
金沢港
発着

にっぽん丸 主要

旅行
期間

旅行
代金

6月5日（日）～6日（月）2022年

お一人様 39,000円～250,000円
（スタンダードステート ／3名1室利用） （グランドスイート／2名1室利用）

1泊2日

手軽に参加できる1泊2日
非日常を味わうクルーズをご体感ください

■総トン数 ： 22,472トン
■船客定員 ： 199室449名（最大）
■主機関 ： ディーゼル 10,450馬力×2
■全長 ： 166.6m
■全幅 ： 24.0m
■喫水 ： 6.6m

金沢港クルーズターミナル

無料駐車場400台完備

©石川県観光連盟

撮影：三好和義

PCR検査費用込

JR金沢駅より無料シャトルバスを運行します
（ダイヤ等は最終日程表にてご確認ください）

船内では北國新聞文化センターカルチャー講師による
多彩なイベントを開催します。

イメージ井上道代（ヨガ） 一川明宏（津軽三味線）

観光庁長官登録旅行業第517号
JATA（日本旅行業協会）会員
IATA（国際航空運送協会）公認

〒920-0919 石川県金沢市南町2-1 北國新聞会館12階
TEL 076（263）3565　FAX 076（260）3448
（総合旅行業務取扱管理者）荒木 淳一

旅行企画
実施

〒920-0919 石川県金沢市南町２–１ 北國新聞会館12階

❶この旅行は、北國観光株式会社、石川県金沢市南町2-1、北國新聞会館内、観光庁長官登録
旅行業第517号［以下当社］が企画・実施するものです。

❷当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」（以下、「当社ら」といいます。）所定の旅行申
込書に所定の事項を記載し、申込金（旅行代金の20％）を添えてお申込みください。電話、郵
便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の通信手段によるお申し込みの場合、当社らが予約の
承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申し込み書の提出と申込金のお支
払いをしていただきます。ご旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した
ときに成立いたします。
❸旅行代金は、ご旅行開始日の前日から起算して30日目にあたる日より前に（お申し込みが間
際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いいただきます。

❹「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額
をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の
基準となります。 

❺こども旅行代金は、2歳～小学校在学中のお子様に適用します。また、こども旅行代金が適
用にならない幼児であっても座席を使用する場合はこども旅行代金を申し受けます。

❻旅行代金に含まれているもの：旅行日程に明示した次の費用は、旅行代金に含まれていま
す。ご旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道・バス・車など利用運送機関の運賃、ガイド料金、
入場料、宿泊料金、食事料金、手荷物運搬料金、団体行動中のチップ、添乗員同行コースの
添乗員同行費用など

❼旅行代金に含まれていないもの：超過手荷物料金、クリーニング代、電話料、ホテルのボー
イ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、
サービス料金。傷害・疾病に関する医療費など。国内の自宅から発着空港などまでの交通
費、日本国内での宿泊費など。お一人部屋追加代金。オプショナルツアー料金。

❽ご旅行契約の解除・払い戻し：お客様は、いつでも次の取消料を当社らに支払い、旅行契約
を解除することができます。(貸切船舶を利用する場合）   

❾ご旅行の中止：お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき、当社は
ご旅行契約を解除する場合がございます。この場合はご旅行開始日の前日から起算して14日前
に、日帰り旅行の場合はご旅行開始日の前日から起算して3日前までに中止を通知いたします。
天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社
の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき、当社はご旅行契約を解除する場合
がございます。この場合、すでに収受している旅行代金（違約金）を払い戻しいたします。

10当社の責任：当社らが、お客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。但し、次のよう
な場合は原則として責任をおいません。天災地変、暴動、運送、宿泊機関の事故もしくは火
災、運送機関の遅延、不通またはこれらの他に生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
11旅程保証：旅行日程に下記ａ～ｇの事項に重要な変更が行われた場合は、「標準旅行業約款
（募集型企画旅行契約）」の規定により、その内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する
変更補償金を支払います。

