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ヨットスタイルとは、あたかも自身が
豪華クルーザーのオーナーであるかのような、
贅沢かつプライベート感覚あふれる船旅
堅苦しいフォーマルなど、船旅特有の文化から解放され、
リゾートホテルで過ごすような、
いつもの旅支度でご乗船ください。

Yacht cruises

ポナンのもう一つの顔、それはエクスペディションクルーズ。
こんなにエレガントな船で南極や北極、
キンバリーなどの探検クルーズへ行ける時代になりました。
オールインクルーシブの贅沢が売りの船旅を卒業した人たちは、
人間の本能的なあくなき探究心、その期待に応える
エクスペディションクルーズに目を向け始めています。

eXPeDitiONs
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ポナンの各船はプライベートヨット仕様、
船内のインテリアはクルーズ船というよりは別荘で過ごしている気分。
リゾートホテルで過ごすように心からリラックス、
洋上で出会った友人との楽しい語らい、
ポナンは、いわば皆様のもうひとつのホームなのです。

船内ライフ

毎晩、フレンチのフルコースディナーと
ワインの宴をご堪能ください。
各寄港地で新鮮な食材を仕入れ、
適宜フランスから送り届けられる
フレンチ食材を使って、フランス人シェフが
心のこもった料理を皆様にお作りいたします。
パンが美味しい、チーズにこだわる、デザートが絶品、
これらは乗船されたお客様から寄せられた声です。

GastrONOMY
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プレステージスイート
デッキ５，６　45㎡

　※ ル・ボレアルとル・ソレアルはバスタブ付

デラックススイート
デッキ６　33㎡

　※ル・ボレアルはバスタブ付

海側窓付
デッキ３　21㎡

海側ベランダ付
デッキ３，４，５，６　22.5㎡

　※ ル・ボレアルとル・ソレアルは一部バスタブ付

メインラウンジガストロノミックレストラン パノラミックラウンジ

レセプションシアター プール

マリーナハマム グリルレストラン

●キャビンプラン

共通設備 エアーコンディショナー・シャワー・ミニバー・フラットスクリーンＴＶ・iPODプレーヤー・金庫・ヘアドライヤー・バスローブ・電話・
110/220ボルト電源・インターネットアクセスWI-FI(有料)・ロクシタンのバスアメニティ（スイートはソティス）

ル・ソレアル
2013年就航

ル・リリアル
2015年就航

ロストラル
2011年就航

ル・ボレアル
2010年就航

LE SOLEALLE LYRIAL L'AUSTRAL LE BOREAL

総トン数10,700トン（ル・リリアルは10,992トン）/全長142.1m/全幅18m/船客定員264名（ル・リリアルは244名）/クルー140名
キャビン数　132室（ル・リリアルは122室）　うち124室（ル・リリアルは114室）は海側ベランダ付
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オーナーズスイート
デッキ６　54㎡　バスタブ付

ル・リリアルだけのキャビン

●デッキプラン

 

デッキ６／ル・リリアル

デッキ６／ル・ソレアル　ロストラル　ル・ボレアル

●ル・ソレアル （1）ハマム （2）ロッカー （3）マッサージ　●ル・リリアル  （1）ハマム （2）マッサージ （3）マッサージ
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（606〜612、614 プレイビレッジスイート）

（615 プレステージスイート）

5

オーナーズスイート プレステージスイート＊

プレイビレッジスイート＊ グランドデラックススイート＊

グランドプリビレッジスイート＊ デラックススイート

プレステージスイート

海側ベランダ付

海側窓付

＊ル・リリアルのみ　＊ル・リリアルを除く

 プレイビレッジ
　 スイート
　 デッキ6　44㎡
　 バスタブ付

 グランドデラックス
　 スイート
　 デッキ6　55㎡
　 バスタブ付

 グランドプリビレッジ
　 スイート
　 デッキ６　65㎡
　 バスタブ付

 オーナーズスイート
　 デッキ６　65㎡
　 バスタブ付

※客室のイラストは同比率ではありません。
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■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

