
ステートルーム
スタンダードステート 1F 14㎡（シャワー・トイレ付） ※丸窓 1,810,000円

コンフォートステート 3F 14㎡（シャワー・トイレ付） 1,980,000円

スーペリアツイン 2・3・4F 14〜18㎡（シャワー・トイレ付）   4F 27㎡（車いす対応・バス付） 2,180,000円

デラックスルーム
デラックスツイン 5F 19㎡（バス・トイレ付） 3,490,000円

デラックスベランダ 5F 24㎡（バルコニー・バス・トイレ付） 3,830,000円

デラックスシングル 5F 13㎡（バス・トイレ付） 4,400,000円

スイートルーム

ジュニアスイート 6F 31㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 4,900,000円

オーシャンビュースイート 5F 33㎡（ブローバス・トイレ付） 4,970,000円

ビスタスイート 5・6F 37〜46㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 5,740,000円

グランドスイート 6F 79㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 8,150,000円

乗船区間 ▶横浜〜石垣島

乗船区間 ▶全区間

乗船区間 ▶マーレ〜トゥアマシナ

乗船区間 ▶シンガポール停泊中

乗船区間 ▶シンガポール〜トゥアマシナ

乗船区間 ▶シンガポール〜横浜

※※下記ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）および横浜港旅客受入設備関連使用料（400円）が必要となります。船内でのお支払いとなります。
※クルーズの国内部分には消費税を含んでおります。

日　程 寄　港　地 国　名

12月15	日	木 横浜   （午後出港） 日本
12月18	日 日 石垣島 日本
12月19	日 月
12月24	日 土 シンガポール シンガポール共和国
12月25	日 日
12月30	日 金 マーレ モルディブ共和国
12月31	日 土
1月 5	 日 木 ポートルイス モーリシャス共和国
1月 8	 日 日
1月10	日 火 トゥアマシナ

★初寄港 マダガスカル共和国
1月12	日 木
1月22	日 日 シンガポール シンガポール共和国
1月23	日 月
1月31	日	火 横浜   （午後入港） 日本

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

1月22日日入港 1月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

1 月22日日入港 1 月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

● ご旅行代金（大人お一人様）

● スケジュール● エンターテイメント

メインショー ４組の豪華ゲストによるコンサートが船旅を彩ります

船内講演 地球環境や希少な生き物の生態について楽しく学べます

堀内 孝雄【歌手】

青山 千春【海洋科学者】

庄野 真代【歌手】

秋川 雅史【テノール歌手】

藤原 幸一【生物学者／作家】

川井 郁子【ヴァイオリニスト／作曲家】

□食事回数：朝47回、昼48回、夕47回　　□最少催行人員：160名　　□ドレスコード：フォーマル3回、カジュアル44回
※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（発着地や寄港地の政治情勢や受入状況等）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。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）が実施します（別料金）。詳細な内容とお申込方法は別途ご案内します。
※本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。※掲載写真には自由行動やオプショナルツアーで訪れることができる場所も含まれます。

渡航条件について
□2023年1月22日シンガポール入国日から6か月（2023年7月22日）以上の有効期限が残っている旅券(パスポート)が必要です。
□マダガスカル共和国では査証（ビザ）が必要です。
□上記の旅券・査証は日本国籍の場合についてです。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所

にお問い合わせください。
□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）。
□シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了（シンガポール到着までに所定のワクチンの2回接種を終え2週間を経てい

ること）等が必要です。12歳以下のお子様（2011年以降生まれ）はワクチン接種がなくても入国できます。
□渡航条件は2022年5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。
□寄港する国の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては入国に際しワクチン接種完了証明書やウイルス検査の陰性証明

書等を求められる場合があります。

2022年5月1日現在、船舶を利用する日本発着の海外クルーズは渡航が制限されております。2022年9月末
日までに、渡航に関する状況に変更がない場合や港湾の受入事情によっては運航を中止させていただきます。帰
国時の待機期間を含めた渡航条件につきましては、最新の情報を確認の上、お客様にご連絡します。なお、本ク
ルーズの予約受付開始は、2022年5月31日を予定しております。

※1室1名利用代金と子供代金については裏表紙をご確認ください。※1室3名利用の設定はございません。※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症拡大防止対策として、一部の客室をあらかじめ確保させていただく場合がございます。

【 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

2022年12月15日木 横浜発 → 2023年1月31日火 横浜着　47泊48日

1949年10月27日 大阪府出身。アリスのメンバー
として活躍。ソロとしてもヒット曲を多数発表。
トレードマークの髭と「サンキュー」で親しまれる。
代表曲「冬の稲妻」「遠くで汽笛を聞きながら」「恋唄
綴り」「愛しき日々」

東京海洋大特任准教授、独立総研社長。
1955年東京生まれ。メタンハイドレートの権威。
主婦の後、航海士免許、博士号を取得。ボードゲー
ム『燃える氷を探せ』など普及活動も。『海と女と
メタンハイドレート』等著書多数。

大阪府出身。1976年シンガーソングライターとし
てデビュー。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。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。

