「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
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。
●すべてのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）
を
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。
または検査を取りやめる場合があります。
●今後の状況により、検査時期・検査方法の変更、
●ご予約の際には、
「にっぽん丸 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。
※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。
1【ご予約時のお申込み条件】
．
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。
g）
※ただし、
はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。
a）
乗船日前日より遡って14日以内に37.5℃以上の発熱、咳、
のどの痛み、筋肉痛
（運動
によるものは除く）、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）
。
b）
乗船日前日から遡って14日以内に海外渡航歴を有する方。
c）
乗船日前日から遡って14日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された方、
もしくは

感染が疑わしい方と濃厚接触
（＊）
をした方。
（＊）
…手で触れることの出来る距離
（目安1メートル）
で、必要な感染予防策なしで15分
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）
。

ｄ）
新 型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療養されていた方で、
乗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。
ｅ）
船会社指定の事前PCR検査の結果が「陽性」
もしくは
「再検査」
と判定された方、事前
PCR検査を受検されなかった方。
f）
乗 船当日のPCR検査の結果が「高リスク」
と判定された方、乗船当日のPCR検査を
受検されなかった方。
g）マスクの着用が困難な方
（船内や寄港地では、
マスクの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。
・新型コロナウイルス感染症の症状が重症化しやすい呼吸器疾患用医療器具
（酸素
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。
2．
【ご乗船当日の健康状況確認について】
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。

または左記⑴⑵の結果に応じて、
ご家族・ご同行者・ご同室者
※3
 7.5℃以上の発熱があった場合、
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。
3．
【サービス内容の一部変更について】
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。
4．
【その他】
・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの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。

お申込みに際してのご案内
〈旅行代金について〉
■旅行代金（大人お一人様）
：パンフレットに表示される旅行代金は、
デラック
スシングル、
コンセプトルーム
（スーペリアツイン）
を除き、
1室を2名様でご利用い
ただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※デラックスシングルは大人1名
様でご利用いただく際のお一人様あたりの旅行代金です。※コンセプトルーム
の客室タイプはスーペリアツインです。※コンセプトルーム
（スーペリアツイン）
は
5名様〜6名様でご利用いただく際のお一人様の旅行代金です。1名様〜4名
様でご利用の場合は別途お問い合わせください。
■シングル利用代金（大人お一人様）
：クルーズの旅行代金に下表の割合
を乗じた金額となります。※1名様でご利用いただける客室数には限りがご
ざいます。※コンセプトルーム
（スーペリアツイン）
については別途お問い合
わせください。

スーペリアツイン／コンフォートステート／スタンダードステート

150％

デラックスベランダ／デラックスツイン
ビスタスイート／オーシャンビュースイート／ジュニアスイート

160％

グランドスイート

200％

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉

■1室3名利用代金：次の客室に限り3人目の旅行代金は各クルーズの旅
行代金に次表の割合を乗じた金額となります。
コンフォートステート／スタンダードステート

60％

ビスタスイートの一部

80％

旅行条件〈要約〉

15万円未満
20,000円

15万円以上〜30万円未満
30,000円

b.お電話によるお申込みの場合は、
お申込みの翌日から3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
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2ヶ月前の月末までにお支払いいただきます。
なお、
ご予約いただいた時点で旅行開始日まで2ヶ月を切る場合には、旅
行代金の全額を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、
バス等の運賃。
b.旅行日程に明示した食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除く）。
c.旅行日程に明示した観光の代金。
４.旅行代金に含まれないもの
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、旅行保険並びに携行品保険。
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
加飲食など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、
および解散地からの交通費、
その他個人的費用。

夕食時に特別食をご希望の方は、所定のお伺い書の提出をお願いします。
※船内でのお食事を安全にお召し上がりいただくために、「食物アレルギー対応ポリシー」を
定めております。
※食物アレルギー特別食を安全に提供するため、嗜好（好き嫌い）には対応しておりません。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込みください。

30万円以上
50,000円

（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。）

〈特別食をご希望の方について〉

特別な配慮・措置が必要な可能性があるお客様は、お申込み
時に必ずお知らせください（船会社指定の承諾書・健康アン
ケート等の提出が必要となります）
。

１. 旅行のお申込み
a.所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込金としてお一人様あたり下
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。
旅行代金（お一人様）
申込金