秋の日本発着クルーズ 9泊 大阪－香港 12泊 コタキナバル－大阪 14泊
ship  ロストラル ship  ロストラル ship  ロストラルJakarta

屋久島

大阪広島

コタキナバル

プエルトプリンセサ

コロン
マニラ

花蓮
石垣島

名瀬那覇

Hanoi

Viangchan

Phnum Pénh

Bangkok

Mandalay

CHINA

LAOS

CAMBODIA

THAILAND

MYANMAR
(BURMA) 香港

厦門

上海

長崎

鹿児島

宇和島

大阪広島
玉野

日付 寄港地 国 入港 出港
2016年
10月15日㈬ 金沢 日本 18:00

10月16日㈭ 境港 韓国 8:30 19:00

10月17日㈮ 釜山 日本 12:30 18:00

10月18日㈯ 広島 日本 13:00 19:30

10月19日㈰ 徳島 日本 12:00 18:00

10月10日㈪ 東京 日本 19:30 　

10月11日㈫ 東京 日本 　 21:30

10月12日㈬ 清水 日本 8:00 18:00

10月13日㈭ 新宮 日本 7:00 18:00

10月14日㈮ 大阪 日本 7:00 　

日付 寄港地 国 入港 出港
2016年
10月14日㈮ 大阪 日本 　 18:00

10月15日㈯ 玉野 日本 12:00 19:00

10月16日㈰ 広島 日本 7:00 19:00

10月17日㈪ 宇和島 日本 8:00 13:00

10月18日㈫ 鹿児島 日本 8:00 18:00

10月19日㈬ 長崎 日本 7:15 19:00

10月20日㈭ 終日クルージング 　 　 　

10月21日㈮ 上海 中国 7:00 　

10月22日㈯ 上海 中国 　 17:00

10月23日㈰ 終日クルージング 　 　 　

10月24日㈪ 厦門 中国 13:00 20:00

10月25日㈫ 香港 中国 18:30 　

10月26日㈬ 香港 中国 AM下船 　

日付 寄港地 国 入港 出港
2017年
3月18日㈯ コタキナバル マ レ ー

シア  23:00

3月19日㈰ 終日クルージング    

3月20日㈪ プエルト
プリンセサ

フ ィ リ
ピン 5:00 17:30

3月21日㈫ コロン フ ィ リ
ピン 8:30 15:00

3月22日㈬ マニラ フ ィ リ
ピン 7:00 23:30

3月23日㈭ 終日クルージング    

3月24日㈮ 終日クルージング    

3月25日㈯ 花蓮 台湾 6:00 14:00

3月26日㈰ 石垣島 日本 6:30 14:00

3月27日㈪ 那覇 日本 8:30 18:00

3月28日㈫ 名瀬 日本 8:00 16:00

3月29日㈬ 屋久島 日本 7:30 19:00

3月30日㈭ 終日クルージング    

3月31日㈮ 広島 日本 6:00 18:00

4月11日㈯ 大阪 日本 9:00  

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 3,290～
海側ベランダ付 デッキ3 3,690～
海側ベランダ付 デッキ4 3,990～
海側ベランダ付 デッキ5 4,190～
海側ベランダ付 デッキ6 4,490～
デラックススイート デッキ6 5,590～
プレステージスイート デッキ5 5,990～
プレステージスイート デッキ6 6,290～
オーナースイート デッキ6 10,900～
ポートチャージ＆諸税 450 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 3,300～
海側ベランダ付 デッキ3 3,660～
海側ベランダ付 デッキ4 3,930～
海側ベランダ付 デッキ5 4,140～
海側ベランダ付 デッキ6 4,360～
デラックススイート デッキ6 5,740～
プレステージスイート デッキ5 6,340～
プレステージスイート デッキ6 6,670～
オーナースイート デッキ6 12,500～
ポートチャージ＆諸税 600 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 3,200～
海側ベランダ付 デッキ3 3,520～
海側ベランダ付 デッキ4 3,770～
海側ベランダ付 デッキ5 3,960～
海側ベランダ付 デッキ6 4,160～
デラックススイート デッキ6 5,410～
プレステージスイート デッキ5 5,940～
プレステージスイート デッキ6 6,240～
オーナースイート デッキ6 11,590～
ポートチャージ＆諸税 700 

