
協賛：木更津市

■にっぽん丸主要目 
□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

※掲載の客室は、船体構造により一部の部屋では眺望が遮られる場合があります。　※客室の面積にはバルコニーを含みます。　※客室（バルコニーを含む）は全面禁煙です。喫煙される方は、2Fスモー
キングラウンジをご利用ください。　※スタンダードステート／コンフォートステートはプルマンベッド利用で3名様まで使用できます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、あらかじめ一部
の客室を確保させていただく場合がございます。　※本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。　※寄港地の写真にはオプショナルツアー、自由行動で訪問する場所も含まれています。

6F 79㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

6F 31㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

6F 37㎡～46㎡  5F 42㎡
（バルコニー・ブローバス・トイレ付）

5F 33㎡  ※バルコニーなし
（ブローバス・トイレ付）

グランドスイート

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

開放的な窓が印象的な
オーシャンビュースイート。スイートルーム

オーシャンビュースイートオーシャンビュースイート

5F 24㎡
（バルコニー・バス・トイレ付）

5F 19㎡（バス・トイレ付）

5F 13㎡（バス・トイレ付）

デラックスベランダ

デラックスツイン

デラックスシングル

デラックスルーム 落ち着いた雰囲気と開放感が
共存する、居住性豊かな客室。

デラックスベランダデラックスベランダ

3F 14㎡（シャワー・トイレ付）コンフォートステート

スーペリアツイン

ステートルーム 過ごしやすさを追求した
機能的なタイプ。

スーペリアツイン（3F／イメージ）スーペリアツイン（3F／イメージ）

1F 14㎡（シャワー・トイレ付）※丸窓スタンダードステート

2F 14～18㎡、3・4F 14㎡
（シャワー・トイレ付）
4F 27㎡（車いす対応・バス・トイレ付）
4F 42㎡（バス・トイレ付）
     ※コンセプトルーム（5～6名様利用） ※2歳以上小学生以下が対象となります。

ご登録いただくと、
各種特典が
ご利用いただけます

にっぽん丸
木更津市民クルーズ
2022年 12月4日日▶12月6日火 3日間

木更津港発着  伊 勢神宮への船旅

市制施行80周年記念事業

ご旅行代金 木更津市民価格
〈 2名1室利用・大人お一人様・消費税込み〉
スタンダードステートスタンダードステート グランドスイートグランドスイート

ご予約は郵船トラベルまで
（裏面ご参照）

 

ご予約は郵船トラベルまで
（裏面ご参照）

 

89,100円～406,800円89,100円～406,800円

市民クルーズ
説明会（事前予約制）

イオンモール木更津
2階イオンホール

10月30日日
日程

会場

11:00～12:00



にっぽん丸は初めて木更津港から出港いたします。

目的地は「お伊勢さん」の名で愛され、日本人の心のふるさとと称されている伊勢神宮（内宮）。 

鳥羽港から連絡バスを設定いたします（追加代金なし）。 

木更津港近くに無料駐車場をご用意いたしますので、お車でお越しいただけます。

木更津市民限定の特別企画で2泊3日の船旅を存分にお楽しみください。

にっぽん丸、初の木更津発着。
房総から伊勢への小船旅。

ご旅行代金（木更津市民価格／2名1室利用／大人お一人様／消費税込）

通常代金の10%割引

※上記代金は木更津市在住、在勤・在学の方のみ対象となります。
※本クルーズのオリジナルは「木更津発着 伊勢神宮クルーズ」です。
※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室を大人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。
※1室1名代金、1室3名利用代金と、子供代金については、裏面をご確認ください。
※コンセプトルーム（スーペリアツイン）は、5～6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。1～4名様でご利用の場合は別途お問合せください。

※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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、一部の客室を、あらかじめ確保させてい
ただく場合がございます。

※本パンフレットの掲載写真は全てイメージです。
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89 ,100円
99 ,000円
108 ,000円
174 ,600円
190 ,800円
219 ,600円
244 ,800円
248 ,400円
286 ,200円
406 ,800円

89 ,100円
99 ,000円
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244 ,800円
248 ,400円
286 ,200円
406 ,800円

木更津

鳥羽

●食事回数／朝2回、昼1回、夕2回　●最少催行人員／160名
●【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。通船による乗下船は30分～60分を要します。
※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。

●食事回数／朝2回、昼1回、夕2回　●最少催行人員／160名
●【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。通船による乗下船は30分～60分を要します。
※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。

スケジュール ドレスコード／カジュアル2回

木更津

鳥羽(通船)

木更津

8：30入港

9：00入港

17：00出港

15：45出港

12月4日日

12月5日月

※★印の数で健脚レベルを表します。
※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。

オプショナルツアー（別料金）

追加料金なし

★ ★伊勢神宮 外宮内宮両参りと伊勢うどん、手捏ね寿司の昼食

伊勢神宮 内宮行きバス〈午前〉
12月5日月

12月6日火

バスにて
伊勢神宮観光

館山
自動
車道

国道
16号

国
道
16
号

木更津北
インターチェンジ

木更津
ジャンクション

木更津南
ジャンクション

木更津南
インターチェンジ

イオンモール木更津
木更津港

無料駐車場

駐車場に警備員はおりません。駐車場での事故、
盗難、破損については責任を負いかねます。予め
ご了承ください。

※上記は2022年7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。

全てのお客様に当面の間、事前および乗船当日のウイルス検査（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。）安心してクルーズにご乗船いただくために

乗船前、クルーズ中、下船時には
検温を実施します。

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。

乗船前にウイルス検査を実施、
乗船中は１日２回の検温を実施します。

検温の実施

消毒体制を
強化

乗組員の
感染対策

クルーズ中はお客様、乗組員の
安全を考慮しマスクを着用します。

密集とならないよう、時間や間隔に余裕をもった受付。
一部公室では人数制限を実施する場合がございます。

接岸中においては、当該港の自治体に発令され
ている規則を準用し、アルコールの提供などを
自粛する場合があります。

ソーシャル
ディスタンスの確保

マスクの着用

お料理・
お飲み物の提供

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、詳しくは商船三井客船オ
フィシャルサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症への取り組み

こ ふ な た び

乗船時はイオンモール木更津からウイルス検査
会場、ウイルス検査会場からにっぽん丸まで、下船
時はにっぽん丸からイオンモール木更津まで専用
バスをご用意いたします。

鰹や鮪などの赤身の魚を寿司飯と
合わせて食べる郷土料理。

伊勢神宮 日本人の心のふるさとと称される。鳥羽港から連絡バスをご用意いたします（追加代金なし）。

おかげ横丁に本店がある
伊勢を代表する和菓子。

「UFO」「ペッパー警部」など
名曲のステージをご堪能ください。

通船での上陸
小船に乗り換えミキモト真珠島へ上陸。
にっぽん丸のお客様は入場料無料です。

「肉の芸術品」とも呼ばれる
日本三大和牛の一つ。

ショコリキサー
プールサイドで味わう

GODIVAのチョコレートドリンク。

麺は極太で、非常に柔らかく、
もちもちしているのが特徴。

カジノゲーム（予約制）
ルーレットやブラックジャックで

お楽しみいただけます。

ディナー 洋食はにっぽん丸シェフが腕によりをかけたフルコースディナーです。

手こね寿司赤福 松阪牛 伊勢うどん

伊勢の魅力

船の魅力

メインショー

内宮（イメージ）内宮（イメージ）

ディナー（イメージ）ディナー（イメージ）


