
 

 

 

 

 

 

 

広島発着 屋久島・高千穂クルーズ 

2021 年 11 月 3 日(水) 広島発 >>> 11 月 6 日(土) 広島着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥716,000  

ビスタスイート ¥501,000  

オーシャンビュースイート ¥431,000  

ジュニアスイート ¥425,000  

デラックスシングル ¥395,000  

デラックスベランダ ¥344,000  

デラックスツイン ¥314,000  

スーペリアステート ¥198,000  

コンフォートステート ¥186,000  

スタンダードステート ¥171,000  

グループ３ ¥157,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/3(水) 広島  17:00 

11/4(木) 細島 7:00 17:00 

11/5(金) 屋久島 8:00 17:00 

11/6(土) 広島 15:00  

    

 
食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 
 
◆広島港から屋久島、高千穂へのダイレクトアクセス。 
 

広島港からダイナミックな自然美が待つ世界遺産の屋久島と高千穂峡をめぐる 

クルーズです。細島港からは高千穂峡へのツアー（無料）をご用意いたします。 

 
  

神戸発着 にっぽん丸 宮崎クルーズ 
2021 年 10 月 27 日(水) 神戸発 >>> 10 月 29 日(金) 神戸着 ３日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥492,000  

ビスタスイート ¥349,000  

オーシャンビュースイート ¥302,000  

ジュニアスイート ¥298,000  

デラックスシングル ¥278,000  

デラックスベランダ ¥244,000  

デラックスツイン ¥224,000  

スーペリアステート ¥139,000  

コンフォートステート ¥129,000  

スタンダードステート ¥121,000  

グループ３ ¥109,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

10/27(水) 神戸  17:00 

10/28(木) 宮崎 10:00 18:00 

10/29(金) 神戸 11:00  

    

 
食事回数：朝２回 昼１回 夕２回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆寄港地「宮崎」でのインクルードツアー付きクルーズ。 
 

コスモス畑や宮崎牛ランチなど、宮崎で複数のツアーの中からお好きなコース

を選んでご参加いただけるインクルードツアーをご用意いたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

神戸発着 高千穂・耶馬渓クルーズ 

2021 年 11 月 11 日(木) 神戸発 >>> 11 月 14 日(日) 神戸着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥732,000  

ビスタスイート ¥518,000  

オーシャンビュースイート ¥447,000  

ジュニアスイート ¥441,000  

デラックスシングル ¥411,000  

デラックスベランダ ¥360,000  

デラックスツイン ¥330,000  

スーペリアステート ¥214,000  

コンフォートステート ¥197,000  

スタンダードステート ¥185,000  

グループ３ ¥167,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/11(木) 神戸  17:00 

11/12(金) 別府 8:00 18:00 

11/13(土) 細島 8:00 18:00 

11/14(日) 神戸 15:00  

 
食事回数：朝３回 昼 3 回 夕３回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆にっぽん丸で九州の紅葉をめぐるクルーズ。 
 

九州の中でも紅葉の名所と名高い、大分県の耶馬渓と宮崎県の高千穂へ 

ツアーバス（無料）でご案内します。 

  

神戸発着 四万十・屋久島プレミアム 

2021 年 11 月 7 日(日) 神戸発 >>> 11 月 10 日(水) 神戸着 4 日間 

スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥732,000  

ビスタスイート ¥518,000  

オーシャンビュースイート ¥447,000  

ジュニアスイート ¥441,000  

デラックスシングル ¥411,000  

デラックスベランダ ¥360,000  

デラックスツイン ¥330,000  

スーペリアステート ¥214,000  

コンフォートステート ¥197,000  

スタンダードステート ¥185,000  

グループ３ ¥167,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/7(日) 神戸  17:00 

11/8(月) 宿毛 9:00 17:00 

11/9(火) 屋久島 7:30 17:00 

11/10(水) 神戸 16:00  

 
食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆屋久島の雄大な自然の中でコンサートを楽しむ、にっぽん丸が贈る特別企画。 
 

