
＊各寄港地での観光オプショナルツアー（有料）をご用意しております。詳細は2022年2月頃完成予定のオプショナルツアーパンフレットにてご案内いたします。
　なお、A・Bコースにつきましては、各コース該当ページ（P10およびP12）のスケジュールに記載のある観光内容は、すべて旅行代金に含まれています。

ホッケや毛ガニが旬を迎える3月。食
べ歩きや夜景を楽しめるよう、出航
時間を22：00としています。オプショ
ナルツアー*では、五稜郭やトラピス
チヌ修道院、函館山の夜景ツアーな
どを予定しています。

澄んだ空気のなか、
向かうのは北海道と東北の港
本格的な春を迎える少し前、その土地ならで
はの食や自然をお楽しみください。

北海道（函館港）

函館山からの夜景

種差海岸

全国でも有数の水揚げ量を誇る八戸港。新鮮な魚介類な
どが堪能できます。オプショナルツアー*では、葦毛崎展望
台や種差海岸、少し足を延ばして、奥入瀬渓流や八甲田
ロープウェーをめぐるツアーも予定しています。

青森
（八戸港）

碁石海岸  穴通磯

三陸海岸をはじめ、ダイナミックな自然が魅力です。オプショナル
ツアー*では、世界遺産中尊寺と毛越寺を一度に拝観するツアーの
ほか、三陸鉄道の震災学習列車乗車、東日本大震災津波伝承館見学
など、震災を振り返り学ぶツアーも予定しています。

岩手（大船渡港）

（イメージ）

（イメージ）

お客さまとともに歩んできたにっぽん丸チャータークルーズは

10年目を迎えることができました。

春まだ浅い北の地は、芽吹きの季節。

瑞々しい生命力にあふれています。食べ物もまた、魅力的です。

寄港地それぞれの魅力を存分に楽しみながら

船内での食やエンターテインメントもさらに充実させて

お客さまとともに、10年目の航海を胸に刻みたいと思っています。

また、旅を愛し、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちとして、

約800発の花火を大船渡港で打ち上げます。

10年目の感謝、

さまざまな思いを込めて巡る

函館・八戸と

大船渡で打ち上げる花火

（イメージ）

（イメージ）

Tours

当社添乗員が常駐

「ツアーデスク」には当社の添乗員が
常駐し、乗船中や観光、その他旅に
関するすべてのご相談を承ります。

当社独自のエンターテインメント

オリジナルルートと寄港地観光

当社添乗員が考え、構成したオリジナ
ルルートです。また、寄港地でのオプ
ショナル観光も当社独自のものです。

532250

乗船人数は定員の半数以下の250名
夜の日替わりショーは当社独自に企画したものです。当社のお客
さまに相応しいゲストを招き、毎晩豪華なショーをお楽しみいた
だきます。また、三越カルチャーサロン講師によるウォーキング
講座や絵画など船内イベントもお気軽にご参加いただけます。

密集を防ぐ目的はもちろん、これにより船内では各施設でゆとり
のスペースが生まれます。レストランやホールでの隣席との十分
な距離だけでなく、図書スペースやカフェ、休憩スペースでの皆
さまだけのプライベート空間を存分にお楽しみいただけます。

にっぽん丸の大きさは約2.2万トン。外航客船として
はコンパクトなサイズです。近年は内部がまるで迷路
のような巨大な客船もある中で、本船はこの大きさだ
からこそ船内各施設に行き来しやすく、気軽に利用、
満喫できます。

半数以下

当社チャーター企画だからこそ実現できる
“新しい時代の船旅”をすべてのお客さまへ

クルーズがはじめての方にも安心

Tour DeskOriginal Route

Social Distance Entertainment Original Events

夕食は1回制で

乗客定員の半数以下250名のお客さま
に限定することにより、通常時間が分か
れる2回制の夕食を、皆さまが同じ時間
にお召しあがりいただくことができます。

Dinnert ime

NIPPON MARU

客船にっぽん丸
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船内イベント
船内では、さまざまな催し物をご用意。三越カル
チャーサロンの講師によるウォーキングやヨガ、
絵画などのプログラムもございます。乗船後、スケ
ジュール表をお部屋にお届けしますので、お好みに
合わせてご参加ください。（一部有料のプログラムも
ございます）