釜山
境港

東京

広島

徳島

大阪

新宮

清水

金沢
日 本 海

東シナ海 南シナ海

日本寄港

日本人コーディネーター乗船

宇和島（イメージ）

境港（イメージ）

クルーズセレクション 2016〜17シーズン、おすすめのコースをご紹介いたします。



7

■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

春の日本発着クルーズ 8泊 春の日本発着クルーズ 8泊 春の日本発着クルーズ 10泊

＊高松・広島乗船コースもございます。

ship  ロストラル
■出港日：2017年4月1日㈯, 17日㈪ ■出港日：2017年4月9日㈰, 25日㈫

ship  ロストラル ship  ロストラル

釜山

大阪

京都舞鶴

玉野広島

宇和島

鹿児島

長崎

境港 釜山

大阪

京都舞鶴

玉野広島

宇和島

鹿児島

長崎

境港

日付 寄港地 国 入港 出港

1 大阪 日本 19:00

2 玉野（岡山・宇野港） 日本 8:00 18:00

3 広島 日本 6:00 19:00

4 宇和島 日本 7:00 13:00

5 鹿児島 日本 8:30 18:00

6 長崎 日本 8:00 19:00

7 釜山 韓国 8:00 14:00

8 境港 日本 7:00 19:00

9 京都舞鶴 日本 7:00

日付 寄港地 国 入港 出港

1 京都舞鶴 日本 18:00

2 境港 日本 8:30 19:00

3 釜山 韓国 12:30 19:00

4 長崎 日本 8:00 19:00

5 鹿児島 日本 8:30 18:00

6 宇和島 日本 12:00 18:00

7 広島 日本 6:00 19:00

8 玉野（岡山・宇野港） 日本 8:00 18:00

9 大阪 日本 7:00

日付 寄港地 国 入港 出港
2017年
5月10日㈬ 大阪 日本  19:00

5月11日㈭ 高松＊ 日本 8:00 18:00

5月12日㈮ 広島＊ 日本 7:00 19:00

5月13日㈯ 別府 日本 12:00 18:00

5月14日㈰ 門司 日本 8:00 16:00

5月15日㈪ 釜山 韓国 7:00 14:00

5月16日㈫ 境港 日本 7:00 17:00

5月17日㈬ 金沢 日本 7:00 19:00

5月18日㈭ 真野湾（佐渡島） 日本 8:00 14:00

5月19日㈮
能代 日本 6:00 8:00

青森 日本 18:00 19:00

5月20日㈯ 室蘭 日本 8:00  

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 4,120 
海側ベランダ付 デッキ3 4,540 
海側ベランダ付 デッキ4 4,850 
海側ベランダ付 デッキ5 5,100 
海側ベランダ付 デッキ6 5,350 
デラックススイート デッキ6 6,960 
プレステージスイート デッキ5 10,190 
プレステージスイート デッキ6 10,700 
オーナースイート デッキ6 13,920 
ポートチャージ＆諸税 400 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 4,120 
海側ベランダ付 デッキ3 4,540 
海側ベランダ付 デッキ4 4,850 
海側ベランダ付 デッキ5 5,100 
海側ベランダ付 デッキ6 5,350 
デラックススイート デッキ6 6,960 
プレステージスイート デッキ5 10,190 
プレステージスイート デッキ6 10,700 
オーナースイート デッキ6 13,920 
ポートチャージ＆諸税 400 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 5,160～
海側ベランダ付 デッキ3 5,670～
海側ベランダ付 デッキ4 6,070～
海側ベランダ付 デッキ5 6,370～
海側ベランダ付 デッキ6 6,690～
デラックススイート デッキ6 8,700～
プレステージスイート デッキ5 12,740～
プレステージスイート デッキ6 13,380～
オーナースイート デッキ6 17,390～
ポートチャージ＆諸税 500 

太 平 洋 太 平 洋

日 本 海

青森

能代

真野湾（佐渡島）

金沢

金沢
広島

別府
門司

釜山

大阪
高松

室蘭

日本人コーディネーター乗船

厳島神社（広島）大阪（イメージ）

真野湾（佐渡島） 高松（イメージ）
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■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

