
夏の伊豆諸島クルーズ ～鳥島・孀婦岩周遊～ 

2021 年 7 月 23 日(金) 東京発 >>> 7 月 25 日(日) 東京着 ３日間 

スケジュール

鳥島（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 ¥483,000 

ビスタスイート ¥339,000 

オーシャンビュースイート ¥293,000 

ジュニアスイート ¥289,000 

デラックスシングル ¥269,000 

デラックスベランダ ¥235,000 

デラックスツイン ¥215,000 

スーペリアステート ¥130,000 

コンフォートステート ¥122,000 

スタンダードステート ¥112,000 

グループ３ ¥102,000 

日程 寄港地 入港 出港 

7/23(金) 東京 16:30 

7/24(土) (鳥島・孀婦岩周遊) 

7/25(日) (伊豆諸島周遊) 

東京 16:00 

食事回数：朝２回 昼２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、横浜に変更となる場合があります。

◆三連休を利用した 2 泊 3 日のショートクルーズ

天然記念物の「鳥島」や絶海にそびえ立つ「孀婦岩」を含む伊豆諸島を周遊。 

船内ではジャージー牛乳で作った八丈島のジェラートをどうぞ。 

ご乗船記念に伊豆七島のオリジナルピンズもプレゼントいたします。 

にっぽん丸ファミリークルーズ ～マジックフェス！～ 
2021 年 7 月 27 日(火) 横浜発 >>>7 月 29 日(木) 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 ¥474,000 

ビスタスイート ¥330,000 

オーシャンビュースイート ¥284,000 

ジュニアスイート ¥280,000 

デラックスシングル ¥260,000 

デラックスベランダ ¥226,000 

デラックスツイン ¥206,000 

スーペリアステート ¥121,000 

コンフォートステート ¥113,000 

スタンダードステート ¥103,000 

グループ３ ¥93,000 

日程 寄港地 入港 出港 

7/27(火) 横浜 17:00 

7/28(水) (伊豆諸島周遊) 

7/29(木) 横浜 9:00 

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。

◆既発表・発売済クルーズ

マジック界の巨匠 Mr. マリックさんと、若くして才能きらめく新世代の

マジシャンが繰り広げる超魔術・カードマジック・バルーンアートなど

驚きのエンターテイメントをお楽しみいただけます。 

★ファミリー割引★
本クルーズに限り、お子様とコンフォートステートに乗船すると、 

子供代金が割引になります(２歳以上小学生以下対象)。 

グループ３のお子様お一人様  47,000 円 
ツイン利用のお子様お一人様  57,000 円 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



夏旅にっぽん丸 ～青ヶ島周遊～ 

2021 年 7 月 31 日(土) 横浜発 >>>8 月 2 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 ¥443,000 

ビスタスイート ¥322,000 

オーシャンビュースイート ¥294,000 

ジュニアスイート ¥270,000 

デラックスシングル ¥257,000 

デラックスベランダ ¥219,000 

デラックスツイン ¥202,000 

スーペリアステート ¥125,000 

コンフォートステート ¥113,000 

スタンダードステート ¥104,000 

グループ３ ¥95,000 

日程 寄港地 入港 出港 

7/31(土) 横浜 17:00 

8/1(日) (青ヶ島周遊) 

8/2(月) 横浜 9:00 

食事回数：朝２回 昼１回 夕２回 最少催行人員：2 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。

◆既発表・発売済クルーズ

エンターテイナーには歌舞伎俳優の尾上松也さんが登場。

星の箱船とも呼ばれる、伊豆諸島最南端の有人島・青ヶ島を周遊します。 

※青ヶ島には上陸しません。

にっぽん丸花火と熱海花火クルーズ 

2021 年 8 月 3 日(火) 東京発 >>> 8 月 6 日(金) 東京着 4 日間 

スケジュール

にっぽん丸オリジナル花火大会（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 ¥689,000 

ビスタスイート ¥532,000 

オーシャンビュースイート ¥490,000 

ジュニアスイート ¥430,000 

デラックスシングル ¥392,000 

デラックスベランダ ¥366,000 

デラックスツイン ¥313,000 

スーペリアステート ¥197,000 

コンフォートステート ¥179,000 

スタンダードステート ¥167,000 

グループ３ ¥148,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/3(火) 東京 16:30 

8/4(水) 航海日 

8/5(木) 熱海 8:00 15:00 

8/6(金) 東京 11:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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、横浜に変更となる場合があります。