今回は午前中に屋久島の自然公園でスペシャルコンサートを開催します。宿毛

港では四万十川や宿毛歴史散策ツアー（無料）をご用意いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

にっぽん丸で航く 秋の三陸 宮古 

2021 年 11 月 19 日(金) 東京発 >>> 11 月 22 日(月) 東京着 4 日間 

スケジュール  
 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥718,000  

ビスタスイート ¥503,000  

オーシャンビュースイート ¥433,000  

ジュニアスイート ¥427,000  

デラックスシングル ¥397,000  

デラックスベランダ ¥346,000  

デラックスツイン ¥316,000  

スーペリアステート ¥200,000  

コンフォートステート ¥188,000  

スタンダードステート ¥173,000  

グループ３ ¥159,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/19(金) 東京  16:30 

11/20(土) 宮古 16:30  

11/21(日) 宮古  16:00 

11/22(月) 東京 16:00  

 
食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆風情ある景観や目にも美味しいグルメが待つ三陸エリアへの週末クルーズ。 

 

宮古には１泊停泊し、三陸ならではのオプショナルツアー（別料金）を 

企画いたします。 

 
 

  

名古屋発着 秋の祖谷渓・寒霞渓クルーズ 

2021 年 11 月 15 日(月) 名古屋発 >>> 11 月 18 日(木) 名古屋着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥720,000  

ビスタスイート ¥505,000  

オーシャンビュースイート ¥435,000  

ジュニアスイート ¥429,000  

デラックスシングル ¥399,000  

デラックスベランダ ¥348,000  

デラックスツイン ¥318,000  

スーペリアステート ¥204,000  

コンフォートステート ¥189,000  

スタンダードステート ¥170,000  

グループ３ ¥161,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/15(月) 名古屋  17:00 

11/16(火) 高知 10:00 18:00 

11/17(水) 小豆島 8:00 16:00 

11/18(木) 名古屋 11:00  

 
食事回数：朝３回 昼２回 夕３回 最少催行人員：160 名 
 
◆四国の山深い秘境「祖谷渓」と小豆島にある国立公園「寒霞渓」の二つの 
渓谷美をお楽しみいただけるクルーズ。 

 

高知港から徳島県の祖谷渓、小豆島からは寒霞渓を訪れるインクルードツアー 

（無料）をご用意しております。 

 



 

 

 

 

 

 

Oasis にっぽん丸 

2021 年 11 月 27 日(土) 横浜発 >>> 11 月 29 日(月) 横浜着 3 日間 

スケジュール  
 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥481,000  

ビスタスイート ¥338,000  

オーシャンビュースイート ¥291,000  

ジュニアスイート ¥287,000  

デラックスシングル ¥267,000  

デラックスベランダ ¥233,000  

デラックスツイン ¥213,000  

スーペリアステート ¥128,000  

コンフォートステート ¥120,000  

スタンダードステート ¥110,000  

グループ３ ¥101,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/27(土) 横浜  17:00 

11/28(日) (伊豆諸島周遊) 

11/29(月) 横浜 15:30  

 
食事回数：朝２回 昼 2 回 夕２回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆週末利用 2 泊 3 日のにっぽん丸オリジナルブランド商品。 
 

今回もにっぽん丸の女性社員が企画する船内プログラムをご用意いたします。 

 
 
 

 

 

 

 

横浜発着 秋の香嵐渓・寒霞渓クルーズ 
2021 年 11 月 23 日(火) 横浜発 >>> 11 月 26 日(金) 横浜着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥732,000  

ビスタスイート ¥518,000  

オーシャンビュースイート ¥447,000  

ジュニアスイート ¥441,000  

デラックスシングル ¥411,000  

デラックスベランダ ¥360,000  

デラックスツイン ¥330,000  

スーペリアステート ¥216,000  

コンフォートステート ¥197,000  

スタンダードステート ¥185,000  

グループ３ ¥167,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/23(火) 横浜  17:00 

11/24(水) 蒲郡 8:00 15:00 

11/25(木) 小豆島 8:30 16:00 

11/26(金) 横浜 16:30  

 
食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆中部地方随一の紅葉の名所「香嵐渓」と瀬戸内海の小豆島で、縦横に広がる 
 絶景パノラマをお楽しみいただけるクルーズ。 
 

紅葉の名所である香嵐渓と、小豆島の寒霞渓を紅葉のベストシーズンに訪れる 

ツアーをインクルードした商品です。 

 



 

 

 

 

 

名古屋発着 南九州 宮崎クルーズ 

2021 年 11 月 30 日(火) 名古屋発 >>> 12 月 3 日(金) 名古屋着 4 日間 

スケジュール  
 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥706,000  

ビスタスイート ¥491,000  

オーシャンビュースイート ¥421,000  

ジュニアスイート ¥415,000  

デラックスシングル ¥385,000  

デラックスベランダ ¥334,000  

デラックスツイン ¥304,000  

スーペリアステート ¥188,000  

コンフォートステート ¥171,000  

スタンダードステート ¥154,000  

グループ３ ¥141,000 
 

日程 寄港地 入港 出港 

11/30(火) 名古屋  17:00 

12/1(水) (瀬戸内海)   