アジア 9泊 南極周遊クルーズ 10泊 北極圏 グリーンランド&カナダ・ヌナブト 13泊
ship  ロストラル

■出港日：2016年10月26日㈬, 11月13日㈰ ■出港日：2016年12月4日㈰  2017年2月12日㈰,22日㈬ ■出港日：2016年8月26日㈮　2017年8月10日㈭

ship  ル・リリアル ship  ル・ボレアル

■出港日：2016年11月30日㈬  2017年1月4日㈬　2月23日㈭

ship  ル・ボレアル

■出港日：2016年12月9日㈮  2017年1月4日㈬,14日㈯　2月2日㈭

ship  ル・ソレアル

カンガルルスス
アーク

イルリサット

シシミウト

ウペルナビクフィヨルド

エキ氷河/
ポールエミール
ビクターベース

ポンド
インレット

メルビル湾

イサベラベイ

クライド・リバー

サムフィヨルド

サヴィシヴィック
トゥーレ

ウシュアイア

プレネウ島

ウェーデル海

デセプション島

ポートロックロイ
ネコ湾

日付 寄港地 国 入港 出港

1

パリ〜カンガルルススアーク
チャーターフライト
空港→港 送迎
カンガルルススアーク　乗船

グ リ ー ン
ランド

 

18:00

2 イルリサット/ディスコベイ グリーンランド   

3 イルリサット/ディスコベイ グリーンランド   

4 エキ氷河/ポールエミール
ビクターベース グリーンランド   

5 ウペルナビクフィヨルド グリーンランド   

6 メルビル湾 グリーンランド   

7 サヴィシヴィック グリーンランド   

8 トゥーレ（カーナーク） グリーンランド   

9 ポンドインレット（ヌナブト準州）カナダ   

10 サムフィヨルド（ヌナブト準州）カナダ   

11 クライド・リバー（ヌナブト準州）カナダ   

12 イサベラベイ（ヌナブト準州） カナダ   

13 シシミウト グリーンランド   

14

カンガルルススアーク
下船　　港→空港 送迎
カンガルルススアーク〜
パリ チャーターフライト

グ リ ー ン
ランド

7:00

 

日付 寄港地 国 入港 出港

1 香港 中国 　 18:00

2 終日クルージング    

3 ハイフォン ベトナム 7:00 23:30

4 ハロンベイ ベトナム 6:00 16:00

5 ダナン ベトナム 14:00 23:30

6 チャンメイ ベトナム 6:00 18:00

7 終日クルージング 　   

8 ホーチミンシティ ベトナム 16:00  

9 ホーチミンシティ ベトナム   

10 ホーチミンシティ ベトナム AM下船  

日付 寄港地 国 入港 出港

2017年
2月23日㈭

ブエノスアイレス－
ウシュアイア 空路移動
空港→港 送迎
ウシュアイア　乗船

アルゼ
ンチン 18:30

2月24日㈮ ドレーク海峡クルージング
2月25日㈯ ドレーク海峡クルージング
2月26日㈰ ネコ湾/パラダイスベイ（南極）

2月27日㈪ プレネウ島/
ポート・シャルコー（南極）

2月28日㈫ ポートロックロイ（南極）
3月  1日㈬ デセプション島（南極）
3月  2日㈭ ウェーデル海（南極）
3月  3日㈮ ドレーク海峡クルージング
3月  4日㈯ ドレーク海峡クルージング