会場のドルフィンホール

毎夜繰り広げられる
エンターテインメントショー
毎夜ゲストを迎えての華やかなステージは、
当社チャータークルーズならでは。ディナーの
あとのお楽しみに、どうぞお出かけください。

S
H
O
W

EVENTS

お食事の時間をショータイムに！にっぽん丸が誇る「食」
にフォーカス。船内キッチンのバーチャルツアーや専属
シェフのデモンストレーション、普段は聞けないトークな
ど、お食事時間の新しいスタイルをお届けします。
（クルーズ中、1回実施）

SHOWCASE
にっぽん丸

“食のにっぽん丸”の本領発揮！
寄港地の食材でつくるオリジナルメニュー
船上という特殊な空間ながら、にっぽん丸の食事は「おい
しい」と大好評。専属シェフが、寄港地で仕入れた食材で、
このクルーズのために特別におつくりしたオリジナル
メニューです。

cuisine

シ
ェフ

の手
元がス

クリーンで観られる！

1969年『夜明けのスキャット』でデビュー。ほかにも『手紙』
『恋文』など数々のヒット曲を持つ。1983年に出演した映画
『家族ゲーム』では、毎日映画コンクールの女優助演賞受賞。
また、1986年より姉、安田祥子と美しい日本の歌を次世代に
歌い継ぎたいと活動を続け、2021年で35年目を迎えた。
2011年秋、アメリカのジャズオーケストラPink Martiniとの
コラボレーションアルバム『1969』をリリース。世界的なヒット
となる。2019年、由紀さおりとしてデビュー満50周年を迎え
た。2012年秋、紫綬褒章受章。2019年11月、旭日章綬章授章。

3/27（日）

3/29（火）

3/28（月）

由紀さおり  コンサート

歴史もの新作落語を得意とする桂竹丸に入門。
2015年二ツ目昇進。新宿の末広亭や浅草の
演芸ホールなど全国各地の落語会に出演する。

2002年メジャーデビュー。BS朝日「人生、歌がある」
やBSテレ東「徳光和夫の名曲にっぽん」などに出演。
また、CM、映画音楽、NHKラジオレギュラー出演
など幅広く活躍中。

3/30（水）
ベイビー・ブー 名曲コンサート

桂竹千代 落語会

白藤ひかり、武田佳泉の2人によって結成された
本格派津軽三味線デュオ。演奏曲目は民謡からPOP
調・ロック調を取り入れたオリジナル曲まで幅広い。

輝＆輝 津軽三味線コンサート

（イメージ）（イメージ）
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夕食は「洋食」「和食」のコース料理を日替わりでご用意

洋食コース（一例） 和食コース（一例）

にっぽん丸では、パン専門の職人が
毎日生地からパンをつくっています。
お客さまがお休みになる頃に生地を
捏ね、発酵させ、成型し、夜明けの頃に
オーブンを開けて、焼きたてをカゴに
並べると、朝食の会場に届けられます。
このパンのために、にっぽん丸の
クルーズに参加するお客さまもいらっ
しゃいます。

寄港地によって、仕入れる食材が変わる
のも、船旅の楽しみ。特に新鮮な魚介類
は、その土地ならではの特色があり、シェ
フの腕の見せどころでもあります。海の上
にいることを感じながらのお食事は、ま
た格別です！

軽食やドリンク類も充実！7階「リドテラ
ス」では、特製ハンバーガーを食べやすい
サイズでご提供しています。使用している
バンズも、もちろん船内で焼き上げたも
の。天気の良い日には、デッキでひと息、
ブレイクタイムはいかがでしょう？

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ） （イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ） （イメージ）
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インターネットの利用が可能なeカフェが
加わり、寛ぎやすさと過ごしやすさがアップ。
また、フルーツジュースや上質なコーヒー、紅茶
などをご用意します。

eカフェ＆ライブラリー
各種ウイスキーを豊富に揃えた落ち着いた雰囲
気のバー。バーテンダーが腕を振るうにっぽん丸
オリジナルカクテルやドラフトコーヒー（泡立て
たコーヒー）を使ったカクテルもおすすめです。

ホライズンバー
３階船尾に位置する展望浴場。御影石の浴槽
に浸かりながら、大海原を一望できます。広い
湯船で手足を伸ばし、旅の疲れをゆったり
癒していただけます。

