
週末利用 初夏の鳥羽クルーズ
5月8日(土)～5月10日(月) 2泊 横浜～鳥羽～横浜

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月8日 土 横浜 17:00 夕

5月9日 日 鳥羽 11:00 17:00 朝 昼 夕

5月10日 月 横浜 09:00 朝

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円

横浜発着 伊豆諸島クルーズ ～鳥島・孀婦岩・青ヶ島周遊～
5月10日(月)～5月13日(木) 3泊 横浜～(鳥島・孀婦岩・青ヶ島周遊)～横浜

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月10日 月 横浜 17:00 夕

5月11日 火
(鳥島・孀婦
岩周遊)

朝 昼 夕

5月12日 水 (青ヶ島周遊) 朝 昼 夕

5月13日 木 横浜 09:00 朝

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 716,000円

ビスタスイート 500,000円

オーシャンビュースイート 431,000円

ジュニアスイート 425,000円

デラックスシングル 395,000円

デラックスベランダ 344,000円

デラックスツイン 314,000円

スーペリアステート 198,000円

コンフォートステート 186,000円

スタンダードステート 171,000円

グループ３ 156,000円

≪クルーズの魅力≫

洋上の大自然や、船旅ならではの瞬間に焦点を当て、船旅
の良さを味わっていただけます。
孀婦岩近海での海洋生物さがしや大海原をみながらのラン
チボックスの昼食など船上ならではのひと時をお楽しみく
ださい。

≪クルーズの魅力≫

クルーズ好き集まれ

ゆったりブランチ

母の日を利用した2泊3日のショートクルーズ。
2日目はブランチコースをご用意。船内でゆっくりとお楽
しみいただけます。



星の箱船 青ヶ島周遊クルーズ
5月13日(木)～5月15日(土) 2泊 東京～(青ヶ島周遊)～東京

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円

ウィークエンド 東京/名古屋クルーズ
5月15日(土)～5月16日(日) 1泊 東京～名古屋

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 213,000円

ビスタスイート 159,000円

オーシャンビュースイート 145,000円

ジュニアスイート 133,000円

デラックスシングル 126,000円

デラックスベランダ 104,000円

デラックスツイン 95,000円

スーペリアステート 55,000円

コンフォートステート 49,000円

スタンダードステート 44,000円

グループ３ 39,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月13日 木 東京 16:30 夕

5月14日 金 (青ヶ島周遊) 朝 昼 夕

5月15日 土 東京 08:30 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月15日 土 東京 16:30 夕

5月16日 日 名古屋 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

気軽に乗船いただける東京から名古屋への片道クルーズで
す。ゆったり広々と目的地へ向かう船旅で、その移動時間
をもっと楽しんでみるのはいかがですか。

週末利用の片道クルーズ

≪クルーズの魅力≫

星がテーマのクルーズ

星をテーマにした船内イベントや伊豆諸島の青ヶ島を周遊
するクルーズです。
星の専門家による青ヶ島近海での星座教室、スポーツデッ
キでのプラネタリウムバー、星にちなんだ「にっぽん丸
星空ディナー」をお楽しみいただけます。



名古屋発着 にっぽん丸Select ～徳島・淡路島～
5月16日(日)～5月18日(火) 2泊 名古屋～徳島～神戸～名古屋

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 346,000円

オーシャンビュースイート 300,000円

ジュニアスイート 296,000円

デラックスシングル 276,000円

デラックスベランダ 242,000円

デラックスツイン 222,000円

スーペリアステート 137,000円

コンフォートステート 129,000円

スタンダードステート 119,000円

グループ３ 109,000円

名古屋／神戸クルーズ
5月18日(火)～5月19日(水) 1泊 名古屋～神戸

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

5月16日 日 名古屋 17:00 夕

5月17日 月 徳島/神戸
09:00
16:00

10:30
18:00

朝 昼 夕

5月18日 火 名古屋 09:30 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月18日 火 名古屋 17:30 夕

5月19日 水 神戸 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

美味しいお食事や本格的なコンサートなど、船なら貴重な
休日の移動時間も非日常の世界に変わります。

神戸までの片道クルーズ

≪クルーズの魅力≫

1日に２つの港に寄港し、港間を観光する2つのツアーと
船内でゆったりお過ごしいただくコースの全３コースか
らお好きな過ごし方をセレクトいただく新しいクルーズ
です。

