
春の四万十・新宮クルーズ
3月25日(木)～3月28日(日) 3泊 横浜～土佐清水～新宮～横浜

日付 寄港地 入港 出港 食事

3月25日 木 横浜 11:00 昼 夕

3月26日 金 土佐清水 12:00 18:00 朝 昼 夕

3月27日 土 新宮 09:00 17:00 朝 昼 夕

3月28日 日 横浜 08:30 朝

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 694,000円

ビスタスイート 480,000円

オーシャンビュースイート 409,000円

ジュニアスイート 403,000円

デラックスシングル 373,000円

デラックスベランダ 322,000円

デラックスツイン 292,000円

スーペリアステート 179,000円

コンフォートステート 167,000円

スタンダードステート 152,000円

グループ３ 139,000円

神戸発着 にっぽん丸 Luxury
4月4日(日)～4月6日(火) 2泊 神戸～清水～神戸

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月4日 日 神戸 13:00 昼 夕

4月5日 月 清水 09:00 16:00 朝 昼 夕

4月6日 火 神戸 14:00 朝 昼

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 490,000円

ビスタスイート 369,000円

オーシャンビュースイート 341,000円

ジュニアスイート 317,000円

デラックスシングル 304,000円

デラックスベランダ 266,000円

デラックスツイン 249,000円

スーペリアステート 172,000円

コンフォートステート 159,000円

スタンダードステート 149,000円

グループ３ 設定なし

≪クルーズの魅力≫

にっぽん丸のお客様だけを対象に場
所、時間と共にシークレットのプラ
イベート花火大会を開催します。
船内では元ちとせのコンサートを
お楽しみいただけます。

（四万十川 イメージ）

（花火 イメージ）

≪クルーズの魅力≫

プライベート花火大会

春の四万十川

土佐清水では入田ヤナギ林、佐田
沈下橋行きと、土佐清水市内行き
の二つの連絡バス(追加代金なし)
を運行します。



にっぽん丸 ぐるり九州クルーズ
4月7日(水)～4月11日(日) 4泊 神戸～佐世保～(錦江湾周遊)～宮崎～神戸

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 951,000円

ビスタスイート 665,000円

オーシャンビュースイート 571,000円

ジュニアスイート 563,000円

デラックスシングル 523,000円

デラックスベランダ 455,000円

デラックスツイン 415,000円

スーペリアステート 258,000円

コンフォートステート 242,000円

スタンダードステート 222,000円

グループ３ 204,000円

神戸／名古屋クルーズ
4月11日(日)～4月12日(月) 1泊 神戸～名古屋

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 212,000円

ビスタスイート 158,000円

オーシャンビュースイート 144,000円

ジュニアスイート 132,000円

デラックスシングル 125,000円

デラックスベランダ 103,000円

デラックスツイン 94,000円

スーペリアステート 54,000円

コンフォートステート 48,000円

スタンダードステート 43,000円

グループ３ 38,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月7日 水 神戸 11:00 昼 夕

4月8日 木 佐世保 13:30 22:00 朝 昼 夕

4月9日 金 (錦江湾周遊) 朝 昼 夕

4月10日 土 宮崎 10:00 16:00 朝 昼 夕

4月11日 日 神戸 09:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月11日 日 神戸 17:00 夕

4月12日 月 名古屋 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

180度の大きな窓から眺める景色
、世界の銘酒やカクテルと共に、
過ごす夜のリラックスした空間。
ホライズンバーは新しいくつろぎ
の時間をお届けいたします。

（花火 イメージ）

おすすめスポット

≪クルーズの魅力≫

佐世保では九十九島のパノラマが
見られる｢展海峰｣までのシャトル
バスを設定(追加代金なし)。雄大
な桜島を眺めながらの錦江湾周遊
、都井岬への接航など船旅ならで
はの絶景をお楽しみください。

海からの絶景

（ホライズンバー）

（錦江湾／桜島）

〜海からの絶景〜



名古屋発着 こんぴらさんクルーズ
4月12日(月)～4月14日(水) 2泊 名古屋～高松～名古屋

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 438,000円

ビスタスイート 316,000円

オーシャンビュースイート 290,000円

ジュニアスイート 266,000円

デラックスシングル 253,000円

デラックスベランダ 214,000円

デラックスツイン 198,000円

スーペリアステート 117,000円

コンフォートステート 108,000円

スタンダードステート 99,000円

グループ３ 90,000円

名古屋／横浜クルーズ
4月14日(水)～4月15日(木) 1泊 名古屋～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 212,000円

ビスタスイート 158,000円

オーシャンビュースイート 144,000円

ジュニアスイート 132,000円

デラックスシングル 125,000円

デラックスベランダ 103,000円

デラックスツイン 94,000円

スーペリアステート 54,000円

コンフォートステート 48,000円

スタンダードステート 43,000円

グループ３ 38,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月12日 月 名古屋 17:00 夕

4月13日 火 高松 11:30 16:00 朝 昼 夕

4月14日 水 名古屋 11:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月14日 水 名古屋 19:00 夕

4月15日 木 横浜 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

2020年改装後、eカフェ＆ライブ
ラリーではご注文いただいてから
お作りするフルーツジュース（有
料）が新メニューとして追加され
ました。新鮮な味わいで、カラダ
もココロもリフレッシュしてくだ
さい。（花火 イメージ）

