
2021年1月7日（木）～1月10日（日） 4日間 募集人員300名（最少催行人員100名）

群馬・栃木・茨城県内より有料送迎バスまたはJR東京駅より無料連絡バスにて横浜港へ。または横浜港集合。
横浜港出港。
ウェルカムディナー、船内イベント（コンサート、カルチャー教室等）をお楽しみください。

横浜港

横浜港

1/7
（木）

1/9
（土）

1/8
（金）

1/10
（日）

高松港

鳥羽港
（通船利用）

16:00乗船
17:00出港

日程 寄港地 スケジュール 食事

8:00入港
15:00出港

10:00入港

16:00出港

17:30入港
18:00下船

～瀬戸内海クルーズ～
金刀比羅宮への無料シャトルバス運行
大塚国際美術館・鳴門大橋観光等オプショナルツアーや自由散策等で
お楽しみください。

にっぽん丸（泊）

にっぽん丸（泊）

にっぽん丸（泊）

伊勢神宮への無料シャトルバス運行
伊勢・鳥羽周辺観光等オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。

東京湾を眺めながら横浜港へ入港、下船。
下船後解散。
無料連絡バスにてJR東京駅へ。または有料送迎バスにて群馬・栃木・茨城県内各地へ。

気象・海象その他の条件により記載航路・スケジュール・イベントを変更または中止になる場合がございます。
【鳥羽】では通船により上陸の予定です。天候によっては上陸できない場合もありますのでご了承ください。（通船による下船は30分～60分を要します。）
食事/　 朝3回、　 昼3回、　 夜3回

ホームページは 船旅クラブ 検 索

ご旅行代金について

JR東京駅より往復無料連絡バス運行（予約制）

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、当社が契約の締結を承諾し、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、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの申込み手続きをお
願いいたします。この場合にも、申込金を受理した時点で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、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅行開始日の1ヶ月前
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、船内のイベント参加費（一部材料費を除く）。交通費。
c.PCR検査費用。

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.アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及
びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、及び解散地からの交通費、その他個人的費用。

５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。

６．添乗員同行の有無
添乗員が同行します。

７．その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止します。この場合は旅行
開始日の前日から起算し、さかのぼって13日目に当たる日より前までにお客様にその旨を通達
いたします。
b.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日目に当たる日より前までに、お客様にその旨をご通知いたします。
c.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。
d.旅行条件・旅行代金は、2020年9月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。

８．最少催行人員 ： 100名

旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以下
20,000円

15万円以上～30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

旅行条件〈要約〉　詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

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％

●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。

有料送迎バスプラン

GoToトラベルキャンペーン支援内容

この旅行はGo To トラベル
事業の支援対象です。

●支援割引
●地域利用クーポン

GoToトラベルキャンペーンの適用条件に該当するお客様は下記の支援が受けられます。

※GoToトラベル事業内容の変更等がある場合は、内容が変更となる場合がございます。　※キャンセル料は定価料金からの算出となります。

片道 6,000円 往復 12,000円

乗
車
場
所

往路：1/7（木）
復路：1/10（日）

お一人様（大人小人同一料金）
最少催行人員10名

群馬・栃木・茨城県内発着

ご旅行代金  （大人お1人様）〈横浜港発着〉（クルーズ代・消費税・事前PCR検査費用含む）

GoToトラベルキャンペーン支援後料金（定価料金－GoToトラベル支援額＝お支払い料金）

旅行代金からGo To トラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。支援金の受領について、国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は支
援金をお客様に代わって受領（代理受領）いたしますので、お客様は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅
行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。

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。

0120-330-525®日立ポートサービスクルーズデスク
上毛新聞社・下野新聞社

～船旅のエキスパート～
●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

旅
行
企
画
・
実
施

茨城県知事登録旅行業2-628号　日立ポートサービス（日立埠頭株式会社）
国内旅行業務取扱管理者　寺門  達也
茨城県日立市みなと町14-1　TEL 0294-53-9313　FAX 0294-54-2446
営業時間 9：00～17：30（土曜日・日曜日・祝日は休日）
Mail ： travel-tera@hitachi-futo.co.jp