◆「にっぽん丸のお客様だけが楽しめるシークレット花火大会」と
「熱海海上花火大会」の２つの花火を船上から観賞する特別感満載のクルーズ

熱海での海上花火大会のほかにも、クルーズ中、にっぽん丸のお客様の 

ためだけに、花火職人が日時・場所シークレットの花火を打ち上げます。 

船上で楽しむ二つの花火大会にどうぞご期待ください。 

※オリジナル花火大会の詳細は船内でご案内いたします。

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



にっぽんの楽園クルーズ ～志摩・熱海花火～ 

2021 年 8 月 7 日(土) 横浜発 >>> 8 月 10 日(火) 横浜着 4 日間 

スケジュール

熱海海上花火大会（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 ¥674,000 

ビスタスイート ¥492,000 

オーシャンビュースイート ¥450,000 

ジュニアスイート ¥414,000 

デラックスシングル ¥395,000 

デラックスベランダ ¥337,000 

デラックスツイン ¥312,000 

スーペリアステート ¥207,000 

コンフォートステート ¥189,000 

スタンダードステート ¥177,000 

グループ３ ¥163,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/7(土) 横浜 17:00 

8/8(日) 浜島 8:00 17:00 

8/9(月) 熱海 8:00 15:00 

8/10(火) 横浜 9:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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。

◆リゾート感満載のイベントと、熱海海上花火大会をお楽しみいただける
夏休みの三連休を利用したクルーズ

船上からは、轟音がこだまする迫力の熱海海上花火を観賞。 

楽園をイメージするドリンクや軽食、居心地の良いソファーなどを 

ご用意する特別企画も。 

リゾート気分で日がな一日、のんびりお過ごしください。

夏休み 伊東花火クルーズ 
2021 年 8 月 11 日(水) 東京発 >>> 8 月 13 日(金) 東京着 ３日間 

スケジュール

花火（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 ¥335,000 

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 ¥98,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/11(水) 東京 16:30 

8/12(木) 清水 8:00 14:00 

(伊東沖) 

8/13(金) 東京 11:00 

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、横浜に変更となる場合があります。

◆「按針祭 海の花火大会」を船上からゆったり観賞するショートクルーズ

夜は伊東沖で「按針祭 海の花火大会 PART5」を船上からご観賞いただけます。

花火の日の夕食は、静岡産うなぎ(養殖)、とろろ、本ワサビなどを取り入れた 

夏の「駿河御膳」をご用意いたします。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



夏休み 熊野クルーズ 

2021 年 8 月 14 日(土) 東京発 >>> 8 月 16 日(月) 東京着 ３日間 

スケジュール

熊野古道大門坂（公社）和歌山県観光連盟

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥483,000 

ビスタスイート ¥339,000 

オーシャンビュースイート ¥293,000 

ジュニアスイート ¥289,000 

デラックスシングル ¥269,000 

デラックスベランダ ¥235,000 

デラックスツイン ¥215,000 

スーペリアステート ¥130,000 

コンフォートステート ¥122,000 

スタンダードステート ¥112,000 

グループ３ ¥102,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/14(土) 東京 16:30 

8/15(日) 新宮 8:30 14:30 

(白浜沖) 

8/16(月) 東京 16:00 

食事回数：朝２回 昼２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、横浜に変更となる場合があります。

◆お盆の週末を利用した２泊３日のクルーズ
観光の後は、夜に白浜沖で「SHIRAHAMA2021 花火ラリー」を観賞

新宮での観光をお楽しみいただいた夜は、白浜沖で「SHIRAHAMA2021 花火ラ

リー」(約 800 発)を船上から観覧。打ち上げ花火やスターマインなど多彩な花

火が白浜の夜空を色鮮やかに彩ります。 

夏休み 熱海花火クルーズ 
2021 年 8 月 17 日(火) 東京発 >>> 8 月 19 日(木) 東京着 3 日間 

スケジュール

熱海海上花火大会（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 ¥335,000 

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 ¥98,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/17(火) 東京 16:30 