2006年紅白歌合戦に初出場。「千の風になって」が
大ヒット。翌年、第49回日本レコード大賞特別賞
受賞。現在、最も実力、人気を兼ね備えたテノー
ル歌手として活躍している。

学習院女子大学特別総合科目「環境問題」講師。
NTV『世界一受けたい授業』、TBS『情熱大陸』、
NHK『アーカイブス』出演。著書『環境破壊図鑑』

『プラスティック惑星・地球』ポプラ社、『森の声
がきこえますか』PHP研究所など。

香川県出身。東京藝大卒業、同大学院修了。大阪
芸術大学教授。国内外のオーケストラや世界的音楽
家たちと共演。全国各地、またカーネギーホール、
パリ・オペラ座、中国・西安、ワシントンDC公演等、
国際的に活躍。日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞。

スーペリアツイン

デラックスベランダ

グランドスイート

／／／／／／／／  その他、航海中は様々な船内イベントや講座を開催予定です。／／／／／／／／

〜インド洋を巡る 楽園の船旅〜

にっぽん丸で航く

モーリシャス
プレシャスクルーズ
2022年12月15日木  → 2023年1月31日火

横浜／石垣島／シンガポール／モルディブ／モーリシャス／マダガスカル／シンガポール／横浜
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〜インド洋を巡る 楽園の船旅〜

にっぽん丸で航く

モーリシャス
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〒107-8532 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F

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

●お問い合わせ・お申込みは下記まで

〈受託販売〉
●お問い合わせ・お申込みは下記まで

＜受託販売＞

〒107-8532 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F

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
総合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）

お申込みに際してのご案内

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大人お一人様あたりの旅行代金は次の通りとなります。
1名様利用 2名様利用 3名様利用 4名様利用
10,900,000円 5,450,000円 3,634,000円 2,725,000円

■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。
スーペリアツイン／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／グランドスイート 200％

■船室の３名以上のご利用について：本クルーズは1室3名利用の設定はありません。�
※コンセプトルーム（スーペリアツイン）は1室4名様までご利用可能です（ただしご家族様に限ります）。

■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。

■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〉

■本クルーズの予約受付は2022年5月31日を予定しております。なお、2022年5月1
日現在、船舶を利用する日本発着の海外クルーズは渡航が制限されております。
2022年9月末日までに、渡航に関する状況に変更がない場合や港湾の受入事情
によっては運航を中止させていただきます。

■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出来ませんので、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。
■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。
■本クルーズはキッズドルフィンズクラブの特典対象外となります。

個人情報の取り扱いについて
（１）当社及び当社の受託旅行取扱会社（以下「当社等」）は、旅行申込の際に提出された
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いただく
ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機
関・感染症対策に基づくウイルス検査等の検査機関等については当パンフレット記載の日
程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする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－ビスの受領のための手続き（以下「手配等」とい
います。）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
の手続き上必要な範囲内、旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必
要な範囲内、感染症対策に基づくウイルス検査の結果、発生届の提出で必要な範囲内
で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店、保健所、医療機関に対し、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
び生年月日を、あらかじ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。また、個人
情報を提供する第三者が外国にある場合の当該提供先における個人情報の保護に関
する情報については、当社ホームページ（https://www.nipponmaru.jp/privacy/）をご確
認ください。このほか、当社等では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品
やサービス、当社等の商品、キャンペーン、アンケート、特典サービスのご案内及び統計資
料作成のために、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。
（２）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。

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。

当面の間、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。
●�すべてのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR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、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）�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（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15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）。
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）船会社指定の事前PCR検査の結果が「陽性」もしくは「再検査」と判定された方、事前
PCR検査を受検されなかった方。

�f）乗船当日のPCR検査の結果が「高リスク」と判定された方、乗船当日のPCR検査を�
受検されなかった方。

�g）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歳未満の乳幼児の方。
・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）。
2．【ご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PCR検査を実施します。
※��37.5℃以上の発熱があった場合、または上記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。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】
2022年5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】
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスク（不織布マスクを推奨します）のご着用が必須となり
ます。5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。
・事前および乗船当日のPCR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。
・「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。

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

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。

ドルフィンズクラブの
特典対象クルーズです。

〈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）。

〈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
この旅行は商船三井客船（株）（東京都港区赤坂1-9-13　観光庁長官登録旅行業第946
号、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。

申込金 旅行代金の20％
●当パンフレットに記載の旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申込
金のほか、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日（2022年10月16
日）以降の当社の定める日までに残金をお支払いいただきます。2022年10月17日以降にお
申込みのお客様は旅行代金を全額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、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5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。
●当パンフレットに記載の旅行では所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。
●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。
●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が、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
●旅券（パスポート）：2023年1月22日シンガポール入国日から6か月（2023年7月22日）
以上の有効期限が残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）：当パンフレットに記載している旅行の内、マダガスカル共和国では査証
（ビザ）が必要です。
※�現在お持ちの旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取
得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きの代行については、渡航手続き
代行料金をいただいてお受けします。
●日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問
い合わせください。
●シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了（シンガポール到着までに所定
のワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること）等が必要です。12歳以下のお子様
（2011年以降生まれ）はワクチン接種がなくても入国できます。
※ご不明な点はお問い合わせください。