12/2(木) 宮崎 7:00 17:00 

12/3(金) 名古屋 16:00  

    

 
食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 
 
◆波穏やかな瀬戸内海を日中に航行し、南国・宮崎へ寄港。 
 

風光明媚な島嶼美の瀬戸内海クルージングとクルーズ中には九州の食材を 

使用した「九州和膳」をご用意いたします。 

 

 

 

 

神戸発着 冬の味覚クルーズ ～鹿児島～ 

2021 年 12 月 4 日(土) 神戸発 >>> 12 月 7 日(火) 神戸着 4 日間 

スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥718,000  

ビスタスイート ¥503,000  

オーシャンビュースイート ¥433,000  

ジュニアスイート ¥427,000  

デラックスシングル ¥397,000  

デラックスベランダ ¥346,000  

デラックスツイン ¥316,000  

スーペリアステート ¥199,000  

コンフォートステート ¥188,000  

スタンダードステート ¥173,000  

グループ３ ¥159,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/4(土) 神戸  17:00 

12/5(日) (瀬戸内海)   

12/6(月) 鹿児島 8:00 16:00 

12/7(火) 神戸 16:00  

 
食事回数：朝３回 昼 3 回 夕３回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆船上での特製ディナーをご用意する食がテーマのクルーズ。 
  

船内では鹿児島の食材を使ったディナーの提供や、寄港地では『あまから手帖』

アレンジの有料 OP ツアーで、現地の名店で昼食をお楽しみいただけます。 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

横浜発着 にっぽん丸のクリスマス ～大塚国際美術館貸切コンサート～ 

2021 年 12 月 12 日(日) 横浜発 >>> 12 月 15 日(水) 横浜着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥718,000  

ビスタスイート ¥504,000  

オーシャンビュースイート ¥433,000  

ジュニアスイート ¥427,000  

デラックスシングル ¥397,000  

デラックスベランダ ¥346,000  

デラックスツイン ¥316,000  

スーペリアステート ¥201,000  

コンフォートステート ¥184,000  

スタンダードステート ¥173,000  

グループ３ ¥153,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/12(日) 横浜  17:00 

12/13(月) (終日航海) 

12/14(火) 徳島 9:00 22:00 

12/15(水) 横浜 17:30  
 
食事回数：朝３回 昼 3 回 夕３回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆陶板名画美術館「大塚国際美術館」でミケランジェロの名画と共に 
弦楽コンサートをご鑑賞いただくクルーズ。 

 

寄港地の徳島では大塚国際美術館を貸切り、アート鑑賞とバチカンのシスティ

ーナ礼拝堂を再現したホールでの弦楽コンサートをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

にっぽん丸花火と冬の味覚クルーズ ～鳥羽～ 

2021 年 12 月 16 日(木) 横浜発 >>> 12 月 19 日(日) 横浜着 4 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥721,000  

ビスタスイート ¥507,000  

オーシャンビュースイート ¥436,000  

ジュニアスイート ¥430,000  

デラックスシングル ¥400,000  

デラックスベランダ ¥349,000  

デラックスツイン ¥319,000  

スーペリアステート ¥204,000  

コンフォートステート ¥187,000  

スタンダードステート ¥176,000  

グループ３ ¥156,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/16(木) 横浜  17:00 

12/17(金) (終日航海)   

12/18(土) 鳥羽 8:30 15:45 

12/19(日) 横浜 15:30  

 
食事回数：朝３回 昼３回 夕３回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆全国の寄港地から揃えた海の幸を使用した洋食ディナーと冬の夜空に咲く 
 にっぽん丸オリジナル打上花火の観賞を楽しむクルーズ。 
 

にっぽん丸オリジナル花火と全国の港から取り寄せた冬の海鮮食材を 

使用したディナーをお楽しみいただけます。 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

名古屋発着 にっぽん丸のクリスマス ～大塚国際美術館貸切コンサート～ 

2021 年 12 月 20 日(月) 名古屋発 >>> 12 月 22 日(水) 名古屋着 3 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥479,000  