8/18(水) 熱海 8:00 15:00 

8/19(木) 東京 11:00 

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、横浜に変更となる場合があります。

◆迫力の「熱海海上花火大会」を船上から観賞するクルーズ

熱海と言えば温泉。温泉には、おまんじゅうがつき物です。 

船内では第２回温泉まんじゅう総選挙を開催。 

にっぽん丸スタッフが各店を回り買い付け、実食した珠玉の品、 

ベスト５を船内にご用意いたします。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



にっぽん丸 夏のオペラクルーズ ～藤原歌劇団公演 歌劇「蝶々夫人」 

G.プッチーニ作曲 原語上演・字幕付き～

2021 年 8 月 20 日(金) 横浜発 >>> 8 月 22 日(日) 横浜着 3 日間 

スケジュール

2020 年ガラコンサート（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 ¥462,000 

ビスタスイート ¥344,000 

オーシャンビュースイート ¥316,000 

ジュニアスイート ¥287,000 

デラックスシングル ¥266,000 

デラックスベランダ ¥235,000 

デラックスツイン ¥215,000 

スーペリアステート ¥131,000 

コンフォートステート ¥121,000 

スタンダードステート ¥110,000 

グループ３ 設定なし 

日程 寄港地 入港 出港 

8/20(金) 横浜 17:00 

8/21(土) 終日航海 

8/22(日) 横浜 9:00 

食事回数：朝２回 昼１回 夕２回 最少催行人員：2 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。

◆既発表・発売済クルーズ
にっぽん丸で人気のオペラクルーズ。その秘密は、たっぷりオペラの世界に 

浸れる船内プログラムにあります。 

1 日目はガラコンサートで定番のアリア（独唱）の他、オペラの有名な楽曲を

楽しみます。2 日目は「鑑賞講座」で見どころ・聞きどころをしっかり予習。 

その後、いよいよ本番のオペラ鑑賞です。 

さらに、総料理長が考案したオペラディナーもお召し上がりください。 

瀬戸内海・周防大島と九十九島クルーズ 

2021 年 8 月 24 日(火) 神戸発 >>> 8 月 27 日(金) 神戸着 4 日間 

スケジュール

九十九島 ©長崎県観光連盟 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥726,000 

ビスタスイート ¥510,000 

オーシャンビュースイート ¥441,000 

ジュニアスイート ¥435,000 

デラックスシングル ¥405,000 

デラックスベランダ ¥354,000 

デラックスツイン ¥324,000 

スーペリアステート ¥208,000 

コンフォートステート ¥196,000 

スタンダードステート ¥181,000 

グループ３ ¥166,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/24(火) 神戸 17:00 

8/25(水) 周防大島 8:00 17:00 

8/26(木) 佐世保 11:30 16:45 

8/27(金) 神戸 18:00 

食事回数：朝３回 昼３回 夕３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、大阪に変更となる場合があります。

◆瀬戸内のハワイと呼ばれる周防大島へ寄港
佐世保では九十九島の遊覧船を楽しむツアー付のクルーズ

瀬戸内海の島々と長崎観光の人気エリア九十九島の絶景をご覧いただけます。

周防大島は瀬戸内海で 3 番目に大きな、見どころ溢れる南国ムード満点の島。 

夏の島旅をお楽しみください。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



にっぽん丸 岬めぐりクルーズ ～都井岬・佐多岬・足摺岬～ 

2021 年 8 月 28 日(土) 神戸発 >>> 8 月 31 日(火) 神戸着 4 日間 

スケジュール

佐多岬

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 ¥500,000 

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 ¥156,000 

日程 寄港地 入港 出港 

8/28(土) 神戸 17:00 

8/29(日) 終日航海(都井岬・佐多岬接航) 

8/30(月) (足摺岬接航) 

土佐清水 9:00 17:00 

8/31(火) 神戸 9:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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、大阪に変更となる場合があります。

◆日本有数の岬を船でめぐるクルーズならではの商品

岬めぐりにはかかせない双眼鏡やフォトブックをプレゼントいたします。 

また、岬の通過時間に合わせて船内にオープンする「めぐり Café」では 

各岬にちなんだ名物ドリンクもお楽しみください。 

新潟発着 初秋の北海道クルーズ ～函館・釧路～ 

2021 年 9 月 3 日(金) 新潟発 >>> 9 月 6 日(月) 新潟着 4 日間 

スケジュール

釧路湿原 

提供：プライムロード ひがし北・海・道」推進協議会

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥713,000 

ビスタスイート ¥497,000 

オーシャンビュースイート ¥428,000 

ジュニアスイート ¥422,000 

デラックスシングル ¥392,000 

デラックスベランダ ¥341,000 

デラックスツイン ¥311,000 

スーペリアステート ¥195,000 

コンフォートステート ¥183,000 

スタンダードステート ¥168,000 

グループ３ ¥153,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/3(金) 新潟 17:00 

9/4(土) 函館 9:00 17:00 

9/5(日) 釧路 7:00 15:30 

9/6(月) 新潟 18:30 

食事回数：朝３回 昼３回 夕３回 最少催行人員：160 名 

◆新潟から行きづらい、北海道を満喫するクルーズ。

新潟からダイレクトで北海道の名港２港を訪れます。函館からは函館山や 

新日本三景の大沼、釧路からは釧路湿原や摩周湖など、それぞれ有名観光地へ

オプショナルツアーを予定しております(別料金)。

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



金沢発着 出雲大社・長門クルーズ 

2021 年 9 月 7 日(火) 金沢発 >>> 9 月 10 日(金) 金沢着 4 日間 

スケジュール

元乃隅稲成神社 ©山口県観光連盟

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 ¥500,000 

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 ¥156,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/7(火) 金沢 17:00 

