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安らぎの空間

朝も、昼も、夜も、
一日中楽しめる「にっぽん丸」の美食

スイートルーム デラックスルーム
全室に完備されるブローバス、にっぽん丸バトラーがきめ細やかに対応します。

「食」のにっぽん丸とよく言われますが、日本船の中でも最も「食」に定評があります。客船事業
としては一番長い歴史を持ち、その歴史の中で培われたノウハウによる美味しい食事をご堪能
ください。

落ち着いた雰囲気はそのままに、開放感を持たせ、
さらに居住性をアップした「デラックスベランダ」と「デラックスシングル」。

ステートルーム
「スーペリアステート」は、ベッドが窓側に配置され、カーテンでリビングスペースと仕切る
ことができます。このほか、明るくモダンな「コンフォートステート」と「スタンダードステー
ト」は2名、3名利用が可能です。

グランドスイート
6F　2室　79㎡（ベランダ付）

ビスタスイート
6F　4室　37㎡～46㎡（ベランダ付）

デラックスベランダ

モーニングコーヒー・朝食 グリルバー

ディナー

夜食

アフタヌーンティー

昼食

カジノラウンジ

5F　16室　24㎡（ベランダ付）
デラックスツイン
5F　4室　19㎡

スーペリアステート
4F　42室　14㎡/
　　　2室　バリアフリー対応　28㎡
2F　　8室　16㎡～18㎡

コンフォートステート
3F　80室　14㎡
2F　17室　14㎡

スタンダードステート
1F　18室　14㎡

デラックスシングル
5F　6室　13㎡

ジュニアスイート
6F　3室　31㎡（ベランダ付）

一日3食・夜食のお食事やティータイム、
グリルバー等の飲食はクルーズ代に含ま
れております。
※写真はすべてイメージです。
　料理内容・器は変更となる場合があります。

ドルフィンホール
ショーやダンスなどが行われるエンターテイメント
ホールは、訪れる方を特別な世界へと誘います。

ホール内のバーからのドリンクサービスも可能ですの
で、大人の社交場として本場の雰囲気を味わえます。

温水プール
スライディングルーフを備え通年利用が可能です。ラ
グジュアリーヨットをイメージしたリゾート観あふれる
空間で、思い思いのひとときをお過ごしください。

オーシャンダイニング春日　　　　　　　　　　　　　　　
テーブルコーディネートが食とくつろぎの空間を華
やかに演出し、にっぽん丸の食に更に磨きをかけた自
慢のプレミアムディナーをご用意します。

「にっぽん丸」で感動航海を体験しませんか

朝食、昼食、夕食、夜食のお食事やティータイムのドリンクをお部屋に
お届けします。
●クリーニングサービスを無料でご利用いただけます。●客室のパソコンでインターネットを無料でご利用いただけます。
●出港時お部屋にシャンパンボトルをご用意しております。●DVDソフトを無料でご利用いただけます。