■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。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上90日以下のクルーズ）

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

121日前まで 無　料
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

旅行開始日の前前日、前日、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％
■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」および「外務省海外感染症
危険情報」等、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5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。
●最少催行人員：160名
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23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。

・・・　お申込み・お問合せは　・・・
（株）ダイワグループ
クルーズ旅行センター（法人営業部）
☎　０３－５３７７－１３８１
仮予約はこちらより＞＞　

〇　ダイワグループのｸﾙｰｽﾞ旅行に戻る　＞＞

http://www.cruiseryoko.com/nihonmaru.html
http://www.cruiseryoko.com/kokunai_cruise.kariyoyaku.html


ステートルーム
スタンダードステート 1F 14㎡（シャワー・トイレ付） ※丸窓 1,810,000円

コンフォートステート 3F 14㎡（シャワー・トイレ付） 1,980,000円

スーペリアツイン 2・3・4F 14〜18㎡（シャワー・トイレ付）   4F 27㎡（車いす対応・バス付） 2,180,000円

デラックスルーム
デラックスツイン 5F 19㎡（バス・トイレ付） 3,490,000円

デラックスベランダ 5F 24㎡（バルコニー・バス・トイレ付） 3,830,000円

デラックスシングル 5F 13㎡（バス・トイレ付） 4,400,000円

スイートルーム

ジュニアスイート 6F 31㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 4,900,000円

オーシャンビュースイート 5F 33㎡（ブローバス・トイレ付） 4,970,000円

ビスタスイート 5・6F 37〜46㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 5,740,000円

グランドスイート 6F 79㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 8,150,000円

	乗船区間	▶	横浜〜石垣島

	乗船区間	▶	全区間

	乗船区間	▶	マーレ	〜	トゥアマシナ

	乗船区間	▶	シンガポール停泊中

	乗船区間	▶	シンガポール	〜	トゥアマシナ

	乗船区間	▶	シンガポール〜横浜

※※下記ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）および横浜港旅客受入設備関連使用料（400円）が必要となります。船内でのお支払いとなります。
※クルーズの国内部分には消費税を含んでおります。

日　程 寄　港　地 国　名

12月15	日	木 横浜   （午後出港） 日本
12月18	日 日 石垣島 日本
12月19	日 月
12月24	日 土 シンガポール シンガポール共和国
12月25	日 日
12月30	日 金 マーレ モルディブ共和国
12月31	日 土
1月 5	 日 木 ポートルイス モーリシャス共和国
1月 8	 日 日
1月10	日 火 トゥアマシナ

★初寄港 マダガスカル共和国
1月12	日 木
1月22	日 日 シンガポール シンガポール共和国
1月23	日 月
1月31	日	火 横浜   （午後入港） 日本

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

1月22日日入港 1月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

 1 月22日日入港  1 月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

● ご旅行代金（大人お一人様）

● スケジュール● エンターテイメント

メインショー ４組の豪華ゲストによるコンサートが船旅を彩ります

船内講演 地球環境や希少な生き物の生態について楽しく学べます

堀内 孝雄 【歌手】

青山 千春	【海洋科学者】

庄野 真代 【歌手】

秋川 雅史 【テノール歌手】

藤原 幸一 【生物学者／作家】

川井 郁子 【ヴァイオリニスト／作曲家】

□食事回数：朝47回、昼48回、夕47回　　□最少催行人員：160名　　□ドレスコード：フォーマル3回、カジュアル44回
※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（発着地や寄港地の政治情勢や受入状況等）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。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）が実施します（別料金）。詳細な内容とお申込方法は別途ご案内します。
※本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。※掲載写真には自由行動やオプショナルツアーで訪れることができる場所も含まれます。

渡航条件について
□2023年1月22日シンガポール入国日から6か月（2023年7月22日）以上の有効期限が残っている旅券(パスポート)が必要です。
□マダガスカル共和国では査証（ビザ）が必要です。
□上記の旅券・査証は日本国籍の場合についてです。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所

にお問い合わせください。
□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）。
□シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了（シンガポール到着までに所定のワクチンの2回接種を終え2週間を経てい

ること）等が必要です。12歳以下のお子様（2011年以降生まれ）はワクチン接種がなくても入国できます。
□渡航条件は2022年5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。
□寄港する国の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては入国に際しワクチン接種完了証明書やウイルス検査の陰性証明

書等を求められる場合があります。

2022年5月1日現在、船舶を利用する日本発着の海外クルーズは渡航が制限されております。2022年9月末
日までに、渡航に関する状況に変更がない場合や港湾の受入事情によっては運航を中止させていただきます。帰
国時の待機期間を含めた渡航条件につきましては、最新の情報を確認の上、お客様にご連絡します。なお、本ク
ルーズの予約受付開始は、2022年5月31日を予定しております。

※1室1名利用代金と子供代金については裏表紙をご確認ください。※1室3名利用の設定はございません。※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症拡大防止対策として、一部の客室をあらかじめ確保させていただく場合がございます。