12旅程管理（添乗員等）：（1）当社は、特別に表記の無い限り旅行に添乗員を同行させ、旅程管
理業務その他当該募集型企画旅行に当社が必要と認める業務を行わせます。（2）添乗員が
同行しない場合は、当社の連絡先を契約書面または確定書面に記載し、行程は乗務員がご
案内いたします。
13旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は、2019年3月1日現在有効なものとして公示さ
れている航空運賃・適用規則または、2019年3月1日現在、国土交通大臣に認可申請中の航
空運賃・適用規則を基準として算出しております。
14その他：当社はいかなる場合もご旅行の再実施はいたしません。なおこの本文中に定めない
事項については「標準旅行業約款（募集型企画旅行契約）」によります。ご希望の方はご請求
ください。
◆個人情報の取り扱いについて◆
❶当社及び当社の受託販売旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された
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、お客様がお申
込みいただいた旅行において運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及びそれらのサー
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。※このほか、当社
及び販売店では、（1）会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案
内。（2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（3）アンケートのお願い。（4）特典
サービスの提供。（5）統計資料の作成。に利用させていただくことがあります。
❷当社は、当社が保有するお客様の個人データーのうち、氏名、住所、電話番号、またはメール
アドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社
グループ企業との間で、共同で利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの
企業案内、商品及び催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品の発送などのため
に、これを利用させていただくことがございます。
◆国内旅行傷害保険の保険加入のお勧め◆
当社は、当社の旅行業約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害につい
ては一定の範囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため、お客
様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお勧めいたします。お問合せ、お申込みは当
社係員までお願いいたします。

ご旅行契約の解除の日
旅行開始の前日から起算してさかのぼって90日前以降31日目まで
旅行開始の前日から起算してさかのぼって30日前以降前21日まで
旅行開始の前日から起算してさかのぼって20日前以降前4日まで
旅行開始の前日から起算してさかのぼって３日前以降、及び無連絡不参加

　ａ　旅行開始日または終了日の変更
　ｂ　観光地、観光施設、その他の目的地の変更
　ｃ　運送機関の種類または運送会社の変更
　ｄ　運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更  
　ｅ　宿泊施設の変更
　ｆ　宿泊施設の客室、施設、景観の変更
　ｇ　ツアータイトル中に記載のあった事項の変更

尚、複数人数のご参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用
人数の変更に対する差額代金をいただきます。
※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。
※当社の定める申込み期限内に、お客様の都合でご出発・コース・利用便・宿泊ホテル等行
程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、左記の取消料が適用されます。

ご取消料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の 80％
旅行代金の 100％

お問い合わせ・お申し込み 受託販売

受付時間/月曜日～金曜日9：30～18：00　土曜日～９：30～17：30（日・祝休み）

【小松支店】 〒923-0801小松市園町ホ91-1 
☎0761-21-0300  FAX0761-21-0460
受付時間/月曜日～金曜日9：30～18：00（土日・祝休み）

【国内旅行条件書（抜粋）】

〈総合旅行業取扱管理者〉清水良衛

〈総合旅行業取扱管理者〉荒木淳一

☎076-263-3565 FAX076-260-3448

ホームページからのお申し込みは Web旅予約

当面の間、にっぽん丸クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受付時（出港当日）の健康状況について、以下の特別条件を適用させていただきます。
を）定指社会船（査検RCPの日当船乗びよお前事、間の面当に様客おのてべす ●  

2回実施します（医師による確定診断ではございません）。
●新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も本対応が適用となります。

りあが合場るめやり取を査検はたま、更変の法方査検・期時査検、りよに況状の後今 ●
ます。

丸んぽっに「、はに際の約予ご ●  新型コロナウイルス感染症への取り組み」の全文を
ご確認の上、お申込みください。

が合場るなと更変てじ応に等展進の策対症染感の体全会社や見知いし新の後今 ※
ありますので、必ずにっぽん丸ホームページ等で最新情報をご確認ください。

以下の条件に該当するお客様はご家族・ご同行者・ご同室者を含め、ご乗船をお断りさせて
いただきます。なお、基礎疾患のある方、特に呼吸器系疾患のある方（「CPAP」をご利用の
方を含む）は事前にかかりつけ医にご相談の上お申込みください。
※ただし、g）はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。