●06：30～　モーニングティー
海を見ながら目覚めのコーヒーはいかが

●06：45～　おはよう体操
インストラクターと一緒に朝の運動

●07：30～　朝食
洋食、和食からその日の気分でお選びください

●10：00～　カルチャー教室
趣味の世界が広がる様々な教室が楽しめます

●12：00～　昼食
海を眺めながらランチタイムをお楽しみください

●14：00～　デッキゲームやビンゴゲームを満喫
デッキゲームやジムで身体を動かしリフレッシュ

●15：00～　アフタヌーンティー
パティシエこだわりのスイーツをご賞味ください

●16：00～　展望浴室
眺めのいい浴室で1日の疲れを癒してください

●18：30～　ご夕食
フレンチのフルコースから和会席までの本格メニュー

●20：00～　エンターテイメントショー
毎日様々なショーやプログラムをお楽しみください

●21：00～　ダンスタイム
初心者の方も気軽にお楽しみいただけます

●22：00～　カジノタイム
カジノラウンジではゲームもお楽しみいただけます

●22：30～　お夜食
小腹が空いたら軽食はいかがですか

クルーズの一日（一例）

カルチャー教室カルチャー教室 ビンゴゲームビンゴゲーム

展望浴室展望浴室 エンターテイメントショーエンターテイメントショー

一日最大
6食のお食事



大洗
10月31日11：30出港
11月  4日18：00入港

新宮港
11月1日  7：30入港
11月1日12：00出港

御前崎
•

横浜•

入港
出港

崎御前崎
••伊豆・下田沖
10月31日夜
11月  4日朝 

通過11月1   日  7：307：3
日12：0011月1日11月1

潮岬•

天気が良ければ、富士山や御前崎
など太平洋から眺める陸の景色を
お楽しみ頂けます。

M

瀬戸内海を眺めながら
写真家による写真教室や
ピクニックランチを楽しもう。
（船内のお好きな所で特製ランチボックスでのピクニック気分の食事）

写真家

中村 風詩人

船から眺める美しい景色を堪能
世界に類のない多島美が魅力の瀬戸内海。
三大大橋や変化に富んだ島々の景観を日中にお楽しみください。

瀬戸内海 Seto Inland Sea

自然を身近に感じる神々の地
那智山や石畳の美しい世界遺産熊野古道大門坂や
大海原と巨岩が迫力のある熊野古道伊勢路を満喫。

世界文化遺産　熊 野 Kumano

クルーズは被写体の宝庫です。たくさん食べて、たくさん笑って、たくさん撮る。非日常が
もてなす偶然やちょっとしたテクニックを使って、船旅ならではの一枚をみつけましょう。

瀬戸内海瀬戸内海 瀬戸大橋瀬戸大橋

青岸渡寺青岸渡寺

： 22,472トン
： 202室、524名（最大）
： ディーゼル10,450馬力×2

総トン数
船客定員
主 機 関

： 166.6ｍ
： 24ｍ
： 6.6ｍ

全 長
全 幅
喫 水

にっぽん丸

鬼ヶ城鬼ヶ城



屋久島
11月2日10：00入港
11月2日17：00出港

•室戸岬•室戸岬

しまなみ海道

瀬戸大橋

瀬戸内海の景色を船
上からのんびり満喫
します。

11月3日AM

11月3日AM

明石大橋
11月3日PM

洋上で楽しむエンターテイメント

九州本土最南端から南へ約60㎞、奥深い森とマリンブルーの海が
織り成す世界遺産の島、屋久島。
そこには数千年もの時を経た巨樹や巨石などの力強い自然美が息づいている。

屋
11月2
11月2

九州本土最南端から南へ約60㎞、奥深い森とマリンブルーの海が
織り成す世界遺産の島、屋久島。
そこには数千年もの時を経た巨樹や巨石などの力強い自然美が息づいていいる。

太古の自然が残る
神秘のネイチャーワールド

世界自然遺産　屋久島 Yakushima

屋久島ナイト

～感動の景色を堪能～

屋久島の地酒焼酎「三岳」
や南国グルメを楽しむ。

幻想的景色の神秘の森「白谷雲水峡」や
太古の自然に出会える「ヤクスギランド」
「紀元杉」など壮大な自然絵巻屋久島
ワールドでトレッキングや観光を満喫。

千尋の滝千尋の滝

もののけ姫のモデルにもなった
太古の森

もののけ姫のモデルにもなった
太古の森

ヤクスギランド ヤクザル ヤクシカ ※写真は全てイメージです。

芹　洋子

上口 龍生

大阪府東大阪市出身  A型  うお座

　樹齢数千年の縄文杉や苔むす森が広がる自谷雲水峡など、水と緑にあふれ、
神聖な雰囲気に包まれた世界自然遺産の屋久島へのクルージングノスピリチュ
アルなパワーを存分に浴びようと思っています。
　日常からの開放感を満喫する優雅なクルージングライフと共に、ご一緒に大
声で歌いあう「出逢いふれあい歌いあい」の私のステージが、今回のクルージン
グの楽しい思い出の1ページに加えさせていただくことが出来れば幸せです。
みなさまとお会い出来ますことを楽しみにしています。

1970年NHKテレビ『歌はともだち』のレギュラー出演を機に音楽界入り。1972年『牧歌～その夏～』
でレコードデビュー、同年ブルガリアで開催された第8回「ゴールデンオルフェ国際音楽祭」に出場、世
界第3位入賞、併せてヨーロッパラジオ・テレビ大賞受賞。1974年『愛の国から幸福へ』がヒット、北海
道の広尾線「愛国駅」と「幸福駅」の乗車券がブームとなるきっかけとなる。1976年『四季の歌』がミ
リオンセラーとなり、その後も『赤い花白い花』、『坊がつる讃歌』、『おもいでのアルバム』等のヒット曲
を経て、1978年第28回NHK紅白歌合戦に出場。1981年日中国交正常化後初の日本人歌手として
日中文化交流音楽大使を拝命し北京公演を行う。以後15回に及ぶ中国公演を行い『四季の歌』は
中国に於いても日本の代表曲として広く愛唱されている。
清楚で透明感あふれるのびやかな歌唱は幅広い世代に支持され、抒情歌謡のジャンルに於けるゆる
ぎない地位を確立。ライフワークとして取り組むステンドグラスの作品は、ユニークな着想とともに繊
細で美的感性豊かな美術・工芸品として注目され、「ステンドグラス制作」及び「ガラス創作工芸」の
講師として指導も行つている。