【 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

2022年12月15日木 横浜発 → 2023年1月31日火 横浜着　47泊48日

1949年10月27日 大阪府出身。アリスのメンバー
として活躍。ソロとしてもヒット曲を多数発表。
トレードマークの髭と「サンキュー」で親しまれる。
代表曲「冬の稲妻」「遠くで汽笛を聞きながら」「恋唄
綴り」「愛しき日々」

東京海洋大特任准教授、独立総研社長。
1955年東京生まれ。メタンハイドレートの権威。
主婦の後、航海士免許、博士号を取得。ボードゲー
ム『燃える氷を探せ』など普及活動も。『海と女と
メタンハイドレート』等著書多数。

大阪府出身。1976年シンガーソングライターとし
てデビュー。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。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。

2006年紅白歌合戦に初出場。「千の風になって」が
大ヒット。翌年、第49回日本レコード大賞特別賞
受賞。現在、最も実力、人気を兼ね備えたテノー
ル歌手として活躍している。

学習院女子大学特別総合科目「環境問題」講師。
NTV『世界一受けたい授業』、TBS『情熱大陸』、
NHK『アーカイブス』出演。著書『環境破壊図鑑』

『プラスティック惑星・地球』ポプラ社、『森の声
がきこえますか』PHP研究所など。

香川県出身。東京藝大卒業、同大学院修了。大阪
芸術大学教授。国内外のオーケストラや世界的音楽
家たちと共演。全国各地、またカーネギーホール、
パリ・オペラ座、中国・西安、ワシントンDC公演等、
国際的に活躍。日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞。

スーペリアツイン

デラックスベランダ

グランドスイート

／／／／／／／／  その他、航海中は様々な船内イベントや講座を開催予定です。／／／／／／／／

ステートルーム
スタンダードステート	 1F 14㎡（シャワー・トイレ付）  ※丸窓 1,810,000円

コンフォートステート	 3F 14㎡（シャワー・トイレ付） 1,980,000円

スーペリアツイン 2・3・4F 14〜18㎡（シャワー・トイレ付）   4F 27㎡（車いす対応・バス付） 2,180,000円

デラックスルーム
デラックスツイン	 5F 19㎡（バス・トイレ付） 3,490,000円

デラックスベランダ	 5F 24㎡（バルコニー・バス・トイレ付） 3,830,000円

デラックスシングル	 5F 13㎡（バス・トイレ付） 4,400,000円

スイートルーム

ジュニアスイート	 6F 31㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 4,900,000円

オーシャンビュースイート	 5F 33㎡（ブローバス・トイレ付） 4,970,000円

ビスタスイート	 5・6F 37〜46㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 5,740,000円

グランドスイート	 6F 79㎡（バルコニー・ブローバス・トイレ付） 8,150,000円

乗船区間 ▶横浜〜石垣島

乗船区間 ▶全区間

乗船区間 ▶マーレ〜トゥアマシナ

乗船区間 ▶シンガポール停泊中

乗船区間 ▶シンガポール〜トゥアマシナ

乗船区間 ▶シンガポール〜横浜

※※下記ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税（1,000円）および横浜港旅客受入設備関連使用料（400円）が必要となります。船内でのお支払いとなります。
 ※クルーズの国内部分には消費税を含んでおります。

日　程 寄　港　地 国　名

12月	15	日	木 横浜   （午後出港） 日本
12月	18	日	日 石垣島 日本
12月	19	日	月
12月	24	日	土 シンガポール シンガポール共和国
12月	25	日	日
12月	30	日	金 マーレ モルディブ共和国
12月	31	日	土
1月	5	 日	木 ポートルイス モーリシャス共和国
1月	8	 日	日
1月	10	日	火 トゥアマシナ

★初寄港 マダガスカル共和国
1月	12	日	木
1月	22	日	日 シンガポール シンガポール共和国
1月	23	日	月
1月	31	日	火 横浜   （午後入港） 日本

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

1月22日日入港 1月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

＜ 赤  道 ＞

横浜

石垣島

シンガポール

マーレ
（モルディブ）

ポートルイス
（モーリシャス）

トゥアマシナ
（マダガスカル）

12月15日木出港 1月31日火入港

1 月22日日入港 1 月23日月出港

12月18日日入港 12月19日月出港

12月30日金入港 12月31日土出港

1月10日火入港 1月12日木出港

キツネザル、バオバブの木などの希少な動植物やカカオ
豆の産地として有名なマダガスカルへ初寄港POINT

12月24日土入港 12月25日日出港

秋川雅史さんによる
クリスマスコンサートを開催POINT

1月5日木入港 1月8日日出港
３泊４日の滞在中、モーリシャスのハートを
感じる様々な特別企画やツアーをご用意POINT

1月1日日 元日に赤道を通過
おせち料理や記念イベントでお祝い

● ご旅行代金 （大人お一人様）

● スケジュール● エンターテイメント

メインショー ４組の豪華ゲストによるコンサートが船旅を彩ります

船内講演 地球環境や希少な生き物の生態について楽しく学べます

堀内 孝雄【歌手】

青山 千春【海洋科学者】

庄野 真代【歌手】

秋川 雅史【テノール歌手】

藤原 幸一【生物学者／作家】

川井 郁子【ヴァイオリニスト／作曲家】

□食事回数：朝47回、昼48回、夕47回 □最少催行人員：160名 □ドレスコード：フォーマル3回、カジュアル44回
※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（発着地や寄港地の政治情勢や受入状況等）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。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）が実施します（別料金）。詳細な内容とお申込方法は別途ご案内します。
※本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。※掲載写真には自由行動やオプショナルツアーで訪れることができる場所も含まれます。