企画・主催

群馬県 JR渋川駅・沼田IC・JR前橋駅・JR高崎駅・東武新桐生駅・バスターミナル太田・JR伊勢崎駅・ららん藤岡・館林市役所駐車場・富岡市役所前

栃木県 JR宇都宮駅・東武日光駅・JR今市駅・JR那須塩原駅・JR足利駅・JR小山駅・JR栃木駅・JR佐野駅・真岡鐵道真岡駅・JR鹿沼駅・JR西那須野駅

茨城県 JR日立駅・日立南IC・JR水戸駅・JR土浦駅

スイートルーム
グランドスイート

--

----

-

-

-

--

--

-
-

ビスタスイートジュニアスイートデラックスシングル デラックスベランダ デラックスツインスーペリアステートコンフォートステートスタンダードステート

-

-

オーシャンビュースイート

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

客室タイプ

定価料金 デラックスルームステートルーム

スイートルーム
グランドスイート

--

----

- --

--

-
-

ビスタスイートジュニアスイートデラックスシングル デラックスベランダ デラックスツインスーペリアステートコンフォートステートスタンダードステート

-

-

オーシャンビュースイート

3名1室利用

2名1室利用

1名1室利用

客室タイプ
デラックスルームステートルーム

■子供代金：子供代金は旅行開始日を基準に、２歳未満が大人１名様に対し１名様無料（食事・ベッドなし）、２歳以上小学生以下は上記大人代金の75％、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名１室利用はお受けできません。

旅行代金より 1泊14,000円割引×3泊＝42,000円割引（上限適用）
地域の土産・食事に利用できるクーポン配布 お一人様1泊6,000円×3泊＝18,000円分(別途お渡しいたします）

下記料金はGoToトラベル支援額適用前のものです。

群馬・栃木・茨城県内各地

群馬・栃木・茨城県内各地

Go To トラベルキャンペーン当社利用枠に限りがございます。利用枠に達した場合は定価でのご利用となります。

新春 洋上の絶景
約七百余りの島 と々瀬戸内海の海が織りなす風景は、
「多島美」と称されています。
美しい自然の先には、迫力の大橋が目の前に。
心地よい風を感じながら新しき年の始まりを祝う。 横浜

鳥羽

高松

写真：三好和義

739,000円
475,000円
549,000円439,000円 499,000円

231,000円
246,000円

201,000円
216,000円
281,000円

201,000円

697,000円
433,000円
507,000円397,000円 457,000円

189,000円
204,000円

159,000円
174,000円
239,000円

159,000円

349,000円 309,000円
399,000円

307,000円 267,000円
357,000円



オプショナルツアー共通のご案内｜ ★…車（バスなど）での移動が基本です。各見学地で少し歩きます。　★★…見学時間の半分以上が徒歩見学です。　※ご参加の皆様は履き慣れた靴をご用意ください。　※現地諸事情、観光ルートの変更などにより表示の健脚レベルとは異なる場合があります。オプショナルツアーの内容に応じて4段階の健脚レベルの目安を表示しました。お申し込みの際の参考としてご覧ください。