〈その他〉
■ ルームリクエストがある場合は、
原則乗船券
（出発
の2〜3週間前に発送予定）
をもって回答とさせてい
ただきます。
ご希望に添えない場合もございますの
で、
あらかじめご了承ください。
ドルフィンズクラブの
■ 妊娠中の方は乗船いただくことが出来ませんので、
■子供代金（2歳以上小学生以下／旅行開始日基準）
：子供代金は大人
特典対象クルーズです。
判明した時点で無償で解約と
させていただきます。
代金の75％となります。
※中学生以上は大人代金です。
ドルフィンズクラブは過
■ 6歳までの未就学児の方は、
事前に当社指定の承
去 6 ヶ月に遡って最終乗
船履歴からのポイント加
■参加人数の変更：客室のご利用人数に変更があった場合は、変更後の１
諾書の提出が必要となります。
算が可能です。
室ご利用人数に応じた旅行代金をいただきます。
ご利用人数の変更により、 ■15歳未満の方のみでの客室の占有は安全上の
大人1名様で1室利用となる場合は一旦ご予約を解除し、
シングル利用での
理由でお引き受けできません。
再予約となります。解除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待ちと
■お申込みの時期によっては、客室タイプによりキャンセル待ちとなる場合が
させていただく場合があります。
ありますので、
あらかじめご了承ください。
■客室タイプの変更：お客様のご都合で客室タイプを変更された場合は、
■ 船内施設・客室およびサービス内容は変更となる場合があります。
変更後の客室の旅行代金との差額をいただきます。

＊3人目にあたる旅行代金の対象は、3名様のうち旅行代金が最も安価となる
お客様となります。
（例）
コンフォートステート、
スタンダードステートで子供が含
まれる場合は3人目の対象は子供となり、2名様1室大人お一人様旅行代金
の60％×75％となります。

f.船室のクラス・人数変更による追加代金。
g.燃油サーチャージは2022年2月1日現在無料ですが、今後の原
油価格の動向により、
旅行代金とは別にお客様にご負担いただく
場合があります。
（取消日は旅行出発日の前日か
ら起算します。）
５. 取消料
旅行契約締結後、
お客様のご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。
取
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

消

日
21 日前まで
20 日前から 8 日前まで
7 日前から 2 日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（旅行開始後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無 料
旅行代金の  20％
旅行代金の  30％
旅行代金の  40％
旅行代金の  50％
旅行代金の 100％

６. 添乗員同行の有無
添乗員は同行しませんが、船内では船のスタッフがお世話します。
7.最少催行人員：160名様
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。
8. 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
より前までに、
お客様にその旨を通達いたします。
b.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、
その他当社の関与しえ
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、2022年2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条件書によります。
個人情報の取り扱いについて

（1）
個人情報の利用目的
当社及び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当社をはじめ運送・宿泊機関等
（主要な運送・宿
泊機関・PCR検査の検査機関については各日程表及び確定書面に記載されています。）
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、
当
社の旅行契約上の責任、
事故時の費用等を担保する保険手続き上必要な範囲内、
並び
に旅行先の土産品店でのお買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきま
す。当社及び販売店では、将来よりよい旅行商品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、
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、
旅行中に傷害があった場合に備え、
お客様の旅行中の国内連絡先
（以下連絡先）
の方の
個人情報をお伺いしています。
この個人情報は、
お客様に傷病があった場合で連絡先の方
へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、
連絡先の
方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（2）
個人データの第三者への提供
当社は、
お申込みいただいた旅行の手配のために、
運送・宿泊機関、
関係官庁、
保
険会社、
土産品店等及び手配代行者に対し、
お客様の氏名、
性別、
年齢、
住所、
電
話番号、
パスポート番号、
婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、
及び生年月日等の個
人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。
お申込みいた
だく際には、
これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、
お客様ご自身で保険をかけられますよう、
おすすめ
いたします。
ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。

旅のクライマックスは
煌めく花火が彩ります
乗船時から心尽くしのおもてなしで上質な旅がはじまる
「にっぽん丸」
。
美食とエンターテイメントに興じた翌日は、朝から熱海で１日ゆったりと
お過ごしいただけます。
夜の帳がおりる頃、
旅はいよいよクライマックスへ。
船上の特等席から仰ぎ見る大輪の花火の数々は、いつまでも色あせる
ことのない煌めく想い出に。
【熱海海上花火大会】
名古屋

熱海

1952年から続く歴史ある花火大会。熱海湾を
会場として四季を通して開催され、海面に映る
光や地形を活かした大迫力の音響も魅力。
開催時間：20時20分〜40分
打上発数：約3000発