渡航条件について
□2023年1月22日シンガポール入国日から6か月（2023年7月22日）以上の有効期限が残っている旅券(パスポート)が必要です。
□マダガスカル共和国では査証（ビザ）が必要です。
□上記の旅券・査証は日本国籍の場合についてです。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所

にお問い合わせください。
□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）。
□シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了（シンガポール到着までに所定のワクチンの2回接種を終え2週間を経てい

ること）等が必要です。12歳以下のお子様（2011年以降生まれ）はワクチン接種がなくても入国できます。
□渡航条件は2022年5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。
□寄港する国の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては入国に際しワクチン接種完了証明書やウイルス検査の陰性証明

書等を求められる場合があります。

2022年5月1日現在、船舶を利用する日本発着の海外クルーズは渡航が制限されております。2022年9月末
日までに、渡航に関する状況に変更がない場合や港湾の受入事情によっては運航を中止させていただきます。帰
国時の待機期間を含めた渡航条件につきましては、最新の情報を確認の上、お客様にご連絡します。なお、本ク
ルーズの予約受付開始は、2022年5月31日を予定しております。

※1室1名利用代金と子供代金については裏表紙をご確認ください。※1室3名利用の設定はございません。※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症拡大防止対策として、一部の客室をあらかじめ確保させていただく場合がございます。

【 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

2022年12月15日木 横浜発 → 2023年1月31日火 横浜着　47泊48日

1949年10月27日 大阪府出身。アリスのメンバー
として活躍。ソロとしてもヒット曲を多数発表。
トレードマークの髭と「サンキュー」で親しまれる。
代表曲「冬の稲妻」「遠くで汽笛を聞きながら」「恋唄
綴り」「愛しき日々」

東京海洋大特任准教授、独立総研社長。
1955年東京生まれ。メタンハイドレートの権威。
主婦の後、航海士免許、博士号を取得。ボードゲー
ム『燃える氷を探せ』など普及活動も。『海と女と
メタンハイドレート』等著書多数。

大阪府出身。1976年シンガーソングライターとし
てデビュー。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。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。

2006年紅白歌合戦に初出場。「千の風になって」が
大ヒット。翌年、第49回日本レコード大賞特別賞
受賞。現在、最も実力、人気を兼ね備えたテノー
ル歌手として活躍している。

学習院女子大学特別総合科目「環境問題」講師。
NTV『世界一受けたい授業』、TBS『情熱大陸』、
NHK『アーカイブス』出演。著書『環境破壊図鑑』

『プラスティック惑星・地球』ポプラ社、『森の声
がきこえますか』PHP研究所など。

香川県出身。東京藝大卒業、同大学院修了。大阪
芸術大学教授。国内外のオーケストラや世界的音楽
家たちと共演。全国各地、またカーネギーホール、
パリ・オペラ座、中国・西安、ワシントンDC公演等、
国際的に活躍。日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞。
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アジア屈指の観光都市
インド洋に浮かぶ楽園

紺碧の海と
珊瑚礁の島

固有種の動
植物の宝庫

憧れのリゾートアイランド

石垣島 マダガスカル

モーリシャス

（トゥアマシナ）

（ポートルイス） （マーレ）
シンガポール モルディブ

東シナ海に浮かぶ八重山諸島。その中
心である石垣島がクルーズ最初の寄港
地です。島の大きさは、沖縄県内で沖縄
本島、西表島に次いで３番目。南国なら
ではの温暖な気候と、独自の文化や風習、
紺碧の海が魅力。石垣島を拠点に、周
辺の島々へも足を延ばすことができます。
汽水域に広がるマングローブの森も幻
想的です。

アフリカ大陸の南東沖に浮かび、世界で
４番目の大きさを誇る島国。約6500万
年前、南半球に存在したゴンドワナ大陸
がアフリカ大陸とインドに分裂した際に
生まれたという説があります。そのため
に自然環境が隔絶され、動植物が独自の
生態系を維持。ワオキツネザルを始めと
する野生動物の 70～80％が固有種とい
われています。今回は、別名タマタヴとも
呼ばれるマダガスカル島の東部の港町ト
ゥアマシナに初寄港します。

にっぽん丸では久々となるロングクルーズは、12月に日本を出発し、クリス
マスや年末年始を寄港地や南の海で迎える特別な48日間の旅。
楽園のような島々や、急成長する都市を訪れ、数々の絶景や驚きと出会え
ます。航海中は充実のエンターテイメントやイベントでお楽しみいただくほか、
船内講座では各国の文化や環境問題についても学べる、まさに大人の旅。
この冬、にっぽん丸が皆様にプレシャスなクルーズをお届けいたします。