真珠のようにきらり輝く街鳥羽 Toba
自然と歴史が調和する瀬戸の都高松 Takamatsu

～にっぽん丸で楽しむのが一番の目的です～ようこそ洋上の楽園にっぽん丸へ

吉村 美樹
（ソプラノ歌手）

加藤 登紀子（歌手）

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。

「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 ビスタスイート

デラックスベランダ デラックスツイン スーペリアステート コンフォートステート スタンダードステートデラックスシングル

ジュニアスイート

ステートルーム

安らぎの空間（2020年リニューアル）

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。

車いすの方用の専用ルームもございます。

クルーズライフを彩るエンターテインメント

※写真はすべてにっぽん丸客室のイメージです。

オーシャンビュースイート（新カテゴリー）
5F　2室　33㎡（ブローバス・トイレ付）
※イラストはイメージです。完成時と異なる場合がございます。

6F　2室　79㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

3F 80室 14㎡
2F 17室 14㎡

1F 18室 14㎡5F 6室 13㎡

6F　3室　31㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

6F　4室　37㎡～46㎡
【新設】5F　2室　42㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

5F 14室 24㎡（ベランダ付） 5F 2室 19㎡ 4F 42室 14㎡/
       2室 バリアフリー対応 27㎡
2F   8室 16㎡～18㎡
4F   スーペリアコンセプトルーム
　　 1室 42㎡ 3名～6名

中村 風詩人
（旅の写真家）

にっぽん丸の５つの魅力Points
食の魅力 絶景の魅力 人の魅力 時間の魅力 芸の魅力
感動のダイニング 海が見せるドラマ 一流かつアットホーム ハンドバッグ、以上。
寄港地で仕入れる新鮮な食
材が、眠ることのないキッチン

で開花する。繊
細に盛り付けら
れた芸術作品の
ような職人技の
妙味に歓喜した。

どれほどの人が海を駆けるイ
ルカを見たことがあるだろう。
海洋生物との出会い、夕日に
照らされた港、大輪の虹・・・す
べてが奇跡のようだ。

プロフェッショナルの
サービスがあるから
こそ笑顔が咲く。上
陸して戻れば「おか
えりなさい」。もうひと
つの我が家に思え
る宿を見つけた。

到着するとスーツケースは部屋
に届いていた。帰りは自宅へ
の伝票を書けば完了。荷物が
ない旅は自由だ。ゆったりと歩
き、いつもの旅より少し夜更し
をする。それは荷物に悩まされ
ないから。

エンターテイメントが船上の
日々を彩る。寄港地の芸術や
音楽に触れれば土地の歴史
が見える。訪ねる目的地を知
ると、滞在が愉しみになる。

募集定員120名（最少催行人員10名）健脚レベル★

健脚レベル★★

予約制・昼食なし
無料シャトルバス運行

無料シャトルバス運行

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」。デラックスルーム

特別なおもてなしスイートルーム

毎夜船内ではショータイムがございます

一日中楽しめる
美味なる船の
グルメ
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。

※食事写真はすべてイメージです。

グリルバー
日中はこだわりの軽食を楽しめ
ます。

ディナー
旬の寄港地の素材を取り入れた
味覚をお楽しみください。

自慢の焼きたてパン
生地から作る焼きたてパンを毎日
ご提供。

1965年にデビュー
し、日本の音楽シーン
に残る数々の名曲・
ヒット曲を生み出す。
世代やジャンルを超
えた活動は、音楽家
という枠に留まらず、
日本を代表するアー
ティストとして国際的
に活躍。

（GoToトラベルキャンペーン支援額等の詳細は、旅行実施1ヶ月前に配布するオプショナルツアーのご案内に明記いたします。）

金刀比羅宮参拝（自由散策）

予約制・昼食なし 募集定員120名（最少催行人員10名）

古来より海の神様、五穀豊穣、大漁祈願、商売繁盛など広
範な神様として信仰を集めた金刀比羅宮を参拝します。
（金刀比羅宮本宮まで785段の階段を歩きます。）

伊勢神宮 宇治橋

伊勢神宮内宮 神楽殿

夫婦岩

おかげ横丁

志摩地中海村伊勢志摩国立公園

祖谷のかずら橋

鳴門のうず潮
古来より海の神様、五穀豊穣など広範な神様として信仰を集めた 世界三大潮流のひとつである鳴門海峡
金刀比羅宮

平家一族の哀話を秘める、秘境“祖谷”にある国指定重要有形民俗文化財

阿波おどり会館
阿波踊りを楽しもう

瀬戸大橋
本州と四国を結ぶ世界最大級の橋

栗林公園
一歩一景の美しさ

大塚国際美術館
常設展示面積約3万平方メートルを誇る、国内最大規模の陶板名画美術館

初詣伊勢神宮「内宮」参拝・おかげ横丁見学（自由散策）

13,800円ツアー代

京都府出身。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。「魔笛」の夜の女王
役で東京デビューを果
たす。最近はオペラの
世界にとどまらず、童
謡、唱歌、抒情歌、歌謡
曲からスタジオジブリ
までバラエティ豊かな
プログラムでコンサー
トを行なっている。