に動運（痛肉筋、み痛のどの、咳、熱発の上以℃5.73に内以日41てっ遡りよ日前日船乗 ）a
よるものは除く）、倦怠感、息苦しい、味覚・嗅覚に異常などの症状を有した方（新型コロ
ナウイルスワクチン接種後の同様の症状も含みますので、乗船日の15日前までにワクチ
ン接種をお済ませください）。

。方るす有を歴航渡外海に内以日41てっ遡らか日前日船乗 ）b

はくしも、方たれさ断診と症染感スルイウナロコ型新に内以日41てっ遡らか日前日船乗 ）c
感染が疑わしい方と濃厚接触（＊）をした方。

分51でしな策防予染感な要必、で）ルトーメ1安目（離距る来出のとこるれ触で手 …）＊（
以上の接触（交通機関等公共の場での一時的な接触は除く）。

乗、で方たいてれさ養療で等ルテホ・宅自はたま院入りよに症染感スルイウナロコ型新 ）ｄ
船日前日から遡って14日以内に退院または療養期間を終了された方。

前事、方たれさ定判と」査検再「はくしも」性陽「が果結の査検RCP前事の定指社会船 ）ｅ
PCR検査を受検されなかった方。

 を査検RCPの日当船乗、方たれさ定判と」クスリ高「が果結の査検RCPの日当船乗 ）f  
受検されなかった方。

 g）マスクのご着用が困難な方（船内や寄港地では、マスクのご着用が必須となります）。
 h）以下に該当する場合はお申込みいただけません。

素酸（具器療医用患疾器吸呼いすやし化症重が状症の症染感スルイウナロコ型新 ・
ボンベ・酸素濃縮器等）をご利用の方。
・妊娠中の方。
・2歳未満の乳幼児の方。
・2つ以上連続するクルーズ（下船日と次航の乗船日が同一日となるもの）。
※ａ）～g）に該当する方は、クルーズ代金にかかる取消料は免除とさせていただきます。

⑴健康質問票・にっぽん丸クルーズご留意事項および同意書をご提出いただきます。
⑵検温・乗船当日のPCR検査を実施します。

※ ・者行同ご・族家ご、てじ応に果結の⑵⑴記左はたま、合場たっあが熱発の上以℃5.73 
ご同室者を含め、ご乗船をお断りします。なお、交通費・宿泊費・宅配便などの諸費用は
お客様のご負担となります。交通費や宿泊費につきましては、高額となる場合があります。
あらかじめご了承願います。
※体調がすぐれないお客様は無理をせずご乗船をお控えください。

2022年2月1日現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、お客様に安全な
サービスを提供するため、船内におけるサービス内容（お料理の提供方法や座席数の削
減など）を一部変更させていただく場合があります。

・乗船受付時・船内・寄港地ではマスク（不織布マスクを推奨します）のご着用が必須となります。5歳
未満のお子様のマスク着用については、お子様の体調に十分にご注意の上で着用をお願いします。
・事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）の費用は、クルーズ代金に含まれます。
・感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（寄港地の受
入状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。
・「CPAP」をご利用の方で、心臓病、慢性呼吸器疾患をお持ちの方は、別途船会社指
定の健康アンケートをご提出ください。
・透析を受けられている方は、事前にご相談ください。
・「お申込みに際してのご案内」および「旅行条件」と一部重複する項目については、本
対応が優先されます。

「にっぽん丸」の新型コロナウイルス感染症に関する対応について



旅行
期間

旅行
代金

6月5日（日）～6日（月）2022年

お一人様 39,000円～250,000円

　　　　　　　【１日目】金沢港17：00出港予定～〈石川県沖 ワンナイトクルーズ〉コースディナーや
ショーをお楽しみください～  【2日目】金沢港9：00頃

※安全の都合上、航路を変更する場合がございます。【食事条件】①夕食 ②朝食付き アルコール飲料は有料サービスです。
※夕食後の夜食、朝食前のアーリーモーニングティーもご用意しています。 ■最少催行人員200名 ■添乗員同行