ビスタスイート ¥336,000  

オーシャンビュースイート ¥289,000  

ジュニアスイート ¥285,000  

デラックスシングル ¥265,000  

デラックスベランダ ¥231,000  

デラックスツイン ¥211,000  

スーペリアステート ¥126,000  

コンフォートステート ¥118,000  

スタンダードステート ¥108,000  

グループ３ ¥99,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/20(月) 名古屋  17:00 

12/21(火) 徳島 9:00 22:00 

12/22(水) 名古屋 15:00  

 
食事回数：朝 2 回 昼 2 回 夕 2 回 最少催行人員：160 名 
 
◆世界の陶板名画が揃う大塚国際美術館でミケランジェロの名画と共に 
弦楽コンサートをご鑑賞いただくクリスマス仕様のクルーズ。 

 

バチカンにあるミケランジェロの天井画を完全再現した大塚国際美術館の 

システィーナ・ホールで、夜の貸切弦楽コンサートを堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

神戸発着 別府・瀬戸内海クリスマスクルーズ 
2021 年 12 月 23 日(木) 神戸発 >>> 12 月 26 日(日) 神戸着 4 日間 

スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥718,000  

ビスタスイート ¥503,000  

オーシャンビュースイート ¥433,000  

ジュニアスイート ¥427,000  

デラックスシングル ¥397,000  

デラックスベランダ ¥346,000  

デラックスツイン ¥316,000  

スーペリアステート ¥200,000  

コンフォートステート ¥188,000  

スタンダードステート ¥173,000  

グループ３ ¥159,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/23(木) 神戸  17:00 

12/24(金) (瀬戸内海)   

12/25(土) 別府 8:00 21:30 

12/26(日) 神戸 12:30  

    

食事回数：朝 3 回 昼 3 回 夕 3 回 最少催行人員：160 名 
 

 
◆週末利用 3 泊 4 日のクリスマスクルーズ。 
 

穏やかな瀬戸内海を航行しながら、クリスマスディナーやコンサートを 

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

年忘れ にっぽん丸花火クルーズ 

2021 年 12 月 27 日(月) 横浜発 >>> 12 月 29 日(水) 横浜着 3 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥478,000  

ビスタスイート ¥335,000  

オーシャンビュースイート ¥288,000  

ジュニアスイート ¥284,000  

デラックスシングル ¥264,000  

デラックスベランダ ¥230,000  

デラックスツイン ¥210,000  

スーペリアステート ¥125,000  

コンフォートステート ¥117,000  

スタンダードステート ¥107,000  

グループ３ ¥98,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/27(月) 横浜  17:00 

12/28(火) 清水 8:00 17:00 

12/29(水) 横浜 11:30  

 
食事回数：朝 2 回 昼 1 回 夕 2 回 最少催行人員：160 名 
※上記発着地は地域の感染状況および受入事情により、東京に変更となる場合があります。 

 
◆2021 年の締めくくりを彩る花火を船上の特等席から観賞できるクルーズ。 
 

にっぽん丸オリジナル花火をお楽しみいただけます。花火師が乗船、花火の 

解説や音楽とのコラボレーション花火を予定しております。 

 

 

 

 

にっぽん丸 迎春クルーズ ～高知・鳥羽～ 
2021 年 12 月 30 日(木) 横浜発 >>> 2022 年 1 月 3 日(月) 横浜着 5 日間 

スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イメージ 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥974,000  

ビスタスイート ¥688,000  

オーシャンビュースイート ¥594,000  

ジュニアスイート ¥586,000  

デラックスシングル ¥546,000  

デラックスベランダ ¥478,000  

デラックスツイン ¥438,000  

スーペリアステート ¥281,000  

コンフォートステート ¥265,000  

スタンダードステート ¥245,000  

グループ３ ¥227,000  
 

日程 寄港地 入港 出港 

12/30(木) 横浜  17:00 

12/31(金) (終日航海)   

1/1(土) 高知 9:30 17:00 

1/2(日) 鳥羽 9:00 16:00 

 

1/3(月) 

(駿河湾) 

横浜 

 

15:30 

 

 
食事回数：朝 4 回 昼 4 回 夕 4 回 最少催行人員：160 名 
 
◆年末年始を船上でお過ごしいただくクルーズ。 
 

今年の年末年始は、高知と鳥羽へ寄港。最終日には駿河湾で富士山をご覧いた

だくなど、ゆとりあるスケジュールでゆったりとお過ごしいただけます。 

 