3コースからお選びいただく新ブランド商品

（ 金刀比羅宮 イメージ）



神戸発着 瀬戸内海周遊クルーズ
5月19日(水)～5月21日(金) 2泊 神戸～（瀬戸内海）～神戸

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 481,000円

ビスタスイート 337,000円

オーシャンビュースイート 291,000円

ジュニアスイート 287,000円

デラックスシングル 267,000円

デラックスベランダ 233,000円

デラックスツイン 213,000円

スーペリアステート 128,000円

コンフォートステート 120,000円

スタンダードステート 110,000円

グループ３ 100,000円

にっぽん丸 やまたび×しまたび
5月21日(金)～5月24日(月) 3泊 神戸～別府～尾道糸崎～神戸

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 733,000円

ビスタスイート 517,000円

オーシャンビュースイート 448,000円

ジュニアスイート 442,000円

デラックスシングル 412,000円

デラックスベランダ 361,000円

デラックスツイン 331,000円

スーペリアステート 215,000円

コンフォートステート 199,000円

スタンダードステート 188,000円

グループ３ 173,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月19日 水 神戸 17:00 夕

5月20日 木 （瀬戸内海） 朝 昼 夕

5月21日 金 神戸 09:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月21日 金 神戸 17:00 夕

5月22日 土 別府 08:00 18:00 朝 昼 夕

5月23日 日 尾道糸崎 08:00 17:00 朝 昼 夕

5月24日 月 神戸 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

日本の「山の絶景」と「海の絶景」を組み合わせたダイナミ
ックな商品です。両寄港地では各観光地へのツアーを実施し
ます(追加代金なし)。インクルードツアーでは、百名道阿蘇
の「やまなみハイウェイ」、瀬戸内海の「しまなみ海道」を
訪れます。

やまなみとしまなみ

≪クルーズの魅力≫

にっぽん丸ならではの時間をお楽しみください。
初日は「3代目にっぽん丸のクラシックディナー」、2日目
は松阪牛を使用した「にっぽん丸スペシャルディナー2021
」をご用意いたします。

とっておきのにっぽん丸時間



広島発着 伊勢神宮・熊野古道クルーズ
5月27日(木)～5月30日(日) 3泊 広島～鳥羽～新宮～広島

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 718,000円

ビスタスイート 502,000円

オーシャンビュースイート 433,000円

ジュニアスイート 427,000円

デラックスシングル 397,000円

デラックスベランダ 346,000円

デラックスツイン 316,000円

スーペリアステート 200,000円

コンフォートステート 188,000円

スタンダードステート 173,000円

グループ３ 158,000円

門司発着 四万十クルーズ
5月31日(月)～6月2日(水) 2泊 門司～土佐清水～門司

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月27日 木 広島 11:00 昼 夕

5月28日 金 鳥羽 13:00 18:00 朝 昼 夕

5月29日 土 新宮 08:00 16:00 朝 昼 夕

5月30日 日 広島 11:30 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

5月31日 月 門司 22:00 夕

6月1日 火 土佐清水 08:00 17:00 朝 昼 夕

6月2日 水 門司 08:30 朝

≪クルーズの魅力≫

門司から四万十川へダイレクトで訪れるクルーズです。
四万十川までのツアーバスをご用意します(追加代金なし)。

四万十川

≪クルーズの魅力≫

広島からダイレクトで伊勢神宮と世界遺産熊野古道を訪れ
ます。
鳥羽港では伊勢神宮へ、新宮港では熊野古道までのツアー
バスをご用意します(追加代金なし)。

伊勢神宮と熊野古道



門司／鳥取／金沢クルーズ
6月2日(水)～6月4日(金) 2泊 門司～鳥取～金沢

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 421,000円

ビスタスイート 313,000円

オーシャンビュースイート 285,000円

ジュニアスイート 261,000円

デラックスシングル 257,000円

デラックスベランダ 213,000円

デラックスツイン 195,000円

スーペリアステート 110,000円

コンフォートステート 98,000円

スタンダードステート 88,000円

グループ３ 78,000円

金沢発着 ひがし北海道と白神山地クルーズ
6月7日(月)～6月11日(金) 4泊 金沢～(仏ヶ浦周遊)～釧路～能代～金沢

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 953,000円

ビスタスイート 665,000円

オーシャンビュースイート 573,000円

ジュニアスイート 565,000円

デラックスシングル 525,000円

デラックスベランダ 457,000円

デラックスツイン 417,000円

スーペリアステート 260,000円

コンフォートステート 244,000円

スタンダードステート 224,000円

グループ３ 204,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月2日 水 門司 17:00 夕

6月3日 木 鳥取 08:00 17:00 朝 昼 夕

6月4日 金 金沢 09:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月7日 月 金沢 17:00 夕