3月  5日㈰

ウシュアイア　下船
港→空港 送迎
ウシュアイア－ブエノス
アイレス 空路移動

アルゼ
ンチン

7:00

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,280～
海側ベランダ付 デッキ3 2,510～
海側ベランダ付 デッキ4 2,680～
海側ベランダ付 デッキ5 2,820～
海側ベランダ付 デッキ6 2,960～
デラックススイート デッキ6 3,850～
プレステージスイート デッキ5 4,230～
プレステージスイート デッキ6 4,440～
オーナースイート デッキ6 8,260～
ポートチャージ＆諸税 450 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 5,860～
海側ベランダ付 デッキ3 6,780～
海側ベランダ付 デッキ4 7,480～
海側ベランダ付 デッキ5 7,810～
海側ベランダ付 デッキ6 8,150～
デラックススイート デッキ6 10,950～
プレステージスイート デッキ5 12,740～
プレステージスイート デッキ6 13,330～
オーナースイート デッキ6 23,930～
ポートチャージ＆諸税 540 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 8,720～
海側ベランダ付 デッキ3 9,410～
海側ベランダ付 デッキ4 10,060～
海側ベランダ付 デッキ5 10,460～
海側ベランダ付 デッキ6 10,870～
デラックススイート デッキ6 16,790～
プレステージスイート デッキ5 20,800～
プレステージスイート デッキ6 22,270～
オーナースイート デッキ6 26,340～
ポートチャージ＆諸税 1,008 

Jakarta

ハイフォン

ハロンベイ

ダナン
チャンメイ

ホーチミンシティ

香港

バフィン湾

南極海

●エクスペディションクルーズ ●エクスペディションクルーズ

●エクスペディションクルーズ

●エクスペディションクルーズ

南シナ海

南 極 北 極アジア

日本人コーディネーター乗船

ハロンベイ（ベトナム） 南極（イメージ） 北極（イメージ）

2017年2月23日㈭
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■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

オーストラリア・キンバリー 10泊 オーストラリア・キンバリー 10泊 ニューヨーク 9泊
ship  ル・ボレアル

■出港日：2016年9月30日㈮
ship  ル・ソレアル

■出港日：2017年9月28日㈭

■出港日：2017年7月3日㈪,23日㈰, 8月12日㈯

ship  ロストラル ship  ロストラル

バッカニア群島

ダーウィンヴァンシタートベイ

フレッシュウォーター・コーヴラセペード島

ハンター・リバー&
ミッチェル・フォールズ コーラマ・ベイ＆

キングジョージ・
リバー・フォールズ

ブルーム
モンゴメリー･リーフ

タルボット・ベイ＆
ホリズンタル・フォールズ

ダーウィン

ヴァンシタートベイ

フレッシュウォーター・コーヴラセペード島

ハンター・リバー&
ミッチェル・フォールズ コーラマ・ベイ＆

キングジョージ・
リバー・フォールズ

スイフト・ベイ

モンゴメリー･リーフ

タルボット・ベイ＆
ホリズンタル・フォールズ

日付 寄港地 国 入港 出港

1 ダーウィン オーストラリア 18:00

2 
コーラマ・ベイ＆
キングジョージ・
リバー・フォールズ

オーストラリア

3 
コーラマ・ベイ＆
キングジョージ・
リバー・フォールズ

オーストラリア

4 ヴァンシタートベイ オーストラリア

5 ハンター・リバー &
ミッチェル・フォールズ オーストラリア

6 フレッシュウォーター・
コーヴ オーストラリア

7 モンゴメリー ･リーフ オーストラリア

8 タルボット・ベイ＆
ホリズンタル・フォールズ オーストラリア

9 バッカニア群島 オーストラリア

10 ラセペード島 オーストラリア

11 ブルーム オーストラリア 8:00

日付 寄港地 国 入港 出港

1 ボストン アメリカ  18:00

2 終日クルージング    

3 ルーネンバーグ カナダ 7:00 14:00

4 バーハーバー アメリカ 7:00 14:00

5 サレム アメリカ 8:00 16:00

6 ニュー ポート
（ロードアイランド州） アメリカ 7:00

18:00

7 ニューヨーク アメリカ 7:30 船内泊

8 ニューヨーク アメリカ  19:00

9 
オーク ブラフス
(マーサズ・
ヴィニヤード島)