船内での講座やフォト
ツアー等をご案内いた
します。
クルーズ専門写真家。
クルーズ客船に乗り、
船や海の写真を撮影。
代表作に世界３周分の
海の風景をおさめた写
真集『ONE OCEAN』
を出版。

募集定員20名（最少催行人員10名）約5時間30分・昼食付 約5時間30分・昼食付健脚レベル★★
募集定員80名（最少催行人員10名）

健脚レベル★

瀬戸大橋と高松市内観光
さぬきうどんの昼食

渓谷美を堪能
大歩危峡遊覧船と秘境かずら橋

栗林公園、瀬戸大橋を見学して、さぬきうど
んと郷土料理の昼食を堪能します。

徳島探訪ハイライト

阿波おどり会館、四国一番礼所霊山寺など見
学。徳島市内「渭水苑」での郷土料理昼食。

大塚国際美術館
見学と徳島海鮮料理満喫
鳴門大橋と世界の名画を陶板画で再現した
大塚国際美術館の見学。鳴門市内での海鮮
料理昼食。

祖谷渓谷の奇岩の景勝地大歩危峡を訪ね、国
指定重要有形民俗文化財「かずら橋」を渡り
ます。

高松オプショナルツアー｜1月9日（土） （一例）〈別代金・お一人様・大人小人同額（税込）〉（予定）
利用貸切バス会社名：西讃観光バス

募集定員40名（最少催行人員10名）約4時間・昼食付 健脚レベル★

13,800円ツアー代

募集定員40名（最少催行人員10名）約5時間・昼食付 健脚レベル★

15,800円ツアー代 13,800円ツアー代

募集定員30名（最少催行人員10名）

約5時間30分
昼食付 健脚レベル★

16,800円ツアー代

「志摩観光ホテル」の洋食
ランチと志摩地中海村
サミット会場でも有名な「志摩観光
ホテル」の洋食ランチの昼食と景色
の美しい英虞湾の観光スポットを巡
ります。

募集定員30名（最少催行人員10名）

約4時間
昼食付 健脚レベル★

15,800円ツアー代

絶景のパールロードドライブと
鳥羽国際ホテルで海鮮料理を堪能

新春の伊勢神宮三宮巡り
～瀧原宮・外宮・内宮～

絶景のパールロードラインのドライ
ブ見学と、鳥羽国際ホテルの海鮮料
理昼食。

募集定員30名（最少催行人員10名）

約5時間30分
昼食付 健脚レベル★

17,900円ツアー代

「松阪海津本店」松坂牛昼食と
伊勢神宮内宮参拝
「松阪海津本店」での本格すき焼き
昼食と伊勢神宮内宮参拝をいたし
ます。

募集定員40名（最少催行人員10名）

約3時間
昼食なし 健脚レベル★

9,800円ツアー代

鳥羽見どころ観光

鳥羽市内のミキモト真珠島や夫婦
岩など見どころを巡ります。

募集定員40名（最少催行人員10名）

約5時間30分
昼食付 健脚レベル★

12,800円ツアー代

伊勢神宮（外宮、内宮）と自然に囲ま
れた神の森「瀧原宮」を訪ねます。手
こね寿司と伊勢うどんの昼食。

鳥羽オプショナルツアー｜1月8日（金） （一例）〈別代金・お一人様・大人小人同額（税込）〉（予定）
利用貸切バス会社名：三重交通（GoToトラベルキャンペーン支援額等の詳細は、旅行実施1ヶ月前に配布するオプショナルツアーのご案内に明記いたします。）


