港日程 出港

ステートルーム デラックスルーム
スーペリアツイン デラックスベランダ

384,000円 729,600円
268,800円 547,200円

舞鶴

門司

佐渡島

函
富山発着

館と白神山地クルーズ
2022年  6月   7日火 富山発 → 

6月 10日金 富山着　4日間

□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10：30〜11：30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。

スケジュール　ドレスコード    ：2回    ：1回

6月 7 日火 富山新港 17：00

6月 8 日水 能代 9：30 17：00

6月 9 日木 函館 8：00 17：00

6月10日金 富山新港 15：00

入港日程 出港

能代

富山新港

函館

ステートルーム デラックスルーム
スーペリアツイン デラックスベランダ

288,000円 547,200円
201,600円 410,400円

夏
神戸発着

の周防大島と沖ノ島周遊クルーズ
2022年  7月   8日金 神戸発 → 

7月 11日月 神戸着　4日間

□食事回数：朝3回、昼2回、夕3回　□最少催行人員：160名
□【周防大島】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15：00〜16：00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。

※沖ノ島には上陸しません。

スケジュール　ドレスコード    ：2回    ：1回

7月 8 日金 神戸 19：00

7月 9 日土 周防大島（通船） 8：00 17：00

7月10日日 （沖ノ島周遊） ‒  ‒　

7月11日月 神戸 9：00

入港日程 出港

ステートルーム デラックスルーム
スーペリアツイン デラックスベランダ

292,500円 552,000円
204,750円 414,000円

ステートルーム デラックスルーム
スーペリアツイン デラックスベランダ

502,500円 952,000円
351,750円 714,000円

周防大島

神戸
沖ノ島周遊

海峡花火・阿波おどりクルーズ
2022年  8月 10日水 横浜発 → 

8月 15日月 横浜着　6日間

□食事回数：朝5回、昼5回、夕5回　□最少催行人員：160名
※集合時間は13：00〜14：00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。

※花火大会、祭りは天候やその他の事情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。

スケジュール　ドレスコード    ：5回

8月10日水 横浜 17：00
8月11日木 終日航海 ‒　 ‒　
8月12日金 徳島 8：00 22：00
8月13日土 下関 18：30 25：45
8月14日日 終日航海 ‒　 ‒　
8月15日月 横浜 14：30

入港日程 出港

下関

徳島

横浜

5階  24m2

（バルコニー付き）

一部のステートルームを改修し、にっぽん丸 
の２階・３階・４階に新たなカテゴリーの 
ステートルーム、「スーペリアツイン」が登場。

スパークリングワイン
　（ハーフボトル）を 
　プレゼント ！

 新たなアメニティ “タルゴ”
のボディミルクが追加 ！
シャワールームが

　リニューアル ！

雫石川園地の桜並木（イメージ）
※花の見頃は例年と異なる場合があります。

※花の見頃は例年と異なる場合があります。

大野亀のトビシマカンゾウ（イメージ）

白神山地 青池（イメージ）

阿波おどり（イメージ）

周防大島 片添ケ浜海浜公園

※客室はイメージです。※客室はイメージです。

※車いす対応のお部屋の備品詳細はお問い合わせください。※「スーペリアツイン」登場に伴い、「スーペリアステート」のご提供を終了いたします。