熱海海上花火大会（イメージ）

にっぽん丸
名古屋発着 熱海花火クルーズ
スケジュール

ドレスコード：カジュアル 2 回

4月15日

名古屋

4月16日

熱 海

8:00 入港

4月17日

名古屋

11:00 入港

□食事回数：朝2回、昼1回、
夕2回

17:00 出港

ステートルーム

□花火大会は天候などの理由により実施されない場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※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（発着
地や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。
※集合時間は10:30〜11:30頃を予定しております。最終的な集合時間は、確定書
面（クルーズのしおり）でご案内いたします。

にっぽん丸スタッフが試食して選んだ
お薦めの温泉まんじゅう3種類！
「ぜひにっぽん丸のお客様に食べて
いただきたい!」
という3種類を船上にご用意します。

【歌手・シンガーソングライター】

ご旅行代金〈大人お一人様・消費税込み〉

15:00 出港

□最少催行人員：160名

Entertainer

この春、
スーペリアツイン誕生!
一部のステートルームを改修し、
新しくスーペリアツインと
なりました。

デラックスルーム

スイートルーム

スタンダードステート

110,000 円

コンフォートステート

120,000 円

NEW スーペリアツイン

130,000 円

デラックスツイン

210,000 円

デラックスベランダ

230,000 円

デラックスシングル

264,000 円

ジュニアスイート

294,000 円

オーシャンビュースイート

298,000 円

ビスタスイート

346,000 円

グランドスイート

490,000 円

※1室1名利用代金、
1室3名利用代金と子供代金については裏表紙をご確認ください。

「キッズドルフィンズクラブ」
はじまります！
イメージ

ご登録いただくと特典がございます。
詳しくはお問合せください。

杉山 清貴

起雲閣

歴史的な見所の多い熱海周辺。
ドラマで注目される鎌倉幕府を支えた北条氏ゆかりの史跡巡りや世界遺産・
韮山反射炉、
文豪たちに愛された緑豊かな名邸・起雲閣などをオプショナルツアーでご堪能いただけます。
健脚
レベル

オプショナルツアー
（別料金）
4月16日

1983年杉山清貴&オメガトライブとして
「サマーサスピ
ション」
でデビュー。
1986年
「さよならのオーシャン」
でソロ
デビュー。80年代のミュージックシーンを疾風のごとく駆
け抜けたJポップのカリスマ的存在で、独自の世界を確立
し、
デビュー40周年に向け精力的に活動を行なっている。

韮山反射炉

熱海

プライベートプラン 熱海の名所めぐり
訪問先 起雲閣、
アカオ ハーブ＆ローズガーデン

★★

世界遺産 韮山反射炉と北条氏の史跡を訪ねて
〈午前〉 ★
訪問先 韮山反射炉、
蛭ヶ小島、願成就院

※★印の数で健脚レベルを表します。
★ ：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。
お気軽にご参加いただけるツアーです。
★★：各地の見学時間の約半分以上が徒歩見学です。
また、
階段や坂道が多くある場合があります。
※オプショナルツアーは商船三井客船（株）の旅行企画・実施となります。具体的な内容とお申し込み方法は別途ご案内します。

安心してクルーズにご乗船いただくために

全てのお客様に当面の間、事前および乗船当日のPCR検査（船会社指定）
を2回実施します。
（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。）

検温の実施

乗船前、
クルーズ中、
下船時には検温を実施します。

マスクの着用

クルーズ中はお客様、乗組員の安全を考慮
しマスク
（不織布のマスクを推奨します。）を
着用します。

新型コロナウイルス感染症への取り組み

消毒体制を
強化

消毒をする乗組員が、手すり等の
消毒を頻繁に実施します。

密集にならないよう、時間や間隔に余裕を
ソーシャル
もった受付。一部公室では人数制限を実施
ディスタンスの確保 する場合がございます。

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

乗組員の
感染対策

乗船前にPCR検査を実施、乗船中は
１日２回の検温を実施します。

お食事の
提供方法を変更

お客様が調理用器具（トングやレードル）などを
共用するビュッフェ
（乗組員が取り分けるサービ
スは除く）、
セルフサービスを休止します。

※上記は2022年2月1日現在の対応です。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。

関係諸機関の情報をもとに、お客様と乗組員の安全・安心を第一に
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、詳しくは商船三井客船オフィシャル
サイトをご覧ください。