目の前30ｃｍでの奇跡、クロースアップマジック。軽妙洒脱なトークマ
ジック。高度な技術と激しい動きで繰り広げられるステージマジック。ラ
スベガス級とも言えるイリュージョンマジックと、あらゆるマジックに精通
した彼は、マスターマジシャンと呼ばれる！数々の受賞歴の中でも1994
年の日本三大タイトルを総なめにした記録は未だに破られてはいない。
さらに彼には、世界的評価を受けた日本伝統のマジック「和妻（わづ
ま）」の継承者という顔もある。それでは皆様には一流のマジックを体感
していただきましょう。

吉村 美樹
京都府出身。相愛大学音楽学部声楽科卒業。関西二期会オペラスタジ
オ修了。第1回東京声楽コンクール第1位。第6回万里の長城杯国際コ
ンクール第1位および、,審査委員長賞受賞。第2回21世紀日本歌曲コン
クール第3位。第７回JILA音楽コンクール第３位。第42回日伊声楽コン
コルソ入選。群馬交響楽団他、オーケストラとの共演も多数。二期会サ
ロンコンサート他数々のオペラ・コンサートにも出演。現在、東京室内歌
劇場会員・二期会会員。

古今亭 菊志ん
平成6年、古今亭円菊に入門。平成10年、二つ目に昇進。平成19年真
打ち昇進と同時に「菊志ん」を襲名。
受賞歴は、平成10年第3回 岡本マキ賞、平成15年NHK新人演芸大賞
［落語部門］大賞「紙入れ」、平成15年北とぴあ若手落語家競演会大
賞「祇園祭」、平成16年さがみはら若手落語家選手権優勝「金明竹」。
主の出演は、「笑点」、NHK「笑いがいちばん」、NHK教育「えほん寄
席」などに出演。

芹　洋子

船内でも
屋久島を満

喫！



日　程 場所・時間 食　事
スケジュール

大洗発着 送迎バス付プラン

•新宮港へ入港
•世界遺産の熊野をオプショナルツアーや自由散策にて観光
•出港後船内にて昼食

•瀬戸内海の島々や三大橋の景色を楽しみながら、
　ゆったりとクルージング
•芹洋子コンサート等船内イベントをお楽しみください

•自然の宝庫、屋久島へ入港
•太古の自然屋久島をオプショナルツアーや自由散策にて観光

•茨城・福島・栃木・群馬・宮城・新潟
県内・首都圏各地バス発

10/31
（木）

11/1
（金）
11/2
（土）

11/3
（日）

11/4
（月・祝）

各地発

11：30出港

終日航海

10：00入港
屋久島
17：00出港

7：30入港
新宮港
12：00出港

　 朝4回、　 昼5回、　 夜4回 気象・海象その他の条件により記載航路・スケジュールが変更になる場合があります。

■2013年10月31日（木）～11月4日（月・祝）スケジュール

■旅行代金（大人お一人様・消費税込み）

168,000円
178,000円
198,000円
238,000円
408,000円
308,000円
358,000円
450,000円
570,000円
730,000円

船室タイプ 船室利用人員 大洗発着

1室3名利用
1室2名利用
1室2名利用
1室2名利用
1室1名利用
1室2名利用
1室2名利用
1室2名利用
1室2名利用
1室2名利用

グ ル ー プ 3
スタンダ ードステート
コンフォートステート
ス ー ペリアステート
デ ラックスシング ル
デ ラ ッ ク ス ツ イ ン
デラックスベ ランダ
ジ ュ ニ ア ス イ ート
ビ ス タ ス イ ー ト
グ ラ ンド ス イ ート