アメリカ   

10 ボストン アメリカ 7:00  

日付 寄港地 国 入港 出港
2017年
9月  1日㈮ ダーウィン オーストラリア 16:30

9月  2日㈯ ヴァンシタート
ベイ オーストラリア

9月  3日㈰
ハンター・リバー &
ミッチェル・
フォールズ

オーストラリア

9月  4日㈪ フレッシュウォー
ター・コーヴ オーストラリア

9月  5日㈫ ラセペード島 オーストラリア

9月  6日㈬ モンゴメリー ･
リーフ オーストラリア

9月  7日㈭
タルボット・ベイ＆
ホリズンタル・
フォールズ

オーストラリア

9月  8日㈮ スイフト・ベイ オーストラリア

9月  9日㈯
コーラマ・ベイ＆
キングジョージ・
リバー・フォールズ

オーストラリア

9月10日㈰
コーラマ・ベイ＆
キングジョージ・
リバー・フォールズ

オーストラリア

9月11日㈪ ダーウィン オーストラリア 8:00

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 4,040～
海側ベランダ付 デッキ3 4,360～
海側ベランダ付 デッキ4 4,710～
海側ベランダ付 デッキ5 4,850～
海側ベランダ付 デッキ6 5,000～
デラックススイート デッキ6 7,000～
プレステージスイート デッキ5 9,710～
プレステージスイート デッキ6 10,010～
オーナースイート デッキ6 10,710～
ポートチャージ＆諸税 530 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 4,040～
海側ベランダ付 デッキ3 4,360～
海側ベランダ付 デッキ4 4,710～
海側ベランダ付 デッキ5 4,850～
海側ベランダ付 デッキ6 5,000～
デラックススイート デッキ6 7,000～
プレステージスイート デッキ5 9,710～
プレステージスイート デッキ6 10,010～
オーナースイート デッキ6 10,710～
ポートチャージ＆諸税 530 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 3,100～
海側ベランダ付 デッキ3 3,350～
海側ベランダ付 デッキ4 3,590～
海側ベランダ付 デッキ5 3,730～
海側ベランダ付 デッキ6 3,880～
デラックススイート デッキ6 5,040～
プレステージスイート デッキ5 5,600～
プレステージスイート デッキ6 6,090～
オーナースイート デッキ6 9,320～
ポートチャージ＆諸税 450 

北大西洋

日 本 海
ルーネンバーグ

ニューポート

ボストン

ニューヨーク
オーク ブラフス

サレム

バーハーバー

●エクスペディションクルーズ ●エクスペディションクルーズ

オセアニア アメリカ

キンバリー・コースト（イメージ） ニューヨーク（アメリカ）
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■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

■料金表 (ユーロ）

地中海 7泊 アドリア海 7泊 アイスランド 7泊
ship  ル・リリアル ship  ロストラルship  ル・リリアル

■出港日：2016年7月6日㈬,13日㈬,20日㈬,27日㈬
ship  ル・ソレアル

■出港日： 2017年6月28日㈬,
 7月5日㈬,12日㈬,19日㈬,26日㈬

■出港日： 2016年5月24日㈫,31日㈫,6月7日㈫,
 8月30日㈫,9月6日㈫,13日㈫
 2017年5月16日㈫,23日㈫,30日㈫ 
 8月22日㈫,29日㈫ 9月5日㈫