フルーツジュース

≪クルーズの魅力≫

石段手前の参道沿いに、にっぽん
丸専用の休憩所を開設します。
「灸まん本舗石段や」の甘味を食
べて疲れた足を癒してください。
金刀比羅宮へはシャトルバスを運
行します(追加代金なし)。

にっぽん丸専用休憩所

（フルーツジュース イメージ）

（ 金刀比羅宮 イメージ）



横浜発着 春の味覚クルーズ
4月15日(木)～4月18日(日) 3泊 横浜～鳥羽～館山～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 715,000円

ビスタスイート 500,000円

オーシャンビュースイート 430,000円

ジュニアスイート 424,000円

デラックスシングル 394,000円

デラックスベランダ 343,000円

デラックスツイン 313,000円

スーペリアステート 197,000円

コンフォートステート 185,000円

スタンダードステート 170,000円

グループ３ 156,000円

にっぽん丸 ネイチャークルーズ 〜鳥島周遊〜
4月18日(日)～4月20日(火) 2泊 横浜～(鳥島周遊)～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 478,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 288,000円

ジュニアスイート 284,000円

デラックスシングル 264,000円

デラックスベランダ 230,000円

デラックスツイン 210,000円

スーペリアステート 125,000円

コンフォートステート 117,000円

スタンダードステート 107,000円

グループ３ 98,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月15日 木 横浜 17:00 夕

4月16日 金 鳥羽 09:00 17:00 朝 昼 夕

4月17日 土 館山 09:00 15:00 朝 昼 夕

4月18日 日 横浜 09:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月18日 日 横浜 17:00 夕

4月19日 月 (鳥島周遊) 朝 昼 夕

4月20日 火 横浜 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

鳥島のアホウドリ保護の第一人者
である東邦大学名誉教授の長谷川
博氏が乗船し、特別講演及び鳥島
周遊時に解説を行います。
その他にも自然をテーマにした
プログラムをご用意いたします。

（花火 イメージ）

鳥島周遊

≪クルーズの魅力≫

春の食材を使った「春の味覚デ
ィナー」ご堪能ください。
また、3日目は館山産の苺を使用
したスイーツをアフタヌーンテ
ィーでご用意いたします。

（ディナー イメージ）

春の味覚ディナー

（鳥島 イメージ）

※【鳥羽】は通船で上陸いたします。



にっぽん丸 春クルーズ 〜青森・男鹿〜
4月20日(火)～4月25日(日) 5泊 横浜～男鹿～青森～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 1,189,000円

ビスタスイート 831,000円

オーシャンビュースイート 714,000円

ジュニアスイート 704,000円

デラックスシングル 654,000円

デラックスベランダ 569,000円

デラックスツイン 519,000円

スーペリアステート 324,000円

コンフォートステート 304,000円

スタンダードステート 279,000円

グループ３ 256,000円

とことんお伊勢まいりクルーズ
4月25日(日)～4月27日(火) 2泊 横浜～鳥羽～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 489,000円

ビスタスイート 346,000円

オーシャンビュースイート 299,000円

ジュニアスイート 295,000円

デラックスシングル 275,000円

デラックスベランダ 241,000円

デラックスツイン 221,000円

スーペリアステート 136,000円

コンフォートステート 128,000円

スタンダードステート 118,000円

グループ３ 109,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月20日 火 横浜 17:00 夕

4月21日 水 朝 昼 夕

4月22日 木 男鹿 09:00 17:00 朝 昼 夕

4月23日 金 青森 09:00 17:00 朝 昼 夕

4月24日 土 朝 昼 夕

4月25日 日 横浜 09:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月25日 日 横浜 17:00 夕

4月26日 月 鳥羽 08:00 17:00 朝 昼 夕

4月27日 火 横浜 09:00 朝

※【鳥羽】は通船で上陸いたします。

≪クルーズの魅力≫

【じっくり内宮コース】
正式参拝とご祈祷+御神楽を受けます。

【三宮めぐりコース】
瀧原宮、外宮、内宮を訪れます。

【たっぷり伊勢神宮コース】
外宮、外宮別宮月夜見宮、内宮別宮
倭姫宮、内宮、神宮美術館を訪れます。（花火 イメージ）

えらべる3コース（追加代金なし）

≪クルーズの魅力≫

船内でも春を満喫いただけるよう
に、航海日はアートフラワーの
桜や生花で飾られた「にっぽん丸
桜Café」をオープンします。
また、弘前城(青森)・大潟村桜と菜
の花ロード(男鹿)へ連絡バスを運行
します（追加代金なし）。

にっぽん丸桜Café

（伊勢神宮 イメージ）

（弘前城 イメージ）



横浜発着 にっぽん丸 Luxury
4月27日(火)～4月29日(木) 2泊 横浜～清水～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 490,000円

ビスタスイート 369,000円

オーシャンビュースイート 341,000円

ジュニアスイート 317,000円

デラックスシングル 304,000円

デラックスベランダ 266,000円

デラックスツイン 249,000円

スーペリアステート 172,000円

コンフォートステート 159,000円

スタンダードステート 149,000円

グループ３ 設定なし

日付 寄港地 入港 出港 食事

4月27日 火 横浜 17:00 夕

4月28日 水 清水 09:00 16:00 朝 昼 夕

4月29日 木 横浜 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

（花火 イメージ）

船内ではMay J.のコンサートを
お楽しみいただけます。
また、にっぽん丸のお客様だけ
を対象に場所、時間と共にシー
クレットのプライベート花火大
会を開催します。

May J.コンサート

（May J.）

ダイワグループのにっぽん丸のサイトに戻る＞＞

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