送迎バスプラン

●乗車場所

料金お一人様往復（大人小人同一料金）

JR新潟駅・JR燕三条駅

JR松戸駅・JR柏駅・JR佐倉駅・JR成田駅・香取IC

JR福島駅・JR郡山駅・JRいわき駅・いわき湯本IC

JR前橋駅・JR高崎駅・東武館林駅・バスターミナル太田

JR宇都宮駅・東武日光駅・JR今市駅・JR那須塩原駅・佐野新都市バスターミナル・
JR小山駅・JR栃木駅

TX守谷駅・TXつくば駅・JR佐貫駅・JR牛久駅・JR土浦駅・JR下館駅・関鉄水海道駅・JR鹿島神宮駅

大洗に留め置き
無料駐車場完備

スイートご利用の方へ

大洗や寄港地での歓迎セレモニーも
楽しみのひとつです。
大洗や寄港地での歓迎セレモニーも
楽しみのひとつです。

大洗発着
プ ラ ン

5,000円 9,000円7,000円

茨城県内
発着

東京・栃木・千葉
福島・群馬・栃木
県内発着

宮城・新潟県内
発着

乗用車
らくらく
直行

•茨城港大洗港区へ集合

•大洗出港
•昼食、船内イベント、ウェルカムディナー、コンサート、カジノ、ダンス、
メインショー、夜食等をお楽しみください

•船内イベントをお楽しみください
•大洗へ入港、下船

•船内イベントをお楽しみください
•大洗へ入港、下船
•茨城・福島・栃木・群馬・宮城・新潟
県内・首都圏各地バスにて帰路へ

大洗（茨城県）

大洗（茨城県）
18：00入港
各地着

（無料駐車場完備）

•小人（満2歳以上12歳未満）旅行代金は大人の75％　•幼児（2歳未満）は大人1名につき1名無料
•大人3名で1室利用の場合
　コンフォートステートはグループ3旅行代金、スタンダードステート・スーペリアステートは3人目が2名1室利用旅行代金の60％
•大人1名で1室利用の場合
　グランドスイートは2名1室利用旅行代金の200％、スタンダードステート・コンフォートステートは同130％、その他のクラス
　（デラックスシングルを除く）は同160％

バスルート、出発時間は各地の集客状況により決定させていただきます。

大切な記念日に
クルーズの旅はいかがですか
クルーズ中に誕生日や結婚記念日をお迎えのお客様に
はパティシエ特製バースデーケーキと記念写真をプレ
ゼント。夕食時に専属バンドの生演奏で特別な日に花を
添えます。
結婚式、銀婚式（25周年）、金婚式（50周年）、ダイヤモ
ンド婚式（60周年）、プラチナ婚式（75周年）、定年退職
記念でご乗船の方には、前後6ヶ月以内、古希（70才）～
百寿（100才）の長寿のお祝いでご乗船の方にはお誕
生日以降1ヶ月以内が対象となります。

JR東京駅

JR仙台駅

JR熊谷駅

新潟県

千葉県

福島県

群馬県

栃木県

茨城県

東京都

宮城県

埼玉県 特典
●スイート（グランド・ビスタ・ジュニア）客室ご利用の
　お客様には往復宅急便サービス付
●新宮港での専用タクシー利用（1組に1台）観光付
　（食事なし）

※各地の出発時間5：00～9：00、到着時間20：00～24：00（各地により異なります）



●お問い合わせ・お申し込みは下記まで
〈受託販売〉

茨城県知事登録旅行業2-503号　総合旅行業務取扱管理者　佐藤真一
茨城県東茨城郡大洗町港中央1 営業時間　8：30～17：00（土・日祭日休み）

FAX 029-266-3698
http://www.oarai-terminal.jp/

大洗ポートトラベル
（大洗ターミナル株式会社）

TEL.029-266-3325

旅行条件〈要約〉　詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、お申込み金1名様当り下
記金額を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社がお
申込金を受理した時点で成立するものといたします。

b.お電話によるお申込みの場合は、入金のご案内書を送付致しますので、
入金案内書記載の期日までに上記aの申込み手続きをお願いいたしま
す。この場合にも、お申込金をいただいた時に募集型企画旅行契約が
成立したものとします。

２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、2013年9月30日までにお支払いいた
だきます。

３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント料金。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。
その一部を例示します。）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、並びに携行品保険。
b.船内クラス変更による追加料金。
c.乗船地まで、及び下船地からの交通費。
d.その他飲物代、電話代などの個人的諸費用。
e.寄港地でのオプショナルツアー費用。
５．添乗員同行の有無　大洗～大洗の間、同行いたします。
６．その他
a.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行
開始日の前日から起算し、さかのぼって15日目に当たる日前までに、お
客様にその旨をご通知いたします。
b.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない
事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得
ない時は旅行を中止、または旅行の変更をすることがあります。
c.旅行条件・旅行代金は、2013年3月1日を基準としております。
d.その他の事項については当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。