スケジュール

客室のご案内

ベッド、シャワーまたはバス、
デジタルセーフティーボックス、
液晶テレビ、DVDプレーヤーまたは
ブルーレイディスクプレーヤー、
ヘアドライヤー、シャワートイレ

各客室共通の設備

イメージ

デラックスベランダ（２４㎡）

スーペリアツイン（１４～１８㎡）

コンフォートステート（１４㎡）デラックスシングル（１３㎡） デラックスツイン（１９㎡） スタンダードステート（１４㎡）※丸窓になります。

スタンダードステート
コンフォートステート
スーペリアツイン
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
オーシャンビュースイート
ビスタスイート
グランドスイート

39,000円
43,500円
49,500円
̶
̶
̶
̶
̶

170,000円
̶

29,000円
32,800円
37,200円
̶
̶
̶
̶
̶

170,000円
̶

船室タイプ ３名１室
大人 こども

45,000円
49,800円
57,000円
̶

98,000円
106,000円
132,000円
142,000円
190,000円
250,000円

33,800円
37,500円
42,800円
̶

73,000円
79,500円
132,000円
142,000円
190,000円
250,000円

2名１室
大人 こども

59,000円
64,800円
75,000円
125,000円
157,000円
170,000円
212,000円
228,000円
298,000円
500,000円

1名１室
大人・こども共通

■旅行代金（こどもは2歳～小学生以下）

＜バルコニーとバスタブ付＞ ＜バスタブ付＞＜バスタブ付＞

船内施設のご案内

■メーンダイニング「瑞穂」

■ドルフィンホール

ドルフィンホール

■ホライズンラウンジ■オーシャンダイニング「春日」

■スパ＆サロン ■プール

2020年、にっぽん丸は就航30周年を迎えました。
華やかさと品格を兼ね備えた “ＮＥＷにっぽん丸”で快適な船旅をお楽しみください。

グランドスイート（７９㎡）

ビスタスイート（３７～４６㎡）

ジュニアスイート（３１㎡）

オーシャンビュースイート（３３㎡）
＜バルコニーとバスタブ付＞ ＜バスタブ付＞

＜バルコニーとバスタブ付＞
＜バルコニーとバスタブ付＞

※構造上の理由から客室の広さに若干違いがございます。
※３名１室利用は客室数に限りがございます。

※３名１室利用の場合、１台のベッドは壁に造りつけられたプルマンベッドで、開くと、2段ベッドのスタイルになります。

※上記は、今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる場合があります。
※にっぽん丸は国の指導に基づき業界団体が定めるガイドラインを遵守します。
※今後の新型コロナウイルス等感染症の拡大状況や各寄港地の受入状況等により、スケジュールおよび
　船内サービス・イベントの変更または運航が中止される場合があります。