「インド洋の貴婦人」。そう称されてきたモーリシャスは、東京都 
とほぼ同じ面積の中に、白砂のビーチや世界遺産のル・モーン山、 
高原地帯などを抱える美しい島国で、絶滅動物のシンボルとされる 
大鳥ドードーがかつて存在していたことでも知られます。 
今回は3泊4日の滞在で、時間を忘れてたっぷりと 
モーリシャスの自然、文化、人々の魅力に触れて
いただけます。 

ほぼ赤道直下に位置するシンガポールは、
60以上の島々からなる多民族国家です。
その魅力は、高層ビルが建ち並ぶ街並み
や、白い砂浜のビーチ、美しい海などな
ど。経済発展を遂げた都市として、また、
アジア屈指の観光地として熱い注目を浴
びています。往路・復路の二度の寄港で、
多種多様な文化に出会えることでしょう。

インド洋に点在する26の環礁と約1200の島々から成るモルデ
ィブ。その名は、サンスクリット語で「島々の花輪」を意味します。
これは、環礁が輪を描くように浮かんでいることに由来するそう
です。色とりどりの魚たちが泳ぐ透明度の高い海、そこに建つ水
中コテージ、まばゆいほどの白砂
のビーチ。「地上の楽園」と呼ば
れるにふさわしい風景を誇る島
国です。

西表島の世界遺産  マングローブを知る旅
川平湾遊覧と石垣島観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

クルーズのポイント

専用車 でめぐる プライべートシンガポール
常夏のクリスマス シンガポール半日観光
マリーナ・ベイ・サンズ展望台と
ローカルグルメの昼食
ナイトサファリ観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

首都ポートルイスと高原の町・キュールピップ
モーリシャス西部観光
モーリシャス東部観光とリゾート滞在

【オーバーナイトツアー】ビーチリゾート宿泊
マングローブツアー

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

トゥアマシナ半日観光
チャーターフライトで行く ムルンダヴァ
バオバブの木を訪ねる

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

マーレ市内徒歩観光
空から眺めるモルディブ

【
往
路
】

【
復
路
】

シーサー（イメージ）

マングローブ

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

マーライオン

モーリシャス島

絶滅したドードー鳥

ムルンダヴァのバオバブの木

キツネザル
（イメージ）

ビーチ（イメージ）

イメージ

にっぽん丸のお客様のために、サトウ
キビ畑をご用意し、収穫後、製糖して
出来立てのお砂糖をお渡しします。

現地のNGO団体を訪問し、モーリシ
ャスの子どもたちと交流します。

にっぽん丸農園 in 
モーリシャス

NGO団体活動支援
モーリシャスの学校訪問

にっぽん丸オリジナルツアー

イメージ イメージ

クルーズ特別企画

 Xmas

お正月

にっぽん丸の

にっぽん丸の

コンスタンス・ベルマーレ・プラージュ

キュールピップ　トゥル ・ オ ・ セルフ

ポートルイス ウォーターフロント

シャマレル　七色の大地

シンガポールで真夏のクリスマス

2023年のお正月は赤道で

往路のシンガポールへは12月24日・25日のクリスマスシーズンに寄港。有名なショッピ
ングエリアをはじめ、町全体が美しい装飾やイルミネーションに包まれます。また、船内
では秋川雅史さんによるクリスマスコンサートを開催。聖夜に響く、美しいテノールをご
堪能ください。

本クルーズでは元日( 時間未定 )に赤道通過を予定しております。もちろん、船内では
にっぽん丸総料理長特製のおせち料理や、伝統的なお正月イベントの数々をご用意。
素晴らしい１年の始まり。その瞬間を、にっぽん丸とご一緒しましょう。
※天候や海象状況によっては航海スケジュールが変更になる場合がございます。

秋川雅史

イメージ

ラッフルズホテル（イメージ）

イメージ

※別料金



アジア屈指の観光都市
インド洋に浮かぶ楽園

紺碧の海と
珊瑚礁の島

固有種の動
植物の宝庫

憧れのリゾートアイランド

石垣島 マダガスカル

モーリシャス

（トゥアマシナ）

（ポートルイス） （マーレ）
シンガポール モルディブ

東シナ海に浮かぶ八重山諸島。その中
心である石垣島がクルーズ最初の寄港
地です。島の大きさは、沖縄県内で沖縄
本島、西表島に次いで３番目。南国なら
ではの温暖な気候と、独自の文化や風習、
紺碧の海が魅力。石垣島を拠点に、周
辺の島々へも足を延ばすことができます。
汽水域に広がるマングローブの森も幻
想的です。

アフリカ大陸の南東沖に浮かび、世界で
４番目の大きさを誇る島国。約6500万
年前、南半球に存在したゴンドワナ大陸
がアフリカ大陸とインドに分裂した際に
生まれたという説があります。そのため
に自然環境が隔絶され、動植物が独自の
生態系を維持。ワオキツネザルを始めと
する野生動物の 70～80％が固有種とい
われています。今回は、別名タマタヴとも
呼ばれるマダガスカル島の東部の港町ト
ゥアマシナに初寄港します。