9/8(水) 境港 7:00 17:00 

9/9(木) 仙崎 8:00 17:00 

9/10(金) 金沢 14:00 

食事回数：朝３回 昼３回 夕３回 最少催行人員：160 名 

◆日本海の名所を巡る、7 回目となる金沢発着クルーズ

日本海を望む山口県の長門市は、絶景スポットとして一躍有名となった 

元乃隅稲成神社や、海上アルプスとも呼ばれる青海島を有する、 

写真撮影には事欠かないエリアです。 

足を伸ばせば城下町 萩へも訪れることができます(オプショナルツアー／別料金)。 

金沢／大阪クルーズ 

2021 年 9 月 11 日(土) 金沢発 >>> 9 月 13 日(月) 大阪着 ３日間 

スケジュール

瀬戸内海(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 ¥425,000 

ビスタスイート ¥317,000 

オーシャンビュースイート ¥289,000 

ジュニアスイート ¥265,000 

デラックスシングル ¥261,000 

デラックスベランダ ¥217,000 

デラックスツイン ¥199,000 

スーペリアステート ¥114,000 

コンフォートステート ¥102,000 

スタンダードステート ¥92,000 

グループ３ ¥82,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/11(土) 金沢 17:00 

9/12(日) 終日航海 

9/13(月) 大阪 15:00 

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

◆金沢から次航へとつなぐ週末を利用した片道クルーズ

ご夕食には加賀野菜などを使った「にっぽん丸和膳」をご用意。 

また、特別企画として、“にっぽん寿司まつり”を開催。 

新鮮な魚介を使ったにぎり寿司をはじめ、個性豊かなご当地寿司を 

ご提供いたします(一部有料)。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



船旅にっぽん丸 ～柳井と沖ノ島周遊～ 

2021 年 9 月 15 日(水) 大阪発 >>> 9 月 18 日(土) 大阪着 4 日間 

スケジュール

白壁の町並み ©山口県観光連盟

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥725,000 

ビスタスイート ¥509,000 

オーシャンビュースイート ¥440,000 

ジュニアスイート ¥434,000 

デラックスシングル ¥404,000 

デラックスベランダ ¥353,000 

デラックスツイン ¥323,000 

スーペリアステート ¥207,000 

コンフォートステート ¥195,000 

スタンダードステート ¥180,000 

グループ３ ¥165,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/15(水) 大阪 17:00 

9/16(木) 柳井 9:00 17:00 

9/17(金) (沖ノ島周遊) 

9/18(土) 大阪 9:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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、神戸に変更となる場合があります。

◆白壁の町並みが残る歴史的な港町・柳井と
“世界遺産 「神宿る島」宗像・沖ノ島”を周遊するクルーズ

古くから海上・交通安全の神様として信仰されてきた“世界遺産 「神宿る島」

宗像・沖ノ島”を周遊し、宗像大社の関係者による解説も行います。 

※宗像には上陸いたしません。

名古屋発着 ぐるり四国一周クルーズ 

2021 年 9 月 19 日(日) 名古屋発 >>> 9 月 22 日(水) 名古屋着 ４日間 

スケジュール

オリーブ公園 提供：（公社）香川県観光協会

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 ¥500,000 

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 ¥156,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/19(日) 名古屋 17:00 

9/20(月) 土佐清水 11:30 17:00 

9/21(火) 高松 9:00 16:00 

9/22(水) 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 

◆名古屋から 4 日間で四国を一周する、シルバーウィークの祝日利用商品

秋の祝日を利用した四国をぐるりと一周する航路を描く、船ならではの旅です。

高松からはオリーブの収穫シーズンが開始した小豆島へのオプショナルツアー

も催行いたします(別料金)。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



にっぽん丸で航く 秋の熊野古道 

2021 年 9 月 23 日(木) 横浜発 >>> 9 月 26 日(日) 横浜着 4 日間 

スケジュール

熊野速玉大社（公社）和歌山県観光連盟

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥727,000 

ビスタスイート ¥511,000 

オーシャンビュースイート ¥442,000 

ジュニアスイート ¥436,000 

デラックスシングル ¥406,000 

デラックスベランダ ¥355,000 

デラックスツイン ¥325,000 

スーペリアステート ¥209,000 

コンフォートステート ¥197,000 

スタンダードステート ¥182,000 

グループ３ ¥167,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/23(木) 横浜 17:00 

9/24(金) 新宮 9:00 

9/25(土) 新宮 17:00 

9/26(日) 横浜 9:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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。