6月8日 火 （仏ヶ浦周遊） 朝 昼 夕

6月9日 水 釧路 08:00 16:00 朝 昼 夕

6月10日 木 能代 11:00 19:00 朝 昼 夕

6月11日 金 金沢 14:00 朝 昼

≪クルーズの魅力≫

7回目となる金沢発着クルーズ。
青森のビュースポット、仏ヶ浦への接航や能代港から白神山地
の青池までのシャトルバスをご用意します(追加代金なし)。

金沢から道東と白神山地へ

≪クルーズの魅力≫

門司港から鳥取を経由して金沢を訪れる片道クルーズ。
金沢港新ターミナル初寄港。

にっぽん丸の日本海クルーズ



新潟発着 初夏の北海道クルーズ ～釧路・白老～
6月12日(土)～6月15日(火) 3泊 新潟～白老～釧路～新潟

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 714,000円

ビスタスイート 498,000円

オーシャンビュースイート 429,000円

ジュニアスイート 423,000円

デラックスシングル 393,000円

デラックスベランダ 342,000円

デラックスツイン 312,000円

スーペリアステート 196,000円

コンフォートステート 184,000円

スタンダードステート 169,000円

グループ３ 154,000円

Oasis にっぽん丸
6月19日(土)～6月22日(火) 3泊 東京～大洗～蒲郡～東京

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 727,000円

ビスタスイート 511,000円

オーシャンビュースイート 442,000円

ジュニアスイート 436,000円

デラックスシングル 406,000円

デラックスベランダ 355,000円

デラックスツイン 325,000円

スーペリアステート 209,000円

コンフォートステート 197,000円

スタンダードステート 182,000円

グループ３ 167,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月12日 土 新潟 11:00 昼 夕

6月13日 日 白老 11:00 18:00 朝 昼 夕

6月14日 月 釧路 07:00 16:00 朝 昼 夕

6月15日 火 新潟 18:30 朝 昼

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月19日 土 東京 16:30 夕

6月20日 日 大洗 08:00 16:00 朝 昼 夕

6月21日 月 蒲郡 10:30 17:00 朝 昼 夕

6月22日 火 東京 8:30 朝

≪クルーズの魅力≫

久々の「Oasis にっぽん丸」では、寄港地であじさい、あや
め2つのお花で季節感をたっぷりと味わっていただき、船内で
は弊社の女性選抜チームで企画したイベントをお楽しみいた
だきます。

Oasis にっぽん丸

≪クルーズの魅力≫

新潟から北海道の道東エリアへダイレクトでアクセスする
クルーズです。
釧路では釧路湿原、摩周湖、屈斜路湖などへのオプショナ
ルツアーをご用意いたします。

新潟から北の大地へ



東京発着 にっぽん丸 岬めぐり ～石廊崎・御前崎・潮岬～
6月22日(火)～6月25日(金) 3泊 東京～(各岬接航)～浜島～東京

海の東京クルーズ
6月25日(金)～6月27日(日) 2泊 東京～(伊豆諸島周遊)～東京

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月22日 火 東京 16:30 夕

6月23日 水 (各岬接航) 朝 昼 夕

6月24日 木 浜島 08:00 17:00 朝 昼 夕

6月25日 金 東京 08:30 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月25日 金 東京 16:30 夕

6月26日 土 (伊豆諸島周遊) 朝 昼 夕

6月27日 日 東京 08:30 朝

≪クルーズの魅力≫

夜景の専門家による東京湾夜景観察や伊豆七島の周遊など、
海の東京をお楽しみいただくクルーズです。

東京再発見

≪クルーズの魅力≫

横浜からの岬めぐり

日本有数の岬をめぐる船旅ならではのクルーズです。
石廊崎、御前崎、潮岬を訪れます。

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 725,000円

ビスタスイート 509,000円

オーシャンビュースイート 440,000円

ジュニアスイート 434,000円

デラックスシングル 404,000円

デラックスベランダ 353,000円

デラックスツイン 323,000円

スーペリアステート 207,000円

コンフォートステート 195,000円

スタンダードステート 180,000円

グループ３ 165,000円

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円



とことん東北クルーズ
6月27日(日)～6月30日(水) 3泊 東京～石巻～大船渡～東京

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 736,000円

ビスタスイート 520,000円

オーシャンビュースイート 451,000円

ジュニアスイート 445,000円

デラックスシングル 415,000円

デラックスベランダ 364,000円

デラックスツイン 334,000円

スーペリアステート 218,000円

コンフォートステート 206,000円

スタンダードステート 191,000円

グループ３ 176,000円

横浜発着 伊豆諸島周遊クルーズ
7月1日(木)～7月3日(土) 2泊 横浜～(伊豆諸島周遊)～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