にっぽん丸では久々となるロングクルーズは、12月に日本を出発し、クリス
マスや年末年始を寄港地や南の海で迎える特別な48日間の旅。
楽園のような島々や、急成長する都市を訪れ、数々の絶景や驚きと出会え
ます。航海中は充実のエンターテイメントやイベントでお楽しみいただくほか、
船内講座では各国の文化や環境問題についても学べる、まさに大人の旅。
この冬、にっぽん丸が皆様にプレシャスなクルーズをお届けいたします。

「インド洋の貴婦人」。そう称されてきたモーリシャスは、東京都 
とほぼ同じ面積の中に、白砂のビーチや世界遺産のル・モーン山、 
高原地帯などを抱える美しい島国で、絶滅動物のシンボルとされる 
大鳥ドードーがかつて存在していたことでも知られます。 
今回は3泊4日の滞在で、時間を忘れてたっぷりと 
モーリシャスの自然、文化、人々の魅力に触れて
いただけます。 

ほぼ赤道直下に位置するシンガポールは、
60以上の島々からなる多民族国家です。
その魅力は、高層ビルが建ち並ぶ街並み
や、白い砂浜のビーチ、美しい海などな
ど。経済発展を遂げた都市として、また、
アジア屈指の観光地として熱い注目を浴
びています。往路・復路の二度の寄港で、
多種多様な文化に出会えることでしょう。

インド洋に点在する26の環礁と約1200の島々から成るモルデ
ィブ。その名は、サンスクリット語で「島々の花輪」を意味します。
これは、環礁が輪を描くように浮かんでいることに由来するそう
です。色とりどりの魚たちが泳ぐ透明度の高い海、そこに建つ水
中コテージ、まばゆいほどの白砂
のビーチ。「地上の楽園」と呼ば
れるにふさわしい風景を誇る島
国です。

西表島の世界遺産  マングローブを知る旅
川平湾遊覧と石垣島観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

クルーズのポイント

専用車 でめぐる　プライべートシンガポール
常夏のクリスマス　シンガポール半日観光
マリーナ・ベイ・サンズ展望台と
ローカルグルメの昼食
ナイトサファリ観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

首都ポートルイスと高原の町・キュールピップ
モーリシャス西部観光
モーリシャス東部観光とリゾート滞在

【オーバーナイトツアー】ビーチリゾート宿泊
マングローブツアー

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

トゥアマシナ半日観光
チャーターフライトで行く  ムルンダヴァ
バオバブの木を訪ねる

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

マーレ市内徒歩観光
空から眺めるモルディブ

【
往
路
】

【
復
路
】

シーサー（イメージ）

マングローブ

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

マーライオン

モーリシャス島

絶滅したドードー鳥

ムルンダヴァのバオバブの木

キツネザル
（イメージ）

ビーチ（イメージ）

イメージ

にっぽん丸のお客様のために、サトウ
キビ畑をご用意し、収穫後、製糖して
出来立てのお砂糖をお渡しします。

現地のNGO団体を訪問し、モーリシ
ャスの子どもたちと交流します。

にっぽん丸農園 in 
モーリシャス

NGO団体活動支援
モーリシャスの学校訪問

にっぽん丸オリジナルツアー

イメージ イメージ

クルーズ特別企画

 Xmas

お正月

にっぽん丸の

にっぽん丸の

コンスタンス・ベルマーレ・プラージュ

キュールピップ　トゥル ・ オ ・ セルフ

ポートルイス ウォーターフロント

シャマレル　七色の大地

シンガポールで真夏のクリスマス

2023年のお正月は赤道で

往路のシンガポールへは12月24日・25日のクリスマスシーズンに寄港。有名なショッピ
ングエリアをはじめ、町全体が美しい装飾やイルミネーションに包まれます。また、船内
では秋川雅史さんによるクリスマスコンサートを開催。聖夜に響く、美しいテノールをご
堪能ください。

本クルーズでは元日( 時間未定 )に赤道通過を予定しております。もちろん、船内では
にっぽん丸総料理長特製のおせち料理や、伝統的なお正月イベントの数々をご用意。
素晴らしい１年の始まり。その瞬間を、にっぽん丸とご一緒しましょう。
※天候や海象状況によっては航海スケジュールが変更になる場合がございます。

秋川雅史

イメージ

ラッフルズホテル（イメージ）

イメージ

※別料金

アジア屈指の観光都市
インド洋に浮かぶ楽園

紺碧の海と
珊瑚礁の島

固有種の動
植物の宝庫

憧れのリゾートアイランド

石垣島 マダガスカル

モーリシャス

（トゥアマシナ）

（ポートルイス） （マーレ）
シンガポール モルディブ

東シナ海に浮かぶ八重山諸島。その中
心である石垣島がクルーズ最初の寄港
地です。島の大きさは、沖縄県内で沖縄
本島、西表島に次いで３番目。南国なら
ではの温暖な気候と、独自の文化や風習、
紺碧の海が魅力。石垣島を拠点に、周
辺の島々へも足を延ばすことができます。
汽水域に広がるマングローブの森も幻
想的です。