７．最少催行人員 ： 20名
８．取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消
料として申し受けます。

９．このクルーズは日立ポートサービス㈱のチャータークルーズです。

旅行開始日の前日より
さかのぼった旅行代金
に対しての取消料

60日前～41日前
40日前～31日前
30日前～21日前
20日前～8日前
7日前～前日
当日

取　消　日 取　消　料
旅行代金の　 10％
旅行代金の　 20％
旅行代金の　 30％
旅行代金の　 50％
旅行代金の　 80％
旅行代金の　100％

旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以上～30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

●個人情報の取り扱いについて
当社と当社の受託旅行取扱会社（以下販売店）は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様にお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿泊機関については各スケジュール表に記載されています。）の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。当社及び販売店は、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析お
よびアンケートのお願いや、当社または販売店の旅行商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

日立ポートサービス株式会社

旅行企画・実施

〒319-1223  茨城県日立市みなと町14-1　茨城県知事登録旅行業2-283号

～クルーズのエキスパート～

志戸子ガジュマル園

永田いなか浜

ヤクスギランド

トローキの滝

平内海中温泉

ウィルソン株

千尋の滝

大川の滝

尾之間

宮之浦

弥生杉
大王杉

縄文杉

夫婦杉

紀元杉

三大杉
安房

白谷雲水峡

屋久島観光センター

屋久島灯台
西
部
林
道

世界遺産登録地域

那智勝浦

新　宮

潮　岬

熊野速玉大社

那智熊野大社

青岸渡寺

那智の滝

熊　野

オプショナルツアーのご案内（予定コースのため変更となる場合もございます。）

1993年に独自の生態系と自然景観
の自然価値が認められ、世界自然遺産
に登録。本格的なトレッキングから散
策まで体力に合わせて自然を楽しむ
事ができる楽園です。

屋久島の魅力を体感できるコースをご用意

■屋久島ぐるり一周ハイライト
世界遺産地域の西部林道を通行し屋久島を一周
大川の滝や永田いなか浜などの風景を巡ります。
所要時間：約6時間　代金12,000円　食事付

■屋久島の温泉入浴を千尋の滝
屋久島を代表するリゾートホテル「屋久島いわさきホテル」にて
屋久島の壮大な景色を眺めながら昼食と入浴を楽しみます。
所要時間：約6時間　代金12,000円　食事付

（別料金）

日本初の世界自然遺産
屋久島
Yakushima

11月2日
土曜日

■白谷雲水峡ミニハイキングと千尋の滝
初めての方でも安心。ミニハイキングと千尋の滝観光。
所要時間：約5時間30分
代金12,000円　食事付

■大自然体感屋久島満喫一日観光
　（ヤクスギランドと紀元杉）
原生林の森ヤクスギランド、紀元杉、千尋の滝など
屋久島の自然を満喫。
所要時間：約6時間　代金12,000円　食事付

南紀の世界遺産
「紀伊山地の霊場と参詣道」
南紀の世界遺産
「紀伊山地の霊場と参詣道」
熊野
Kumano

熊野の魅力を体感できるコースをご用意

※熊野・屋久島とも、その他観光タクシープランもご用意しております。

（別料金）

11月1日
金曜日

■那智熊野大社と
　那智の滝と熊野古道（大門坂）

所要時間：約3時間30分　代金6,000円　食事：なし

那智大社、青岸渡寺へ約470段の階段を上ります
が、ご希望の方は専用車にて那智大社までご案内
します。

■世界遺産 熊野古道伊勢路

所要時間：約3時間30分　代金6,000円　食事：なし
鬼ヶ城、花の窟神社、獅子岩等世界遺産の地を見学。

■マグロ水揚げ日本一
　那智勝浦と紀の松島めぐり

所要時間：約3時間30分　代金6,800円　食事：なし

勝浦漁港魚市場見学と大小の島々が点在する紀の
松島遊覧。

初心者向け

■自然観察員同行
　～白谷雲水峡トレッキングツアー～
自然観察員の説明を聞きながら、幻想的な森や自然を
トレッキング。
所要時間：約6時間　代金15,000円　食事付

中上級者向け

特別プラン
熊野三山の一つ 熊野速玉大社へ
新宮港より無料シャトルバス運行
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