清水港開港120周年特別企画

にっぽん丸で航く

清水港発着
２０１9年
5月18日（土）〜5月21日（火）

ぐるっと四国一周

美食と
芸術の船旅

瀬戸内国際芸術祭2019と大塚国際美術館 ４日間
来島海峡大橋
または因島大橋

瀬戸大橋

クルーズの旅を静岡のみなさまに。

清水

明石海峡大橋

静岡新聞社・静岡放送は日頃のご愛顧に感謝し、２０１９年も清水港発着のスペシャル
クルーズを実施します。みなさまをおもてなしするパートナーは、
日本を代表する豪華客船
「にっぽん丸」。食のにっぽん丸とも称される客船で、旬の食材に舌鼓を打ちながら、太平
洋から瀬戸内海へ、初夏の四国をぐるっと一回り。上質の音楽やアートなどエンターテイン
メント性あふれるプログラムもご用意します。

高松
土佐清水

美食の船「にっぽん丸」
こだわりのお食事

130,000

円〜

（コンフォートステート/3名1室利用時のお一人様旅行代金）

ご夕食イメージ
（和食）

SHIP DATA
総トン数：22,472トン 全長：166.6ｍ
全幅：24.0m 定員：202室 524名（最大）

瀬戸内の旬の食材をふんだんにとりいれ
た「瀬戸内御膳」をご用意（航海中1回）

ご夕食イメージ
（洋食）

クルーズライフを彩るエンターテイメント

タケカワ ユキヒデ（ゴダイゴ）

1952年埼玉県生まれ。
75 年 、東 京外 国 語大 学 在学
中にソロアーティストとして
デビュー。翌76年にゴダイゴ
結成 。ボーカルと作曲を担当
し「ガ ンダーラ」「モン キ ー
マジック」「銀 河鉄 道 9 9 9」
「ビューティフルネーム」など、
数多くのヒット曲を生む。現在
は音楽活動の他、エッセイなど
の執筆活動、テレビ・ラジオ番
組への出演や講演・コンサー
ト活動と幅広く活躍中。

落語家

林家 木久扇（はやしやきくおう）

1937年東京都生まれ。
漫画家・清水崑へ入門、漫画
家を目指す。同氏の薦めで桂
三木助門下へ入門し、
「林家
木久男」となり、師匠没後、
６１年に林 家 正 蔵に入 門し
「林家木久蔵」、2007年親
子W襲名で「林家木久扇」と
なる。一般社団法人落語協会
相談役。
（社）日本漫画協会
参与。日本テレビ「笑点」では
回答者としては最長の５０年
目に突入。

充実したパブリックスペース

作曲家・ピアニスト

谷 真人（たにまさと）

静岡市生まれ。東京外国語大学卒。
ビジネスマンから音楽家に転身。
30代半ばにしてピアニストとしてデ
ビュー。現在はクラシックからポップ
ス・ジャズまで幅広いジャンルを手
がける作曲家として、CM音楽やアー
ティストへの楽曲提供などを手がけ
る。TVなどのメディア出演多数。

多彩な船内イベント 現代アート体験
切り絵アーティスト 福井 利佐（ふくいりさ）

ホライズンラウンジ

カジノラウンジ
「ビギナーズラック」

グランドバス

1975年、静岡市生まれ 。多摩美術大学デザイン学部グラ
フィックデザイン学科卒業。東京都在住。小説家桐野夏生氏
「ポリティコン」カバーアートワーク、雑誌「婦人画報」表紙へ
参加、宝生流 和の会のメインビジュアル制作など多彩に活動。

客室のご案内
スイートルーム

にっぽん丸バトラーがおもてなしします︒

開放感あふれるバルコニー付
全室ブローバス付

６F グランドスイート

６F ビスタスイート

過ごしやすさを追求
ステートルーム した機能的なタイプ

６F ジュニアスイート

スーペリアステート

バルコニー・ブローバス・トイレ付／37㎡〜46㎡／4室 バルコニー・ブローバス・トイレ付／31㎡／3室

スイート ●にっぽん丸バトラー（専任スタッフがきめ細やかなおもてなしで、お客様をサポートさせて
ルーム 頂きます）●ウェルカムドリンク（シャンパン）●ルームデリバリー ●その他飲料、ビール、
数種類のソフトドリンク、
コーヒーなどをご用意しております。
特典

バルコニー・ブローバス・トイレ付／79㎡／2室

デラックスルーム

ゆとりある広さを確保︒
全室バスタブ付

5F デラックスベランダ

5F デラックスツイン

4F
（14㎡）
42室

2F
（16〜18㎡）
8室

コンフォートステート

5F デラックスシングル
3F
（14㎡）
80室

2F
（14㎡）
17室

スタンダードステート

バルコニー・バス・トイレ付／24㎡／16室

バス・トイレ付／19㎡／4室

バス・トイレ付／13㎡／6室

1F
（14㎡）
18室

2・3日目寄港地オプショナルツアーもご用意しております〔有料（別途料金）〕
2日目

■旅行代金
（お一人様／2名1室利用）
仕様

客室タイプ

グランドスイート
ビスタスイート

バルコニー・ブローバス・
トイレ付

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

バス・トイレ付
※デラックスベランダ
のみバルコニー付

スーペリアステート
コンフォートステート※

シャワー・トイレ付

スタンダードステート

3日目

大塚国際美術館 貸切

3日目

写真は大塚国際美術館の展
示作品を撮影したものです。

旅行代金

６５9，
０００円
４92，
０００円
３85，
０００円
３57，
０００円
２95，
０００円
２67，
０００円
１87，
０００円
172，
０００円
１57，
０００円