アフリカ大陸の南東沖に浮かび、世界で
４番目の大きさを誇る島国。約6500万
年前、南半球に存在したゴンドワナ大陸
がアフリカ大陸とインドに分裂した際に
生まれたという説があります。そのため
に自然環境が隔絶され、動植物が独自の
生態系を維持。ワオキツネザルを始めと
する野生動物の 70～80％が固有種とい
われています。今回は、別名タマタヴとも
呼ばれるマダガスカル島の東部の港町ト
ゥアマシナに初寄港します。

にっぽん丸では久々となるロングクルーズは、12月に日本を出発し、クリス
マスや年末年始を寄港地や南の海で迎える特別な48日間の旅。
楽園のような島々や、急成長する都市を訪れ、数々の絶景や驚きと出会え
ます。航海中は充実のエンターテイメントやイベントでお楽しみいただくほか、
船内講座では各国の文化や環境問題についても学べる、まさに大人の旅。
この冬、にっぽん丸が皆様にプレシャスなクルーズをお届けいたします。

「インド洋の貴婦人」。そう称されてきたモーリシャスは、東京都 
とほぼ同じ面積の中に、白砂のビーチや世界遺産のル・モーン山、 
高原地帯などを抱える美しい島国で、絶滅動物のシンボルとされる 
大鳥ドードーがかつて存在していたことでも知られます。 
今回は3泊4日の滞在で、時間を忘れてたっぷりと 
モーリシャスの自然、文化、人々の魅力に触れて
いただけます。 

ほぼ赤道直下に位置するシンガポールは、
60以上の島々からなる多民族国家です。
その魅力は、高層ビルが建ち並ぶ街並み
や、白い砂浜のビーチ、美しい海などな
ど。経済発展を遂げた都市として、また、
アジア屈指の観光地として熱い注目を浴
びています。往路・復路の二度の寄港で、
多種多様な文化に出会えることでしょう。

インド洋に点在する26の環礁と約1200の島々から成るモルデ
ィブ。その名は、サンスクリット語で「島々の花輪」を意味します。
これは、環礁が輪を描くように浮かんでいることに由来するそう
です。色とりどりの魚たちが泳ぐ透明度の高い海、そこに建つ水
中コテージ、まばゆいほどの白砂
のビーチ。「地上の楽園」と呼ば
れるにふさわしい風景を誇る島
国です。

西表島の世界遺産  マングローブを知る旅
川平湾遊覧と石垣島観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

クルーズのポイント

専用車 でめぐる　プライべートシンガポール
常夏のクリスマス　シンガポール半日観光
マリーナ・ベイ・サンズ展望台と
ローカルグルメの昼食
ナイトサファリ観光

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

首都ポートルイスと高原の町・キュールピップ
モーリシャス西部観光
モーリシャス東部観光とリゾート滞在

【オーバーナイトツアー】ビーチリゾート宿泊
マングローブツアー

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

トゥアマシナ半日観光
チャーターフライトで行く  ムルンダヴァ
バオバブの木を訪ねる

●オプショナルツアー（別料金・一部抜粋）

マーレ市内徒歩観光
空から眺めるモルディブ

【
往
路
】

【
復
路
】

シーサー（イメージ）

マングローブ

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

マーライオン

モーリシャス島

絶滅したドードー鳥

ムルンダヴァのバオバブの木

キツネザル
（イメージ）

ビーチ（イメージ）

イメージ

にっぽん丸のお客様のために、サトウ
キビ畑をご用意し、収穫後、製糖して
出来立てのお砂糖をお渡しします。

現地のNGO団体を訪問し、モーリシ
ャスの子どもたちと交流します。

にっぽん丸農園 in 
モーリシャス

NGO団体活動支援
モーリシャスの学校訪問

にっぽん丸オリジナルツアー

イメージ イメージ

クルーズ特別企画

 Xmas

お正月

にっぽん丸の

にっぽん丸の

コンスタンス・ベルマーレ・プラージュ

キュールピップ　トゥル ・ オ ・ セルフ

ポートルイス ウォーターフロント

シャマレル　七色の大地

シンガポールで真夏のクリスマス

2023年のお正月は赤道で

往路のシンガポールへは12月24日・25日のクリスマスシーズンに寄港。有名なショッピ
ングエリアをはじめ、町全体が美しい装飾やイルミネーションに包まれます。また、船内
では秋川雅史さんによるクリスマスコンサートを開催。聖夜に響く、美しいテノールをご
堪能ください。

本クルーズでは元日( 時間未定 )に赤道通過を予定しております。もちろん、船内では
にっぽん丸総料理長特製のおせち料理や、伝統的なお正月イベントの数々をご用意。
素晴らしい１年の始まり。その瞬間を、にっぽん丸とご一緒しましょう。
※天候や海象状況によっては航海スケジュールが変更になる場合がございます。

秋川雅史

イメージ

ラッフルズホテル（イメージ）

イメージ

※別料金