グランドバス

海の豊穣を描いた信楽製陶板画がひと際目を
引くメインダイニング。バラエティ豊かなお食
事ときめ細やかなサービスが特徴です。

メインダイニング「瑞穂」
食へのこだわりを追求した開放感あふれる
ダイニング。夕食はスイートルーム、デラックス
ルームのお客さまの優先ダイニングとなり
ます。※朝食・昼食は客室タイプに関わらずご利
用いただけます。

オーシャンダイニング「春日」
プールサイドの明るいテラス。にっぽん丸なら
ではの軽食メニューやお飲み物をご用意して
います。特にGODIVAの「ショコリキサー」は
おすすめです。

リドテラス

レストラン・テラス

船
内
の
ご
案
内

2020年リニューアルの施設 展望浴場

※eカフェのみ有料 ※有料

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

客室

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

スイートルーム
［各部屋ブローバス・シャワートイレ付き］

デラックスルーム
［各部屋バス・シャワートイレ付き］

※プルマンベッド（2段ベッド上段）付きで4名さまでご利用いただけます。 ※備品についての詳細はお問合せください。 ※当客室はスーペリアステートと同料金です。

グランドスイート
［６階・２室］79㎡（バルコニー付き）

ビスタスイート
［６階・４室］37㎡～46㎡（バルコニー付き）
［５階・２室］42㎡（バルコニー付き）

オーシャンビュースイート
［５階・２室］33㎡

ジュニアスイート
［６階・３室］・31㎡（バルコニー付き）

デラックスベランダ
［５階・14室］24㎡（バルコニー付き）

デラックスツイン
［５階・２室］19㎡

デラックスシングル
［５階・6室］13㎡

車椅子専用ルーム   ［４階・２室］27㎡（バス・トイレ付き）／入口の扉の幅：80cm

早割 得割 対象！

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

（イメージ） （イメージ）

音響・映像設備も本格仕様の 103インチの大
型ディスプレイを備えたシアターです。講演会
やカルチャー教室なども開催いたします。

マーメイドシアター
フランス・タルゴ社によるプレミアムスパ。
海の力で身体を癒し、活力を与え、バランスを
整える豊富なトリートメントをご用意しており
ます。世界が認めた究極の癒しをご体感くだ
さい。

エステティック・サロン
専任の医師と看護師が乗務しています。お客
さまのクルーズライフを健康管理を通じてサ
ポートいたします。
※健康保険などの医療保険は適用外となります。
※有料

クリニック

その他施設

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

SHIP DATA

▪総トン数：22,472トン
▪全長：166.6m
▪全幅：24.0m
　

▪喫水：6.6m
▪主機関：ディーゼル10,450馬力×2　
▪船客定員：203室532名（最大）　

（イメージ）

（イメージ） （イメージ）

ベッド2台（194×84cm）／シャワー／シャワー付きトイレ／テレビ／DVDプレーヤー／セー
フティボックス／湯沸かし電磁サーバー／冷蔵庫

プルマンベッド（2段ベッド上段・
192×72cm）で3名さままでご利用可能

※1階客室と2階／3階客室の設備は基本的に同じです。

スーペリアステート
［4階・4２室］14㎡／［2階・8室］16～18㎡

コンフォートステート
［3階・80室］14㎡／［2階・17室］14㎡

スタンダードステート
［1階・18室］14㎡（丸窓）

（イメージ）

ベッド2台（194×91cm）／シャワー／シャワ
ー付きトイレ／テレビ／DVDプレーヤー／セ
ーフティボックス／湯沸かし電磁サーバー／
冷蔵庫

ステートルーム

客
室
の
ご
案
内

〈ラウンジ・バー〉ホライズンラウンジ／寿司バー「潮彩」／ラウンジ「海」／ミッドシップバーs  〈エンターテインメント〉マーメイドシアター／プロムナードデッキ／スポー
ツデッキ／オアシスジム＆スタジオ／プール／サンデッキ  〈リラクゼーション〉エステティック・サロン／ネイルコーナー／ボディケア  〈ショップ〉ブティック「アンカー」
／ショップ「ブイ」／フォトショップ「ドルフィン」  〈クルーズライフ〉フロントデスク／ツアーデスク（2021年10月現在）　
※船内施設は、諸事情によりご利用いただけない場合がございます。

デラックスベランダオーシャンビュースイートビスタスイート
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