6月27日 日 東京 16:30 夕

6月28日 月 石巻 13:00 19:00 朝 昼 夕

6月29日 火 大船渡 08:00 15:30 朝 昼 夕

6月30日 水 東京 16:00 朝 昼

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月1日 木 横浜 17:00 夕

7月2日 金 (伊豆諸島周遊) 朝 昼 夕

7月3日 土 横浜 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

クルーズ初めての方が安心してご乗船いただけるように、乗
船前にオンライン説明会を実施。初乗船者の方限定のにっぽ
ん丸ガイドブックをプレゼントいたします。

はじめての船旅プラン

≪クルーズの魅力≫

（弘前城 イメージ）

震災から10年という節目に東北を訪れるクルーズです。寄
港地でのインクルードツアーだけでなく、食、イベントな
ど船内も東北にとことんこだわったクルーズをお楽しみい
ただけます。

東北一色



ウィークエンド 横浜／名古屋クルーズ
7月3日(土)～7月4日(日) 1泊 横浜～名古屋

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 213,000円

ビスタスイート 159,000円

オーシャンビュースイート 145,000円

ジュニアスイート 133,000円

デラックスシングル 126,000円

デラックスベランダ 104,000円

デラックスツイン 95,000円

スーペリアステート 55,000円

コンフォートステート 49,000円

スタンダードステート 44,000円

グループ３ 39,000円

名古屋発着 瀬戸内海 美食クルーズ
7月4日(日)～7月6日(火) 2泊 名古屋～(瀬戸内海)～名古屋

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 483,000円

ビスタスイート 339,000円

オーシャンビュースイート 293,000円

ジュニアスイート 289,000円

デラックスシングル 269,000円

デラックスベランダ 235,000円

デラックスツイン 215,000円

スーペリアステート 130,000円

コンフォートステート 122,000円

スタンダードステート 112,000円

グループ３ 102,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月3日 土 横浜 20:00 夕

7月4日 日 名古屋 11:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月4日 日 名古屋 20:00 夕