※コンフォートステート3名1室利用3名様で39（サンキュー）万円 ※プルマンベッド利用

※スーペリアステート
（一部）、スタンダードステートもプルマンベッド利用で3名様利用可能。代金はお問い合わせ下さい。
※客室をお一人で利用の場合の旅行代金はコンフォートステート223,600円、スーペリアステートは
243,100円、
ただしお一人でご利用頂ける客室には限りがあります。
※客室（バルコニー含む）
は全室禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所をご利用ください。
◆最少催行人数：2名 ◆食事回数：朝3回、昼4回、夕3回 ◆添乗員：同行します。
※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となる場合があります。※気象、海象その他の条件
により記載航路、
スケジュール・エンターテイメント出演者及びイベントの内容は変更される場合がございます。

世 界の名 画を陶 板 画
で再現した美術館。
ピ
カソや礼拝堂の壁画な
ど、1,000点以上の西
洋 名 画を原 寸 大の陶
板画で展示しています。

瀬戸内国際芸術祭2019
島めぐりクルーズ（予定）

四万十川

※写真は全てイメージです。

■日程

寄港地

月 日（2019）

5/18（土） 清水

入港

12:00

船内イベントでお楽しみください。

5/19（日） 土佐清水

自由行動又はオプショナル
ツアー（有料）をお楽しみ下さい。

5/20（月） 高松

自由行動又はオプショナル
ツアー
（有料）
をお楽しみ下さい。

5/21（火） 清水

船内イベントでお楽しみください。

出港

食事

昼夕

9:00 17:00 朝 昼 夕
7:30 16:00 朝 昼 夕
15:00

朝昼

※クルーズ中は多彩な船内イベントやショーをお楽しみください。

静岡県内各地 ⇔ 清水港送迎バスを運行（5/18.21）

バス発着予定地（変更になる場合がございます。）事前申込 有料 ※下記は片道料金
・浜松駅、掛川駅…1,500円・三島駅、沼津駅、富士駅…1,500円
・島田駅、藤枝駅、焼津駅、静岡駅…500円

（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、
お申込みください。）
旅行条件〈要約〉
■募集型企画旅行契約：この旅行は、株式会社SBSプロモーション（SBSツ

アーズ/以下
「当社」
といいます。）
が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加さ
れるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」
といいます。）
を締
結することになります。
また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条
件書（全文）
、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業
約款
（募集型企画旅行契約の部）
によります。

■旅行のお申し込みと契約の成立時期：

●当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金を添えてお申し
込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取
り扱います。
また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したと
きに成立するものとします。
（申込金/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：3万円、
その他は5万円）
●当社は、電話、郵便、
ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契
約の予約申し込みを受付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、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日以内に申
込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。
この期間内に申込書の提出と申込金
の支払いがされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申し込みの場合には、申込金を当社が受領したときに、
ま
た、郵便、
ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支払い
後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。

■旅行代金のお支払い：旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行

開始日の前日から起算して遡って61日目に当たる日より前にお支払い頂きます。

■旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した船舶等の運送機関の運

賃・料金、食事料金（税・サービス料金を含む）※お客様のご都合により、旅行代
金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの：1人1部屋追加代金、個人的性質の諸費用
（クリーニング代、電話料等）
、傷害・疾病等に関する医療費、日本国内における
自宅から集合・解散地点までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオプ
ショナル・ツアーの料金
■取消料：※チャータークルーズにつき、通常の取消料とは異なりますのでご
注意ください。
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより。いつ
でも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は。
お申し込
みの旅行取扱店の営業時間内にお受けします。

取消日
61日前まで
旅行開始日から
60日前〜31日前まで
起算して
30日前〜21日前まで
さかのぼって
20日前〜旅行当日（出港前）
まで
旅行当日出港後又は無連絡不参加

［旅行企画・実施］

【受託販売】

TEL.054-260-7902
株式会社SBSプロモーション旅行部

取消料
無料
旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

〒422-8061 静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー10階

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業 1141号
総合旅行業務取扱管理者
営業時間 平日 9:30〜18:00 土曜 9:30〜12:00 日・祝 休み

染谷 剛

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代金
を滅じた合計金額となります。
■当社の責任：お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合
には、当社は責任を負いません。
（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅
行の中止（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ウ）運送・宿
泊機関等のサービス提供の中止又はこれからのために生じる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止（エ）官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離
又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止（オ）自由行動中の事故
（カ）食中毒（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更
等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2018年11月1日を基準と
しています。
また。旅行代金は2018年11月1日現在の有効なものとして公示さ
れている運賃・規則を基準として算出しています。