アークレイリ
グルンダル
フィヨルズル

レイキャビク

イーサフィヨルズル

ヘイマエイ島

グリムセイ島
シベニク

ロヴィニ

ドブロブニク

コルチュラ

フヴァル
スプリット

コトル

プーラ
ベニス

日付 寄港地 国 入港 出港

1 レイキャビク - 
ハプナルフィヨルズル アイスランド 　 21:00

2 グルンダル
フィヨルズル アイスランド 11:00 18:30

3 グリムセイ島 アイスランド 14:00 19:00

4 アークレイリ アイスランド 7:00 17:00

5 イーサフィヨルズル - 
フィヨルドクルージング アイスランド 7:00 15:00

6 ヘイマエイ島 アイスランド 12:30 20:00

7 レイキャビク - 
ハプナルフィヨルズル アイスランド 7:00 　

8 レイキャビク - 
ハプナルフィヨルズル アイスランド 　 　

日付 寄港地 国 入港 出港

1 ベニス イタリア 　 18:00

2 
シベニク クロアチア 8:30 9:30

スプリット クロアチア 13:30 23:45

3 コルチュラ クロアチア 11:00 22:00

4 ドブロブニク クロアチア 7:00 23:45

5 コトル モンテネグロ 9:00 20:00

6 フヴァル クロアチア 7:00 18:00

7 
 

プーラ クロアチア 8:00 12:00

ロヴィニ クロアチア 14:30 22:00

8 ベニス イタリア 7:00 　

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,170～
海側ベランダ付 デッキ3 2,350～
海側ベランダ付 デッキ4 2,540～
海側ベランダ付 デッキ5 2,590～
海側ベランダ付 デッキ6 2,640～
デラックススイート デッキ6 3,570～
プレステージスイート デッキ5 3,880～
プリビレッジスイート デッキ6 4,110～
グランドデラックススイート デッキ6 5,350～
グラントプリビレッジスイート デッキ6 6,420～
オーナースイート デッキ6 8,650～
ポートチャージﾞ＆諸税 350 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,380～
海側ベランダ付 デッキ3 2,570～
海側ベランダ付 デッキ4 2,770～
海側ベランダ付 デッキ5 2,830～
海側ベランダ付 デッキ6 2,890～
デラックススイート デッキ6 3,900～
プレステージスイート デッキ5 4,530～
プリビレッジスイート デッキ6 4,800～
グランドデラックススイート デッキ6 6,250～
グラントプリビレッジスイート デッキ6 7,310～
オーナースイート デッキ6 10,550～
ポートチャージﾞ＆諸税 350 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,800～
海側ベランダ付 デッキ3 3,030～
海側ベランダ付 デッキ4 3,270～
海側ベランダ付 デッキ5 3,360～
海側ベランダ付 デッキ6 3,470～
デラックススイート デッキ6 5,370～
プレステージスイート デッキ5 6,740～
プレステージスイート デッキ6 6,940～
オーナースイート デッキ6 9,350～
ポートチャージ＆諸税 350 

マルセイユ

カルヴィ

ボニファシオ

リーパリ
カタコロン
コリントス運河

ストロンボリ
火山

アテネ

サレルノ

ノルウェー海

日付 寄港地 国 入港 出港

2016年
10月18日㈫

アテネ ギリシャ 　 18:00

コリントス運河
通過  　 　 　

10月19日㈬ カタコロン ギリシャ 12:00 18:30

10月20日㈭ 終日クルージング 　 　 　

10月21日㈮

リーパリ
（シチリア島） イタリア 8:00 14:00

ストロンボリ
火山通過 　 　 　

10月22日㈯
サレルノ イタリア 8:00 14:00

アマルフィ沿岸
クルージング 　 　 　

10月23日㈰ ボニファシオ
（コルシカ島） フランス 12:00 21:00

10月24日㈪ カルヴィ
（コルシカ島） フランス 8:00 15:00

10月25日㈫ マルセイユ フランス 8:00 　

ヨーロッパ

日本人コーディネーター乗船

ボニファシオ（フランス） ベニス（イタリア） アイスランド（イメージ）
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■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ） ■料金表 (ユーロ）

英国・アイルランド 7泊 英国・アイルランド 7泊 バルト海 7泊
ship  ル・ソレアル ship  ル・ソレアル ship  ル・ボレアル

■出港日：2016年6月24日㈮
ship  ル・ソレアル

■出港日：2017年5月16日㈫,23日㈫＊,30日㈫
＊5/23発はコペンハーゲン～ストックホルム

シリー諸島
ガーンジー島

リバプール

コーブ

ベルファスト

ダブリン

ダグラス

ポーツマス

シリー諸島
ガーンジー島

リバプール

コーブ

ベルファスト

ダブリン

ダグラス

ポーツマス

日付 寄港地 国 入港 出港

1 ストックホルム スウェーデン 17:00

2 ヘルシンキ フィンランド 13:00 17:00

3 サンクトペテルブルグ ロシア 8:00

4 サンクトペテルブルグ ロシア

5 サンクトペテルブルグ ロシア 18:00

6 タリン エストニア 9:00 17:00

7 終日クルージング 　

8 コペンハーゲン デンマーク 8:00

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,000～
海側ベランダ付 デッキ3 2,160～
海側ベランダ付 デッキ4 2,330～
海側ベランダ付 デッキ5 2,400～
海側ベランダ付 デッキ6 2,470～
デラックススイート デッキ6 3,460～
プレステージスイート デッキ5 4,800～
プレステージスイート デッキ6 4,940～
オーナースイート デッキ6 7,140～
ポートチャージ＆諸税 350 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,000～
海側ベランダ付 デッキ3 2,160～
海側ベランダ付 デッキ4 2,330～
海側ベランダ付 デッキ5 2,400～
海側ベランダ付 デッキ6 2,470～
デラックススイート デッキ6 3,460～
プレステージスイート デッキ5 4,800～
プレステージスイート デッキ6 4,940～
オーナースイート デッキ6 7,140～
ポートチャージ＆諸税 350 