◆爽やかな秋の熊野エリアを 2 日間かけてたっぷり楽しむクルーズ

世界遺産にも登録された巡礼の道、熊野古道への連絡バスを運行いたします。 

熊野三山や、熊野古道 伊勢路（松本峠と馬越峠）を歩く OP ツアーなども実施

予定です(別料金)。 

にっぽん丸紀行 焼き物の街・常滑 ～スペシャルエンターテイメント～

2021 年 9 月 27 日(月) 横浜発 >>> 9 月 29 日(水) 横浜着 ３日間 

スケジュール

常滑やきもの散歩道(C)愛知県 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥491,000 

ビスタスイート ¥347,000 

オーシャンビュースイート ¥301,000 

ジュニアスイート ¥297,000 

デラックスシングル ¥277,000 

デラックスベランダ ¥243,000 

デラックスツイン ¥223,000 

スーペリアステート ¥138,000 

コンフォートステート ¥130,000 

スタンダードステート ¥120,000 

グループ３ ¥110,000 

日程 寄港地 入港 出港 

9/27(月) 横浜 17:00 

9/28(火) 常滑★ 8:00 17:00 

9/29(水) 横浜 9:00 

★…初寄港
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。

◆常滑(とこなめ)へ初寄港
知多半島エリアを愉しむツアーをインクルードしたクルーズ

本クルーズでは、常滑焼に留まらない知多半島の魅力を追加代金なしのツアー

でお楽しみいただけます。 

大人の好奇心をくすぐる旅に皆様をご案内いたします。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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



秋の味覚クルーズ ～蒲郡・鳥羽～ 

2021 年 10 月 11 日(月) 横浜発 >>> 10 月 14 日(木) 横浜着 ４日間 

スケジュール

イメージ ※実際とは異なります。

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥722,000 

ビスタスイート ¥506,000 

オーシャンビュースイート ¥437,000 

ジュニアスイート ¥431,000 

デラックスシングル ¥401,000 

デラックスベランダ ¥350,000 

デラックスツイン ¥320,000 

スーペリアステート ¥204,000 

コンフォートステート ¥192,000 

スタンダードステート ¥177,000 

グループ３ ¥162,000 

日程 寄港地 入港 出港 

10/11(月) 横浜 17:00 

10/12(火) 蒲郡 8:00 17:30 

10/13(水) 鳥羽 8:00 16:30 

10/14(木) 横浜 9:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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。

◆にっぽん丸ならではの食をテーマにしたクルーズ

世界的ソムリエとして名を馳せる田崎真也さんが乗船。 

にっぽん丸の総料理長が考案したメニューに、田崎真也さんがワインのペアリ

ングを施した秋の味覚特別ディナーで皆様をおもてなしいたします。

週末利用 別府・生口島クルーズ 
2021 年 10 月 15 日(金) 神戸発 >>> 10 月 18 日(月) 神戸着 4 日間 

スケジュール

やまなみハイウェイ 

©公益社団法人ツーリズムおおいた 

ご旅行代金 (大人お一人様・消費税込み) 

グランドスイート ¥722,000 

ビスタスイート ¥506,000 

オーシャンビュースイート ¥437,000 

ジュニアスイート ¥431,000 

デラックスシングル ¥401,000 

デラックスベランダ ¥350,000 

デラックスツイン ¥320,000 

スーペリアステート ¥204,000 

コンフォートステート ¥192,000 

スタンダードステート ¥177,000 

グループ３ ¥162,000 

日程 寄港地 入港 出港 

10/15(金) 神戸 17:00 

10/16(土) 別府 8:00 17:00 

10/17(日) 瀬戸田 7:30 16:30 

10/18(月) 神戸 11:00 

食事回数：朝３回 昼２回 夕３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、大阪に変更となる場合があります。

◆別府から阿蘇を繋ぐ「やまなみハイウェイ」の車窓ドライブツアーが付いた
観光型クルーズ

生口島は広島県尾道市に属する小さな瀬戸内海の島。 

今や全国に知られる瀬戸田レモンの産地で、島内には平山郁夫美術館や 

誰でも楽しめる現代アートが点在する話題の観光スポットです。 

・・・　お申込みは　・・・
㈱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