7月5日 月 (瀬戸内海) 朝 昼 夕

7月6日 火 名古屋 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

≪クルーズの魅力≫

気軽に乗船いただける横浜から名古屋への片道クルーズで
す。週末の1泊2日を船上で楽しみませんか。

週末利用の片道クルーズ

瀬戸内の美食

にっぽん丸の食を味わえる「美食クルーズ」です。
瀬戸内海の食材を使ったディナーや瀬戸内産の果物を用いた
デザートをご用意します。



名古屋／神戸クルーズ
7月6日(火)～7月7日(水) 1泊 名古屋～神戸

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

神戸発着 にっぽん丸 岬めぐり ～都井岬・佐多岬・足摺岬～
7月7日(水)～7月10日(土) 3泊 神戸～(都井岬・佐多岬・足摺岬接航)～土佐清水～神戸

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 716,000円

ビスタスイート 500,000円

オーシャンビュースイート 431,000円

ジュニアスイート 425,000円

デラックスシングル 395,000円

デラックスベランダ 344,000円

デラックスツイン 314,000円

スーペリアステート 198,000円

コンフォートステート 186,000円

スタンダードステート 171,000円

グループ３ 156,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月6日 火 名古屋 17:00 夕

7月7日 水 神戸 9:00 朝

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月7日 水 神戸 17:00 夕

7月8日 木
(都井岬・佐多岬

・足摺岬)
朝 昼 夕

7月9日 金 土佐清水 09:00 17:00 朝 昼 夕

7月10日 土 神戸 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

（花火 イメージ）

≪クルーズの魅力≫

日本有数の岬をめぐる船旅ならではのクルーズです。
神戸発着で都井岬、佐多岬足摺岬、へ接航、船上からお楽し
みいただきます。

神戸からの岬めぐり

（弘前城 イメージ）

移動しながら楽しめる船の良さを体感していただく1泊2日
のクルーズです。

神戸までの片道クルーズ



ウィークエンド 瀬戸内海クルーズ
7月16日(金)～7月18日(日) 2泊 神戸～(瀬戸内海)～神戸

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 336,000円

オーシャンビュースイート 290,000円

ジュニアスイート 286,000円

デラックスシングル 266,000円

デラックスベランダ 232,000円

デラックスツイン 212,000円

スーペリアステート 127,000円

コンフォートステート 119,000円

スタンダードステート 109,000円

グループ３ 99,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月16日 金 神戸 17:00 夕

7月17日 土 (瀬戸内海) 朝 昼 夕

7月18日 日 神戸 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

≪クルーズの魅力≫

はじめての船旅プラン

週末に瀬戸内海をゆったり巡るクルーズです。
初めて乗船される方への企画もご用意しております。

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 474,000円

ビスタスイート 330,000円

オーシャンビュースイート 284,000円

ジュニアスイート 280,000円

デラックスシングル 260,000円

デラックスベランダ 226,000円

デラックスツイン 206,000円

スーペリアステート 121,000円

コンフォートステート 113,000円

スタンダードステート 103,000円

グループ３ 93,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月27日 火 横浜 17:00 夕

7月28日 水 (伊豆諸島周遊) 朝 昼 夕

7月29日 木 横浜 09:00 朝

にっぽん丸ファミリークルーズ ～マジックフェス！～
7月27日(火)～7月29日(木) 2泊 横浜～(伊豆諸島周遊)～横浜

ファミリー割引

夏休みらしいファミリー向けのクルーズをご用意しました。
ファミリー割引を設定しております。（コンフォートステー
トをご利用のお子様は半額）
Mr.マリック一座による様々な種類のマジックをお楽しみい
ただけます。



夏休み 熱海花火クルーズ
7月29日(木)～7月31日(土) 2泊 横浜～熱海～横浜

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 479,000円

ビスタスイート 335,000円

オーシャンビュースイート 289,000円

ジュニアスイート 285,000円

デラックスシングル 265,000円

デラックスベランダ 231,000円

デラックスツイン 211,000円

スーペリアステート 126,000円

コンフォートステート 118,000円

スタンダードステート 108,000円

グループ３ 98,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

7月29日 木 横浜 17:00 夕

7月30日 金 熱海 08:00 15:00 朝 昼 夕

7月31日 土 横浜 09:00 朝

≪クルーズの魅力≫

夏の花火大会クルーズをご用意しました。
熱海花火大会を船上からゆったりご覧いただけます。

熱海花火大会鑑賞

≪クルーズの魅力≫

客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 241,000円

ビスタスイート 169,000円

オーシャンビュースイート 146,000円

ジュニアスイート 144,000円

デラックスシングル 129,000円

デラックスベランダ 112,000円

デラックスツイン 102,000円

スーペリアステート 62,000円

コンフォートステート 58,000円

スタンダードステート 53,000円

グループ３ 48,000円

夏休み 横浜ワンナイトクルーズＡ
8月10日(火)～8月11日(水) 1泊 横浜～横浜

今年の夏休みはにっぽん丸で

夏休みに気軽にご乗船いただけるワンナイトクルーズを
ご用意しました。

日付 寄港地 入港 出港 食事

8月10日 火 横浜 17:00 夕

8月11日 水 横浜 09:00 朝



客室タイプ 旅行代金

グランドスイート 241,000円

ビスタスイート 169,000円

オーシャンビュースイート 146,000円

ジュニアスイート 144,000円

デラックスシングル 129,000円

デラックスベランダ 112,000円

デラックスツイン 102,000円

スーペリアステート 62,000円

コンフォートステート 58,000円

スタンダードステート 53,000円

グループ３ 48,000円

日付 寄港地 入港 出港 食事

8月22日 日 横浜 17:00 夕

8月23日 月 横浜 09:00 朝

夏休みの思い出はにっぽん丸で

≪クルーズの魅力≫

今年の夏休みはご家族、ご友人とにっぽん丸船上でお楽
しみください。

夏休み 横浜ワンナイトクルーズＢ
8月22日(日)～8月23日(月) 1泊 横浜～横浜

ダイワグループのにっぽん丸のサイトに戻る＞＞

・・・お申込みは・・・
(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

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