客　室 料　金
海側窓付 デッキ3 2,370～
海側ベランダ付 デッキ3 2,560～
海側ベランダ付 デッキ4 2,760～
海側ベランダ付 デッキ5 2,840～
海側ベランダ付 デッキ6 2,930～
デラックススイート デッキ6 3,960～
プレステージスイート デッキ5 4,990～
プレステージスイート デッキ6 5,340～
オーナースイート デッキ6 8,770～
ポートチャージ＆諸税 350 

北 海北 海

コペンハーゲン
サンクト
ペテルブルグ

ヘルシンキ
ストックホルム

タリン

日付 寄港地 国 入港 出港
2017年
4月24日㈪ ポーツマス 英国 　 19:00

4月25日㈫ ガーンジー島
（チャンネル諸島） 英国領 12:00 19:00

4月26日㈬ シリー諸島 英国 8:00 14:00

4月27日㈭ コーヴ（コーク） ア イ ル
ランド 8:00 18:00

4月28日㈮ リバプール 英国 14:30 23:00

4月29日㈯ ダグラス（マン島） 英国 8:00 18:00

4月30日㈰ ベルファスト ア イ ル
ランド 8:00 18:00

5月  1日㈪ ダブリン ア イ ル
ランド 8:00 　

日付 寄港地 国 入港 出港
2017年

5月1日㈪ ダブリン ア イ ル
ランド 18:00

5月2日㈫ ベルファスト ア イ ル
ランド 8:00 18:00

5月3日㈬ ダグラス
（マン島） 英国 8:00 18:00

5月4日㈭ リバプール 英国 7:00 12:30

5月5日㈮ コーヴ（コーク） ア イ ル
ランド 9:30 18:30

5月6日㈯ シリー諸島 英国 8:00 14:00

5月7日㈰ ガーンジー島
（チャンネル諸島）

英 国 王
室属領 8:00 15:00

5月8日㈪ ポーツマス 英国 8:00

ご旅行条件
●クルーズ料金について

　ポナンのクルーズ料金は価格変動制、最大30%OFFから
販売がスタートします。
　総じて早めの予約ほどお安い傾向にございます。
　最新の料金と空き状況は取り扱い旅行会社までお問合せ
下さい。

●ご予約とお支払い
　ご予約から1週間以内にクルーズ代金の25%のご予約金
を申し受けます。

　残金のお支払いにつきましては、90日前がお支払期日と
なります。

●キャンセル料について
【通常のクルーズ】
ご予約完了後〜91日前まで …… 総額の10% 
90〜61日前まで ………………… 総額の25% 
60〜46日前まで ………………… 総額の50% 
45〜31日前まで ………………… 総額の75% 
30日前以降、もしくは無連絡 …… 総額の100%

【エクスペディションクルーズ】
ご予約完了後〜91日前まで …… 総額の25% 
90日前〜76日前 ………………… 総額の50% 
75日前〜61日前 ………………… 総額の75% 
60日前〜当日・無連絡不参加 …… 総額の100% 

●チップ
　1泊お一人様12ユーロとさせていただいております。

●アルコール
　レストランやバーでの主だったアルコール類は無料と
なっております。（一部プレミアムブランドを除く）

ダブリン（アイルランド） サンクトペテルブルグ（ロシア）



ポナン　日本地区販売代理店　マーキュリートラベル株式会社
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-9-2　MMタワーズフォレシス29階 D2907

TEL：045-664-4268　FAX：050-3730-3857 　日本語サイト http://ponant.jp

Your TrAVEL AgEnT