［乗船前］■乗船までの日常生活や船までの移動、乗船手続きにおいて、マスク着用など感染症の予防対策をお願いします。 
■事前にお渡しする健康質問票をご記入ください。 ■ご乗船 14日前からの健康状態の確認と検温をお願いします。  ［受付
］■距離を保ち、密集にならないように、乗船受付方法が変わります。 ■健康質問票の内容に間違いがないかサイン（自署）を
いただきます。 ■乗船前の検温や手指の消毒をお願いします。 ■乗船前の検温で 37.5℃以上の発熱があった場合および健
康質問票の記載内容に応じて、ご家族、ご同行者、ご同室者を含め乗船をお断りします。 ■体調がすぐれないお客様は無理を
せずご乗船をお控えください。  ［乗船中］■客室、公室に新しい機材を設置いたしました。また、各所の消毒を行います。 ■
毎日の検温や手指の消毒の励行をお願いします。 ■食事・飲料の提供方法が変わります。 ■クルーズ全体、各公室、食事場
所、イベント会場で人数制限を実施します。 ■距離を保ち、密集にならないように、イベントの内容、オプショナルツアーの運営
方法が変わります。 ■船内ではマスクの着用が義務となります。 ■乗船中・帰船時に検温・手指の消毒を行います。また、体
調に不安のある方はお申し出ください。  ［下船］■マスク着用など感染症の予防対策をお願いします。 ■下船時に検温を行
います。37.5℃以上のお客様または体調不良の方、およびそのご家族、ご同行者、ご同室者については診察結果が出るまで
船内待機となります 。 ■充分な距離を保つため、これまで以上に下船に時間がかかる場合がございます。事前に予約の必要
な交通機関でご帰宅のお客様は、お時間に充分な余裕をもってご予約ください。  ［もしもの場合］■船内で感染症の該当
者および濃厚接触者は隔離となります。 ■上陸中の体調不良についても、本船のフロントデスクにご連絡ください。 ■もしも
の場合は、関係機関と連絡をとり、指示を仰ぎます。その他のご乗船のお客様への 影響が最小限となるよう対応いたします。 
■クルーズ中、船内で有症者が発生した場合は、船内イベントを中止し自室待機をお願いします。

当検査の実施により事前にお客様の感染有無を確認頂き、船内における感染拡大の防止を図ります。お客様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。 申込のお客様には改めて検査方法についてご案内申し上げます。
※今後の状況により、検査時期・方法の変更または取りやめる場合がございます。

スイートルーム
専用サービス

感染症への取り組みについて

にっぽん丸のクルーズを安心して楽しんでいただくために

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安心安全を第一に考え、感染症防止対策を重点的に強化
しております。予約条件、乗船前、乗船中、寄港地観光、下船時における取り組み内容につきまして、お客
様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、詳しい書面を用意し、商船三井客船オフ
ィシャルサイトに掲載しております。

■リドテラス

にっぽん丸のご乗船に先立ちまして、
唾液検体検査採取による新型コロナウィルスの事前ＰＣＲ検査を実施いたします。

■ウェルカムシャンパンサービス
■お食事とお茶のルームデリバリー
■オーシャンダイニング「春日」での夕食
■無料インターネット
■“タルゴ”ウェルカムアメニティー

◆ドレスコード（カジュアル）
男性／襟付きのシャツにスラックスなど
女性／ブラウスとスカート、スラックスなど

Wi-Fi 環境整備

※Tシャツ・極端なダメージのあるジーンズ・
　半ズボン・甚平・浴衣・トレーニングウェア・
　ジャージなどはご遠慮ください。

※航路、天候等により繋がらない区間がございます。 ※有料サービスとなります。

海の豊穣を描いた陶板画が一際目を引くメーンダイニングでは、朝夕食や夜食を
ご用意します。夕食は石川県食材を使った特別仕立てのディナーをご賞味頂き、
朝食ではにっぽん丸名物の焼き立てパンなど、優雅なひと時をお寛ぎください。

食へのこだわりを追求した開放感あふれるダイニング。ソムリエ田崎真也監修の
ワインセレクションも備えています。夕食はスイートルーム、デラックスルームの
お客様の優先ダイニングとなります。朝食は客室タイプに関わらずご利用いただ
けます。

船首部分に位置し、180°大きな窓に囲まれた眺望が自慢のラウンジです。モーニングコーヒー
＆ティーの会場にもなります。併設されたデッキでは入出港シーンも楽しめます。

にっぽん丸の魅力の一つメーン
ショーをお楽しみいただける2層
吹き抜けの会場です。コンサート
やショーがお楽しみいただけます。

※夕食は２部制になる予定です。（１回目１７：45～、２回目１９：45～）お時間は最終日程表にてご確認ください。

プールサイドに併設されたテラスです。「食のにっぽん丸」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。

※一部使用できないエリアもございます。

「美食の船」と呼ばれるにっぽん丸。一皿一皿思いを込めて作る料理を、
それぞれのメニューにあった最上の環境で味わっていただきます。

“こだわり”を心ゆくまでご堪能ください。


