
日本海、瀬戸内クルーズ
11泊12日　22年4月4日 小樽発 ～ 4月15日 大阪着　ル・ソレアル号にて

風光明媚な港町、小樽を出航して11泊のクルーズで日本海と瀬戸内海の魅力的な港
を巡るゆったりしたクルーズとなります。津軽海峡を通過し青森を訪れた後は佐渡島
では南部の小木の沖に停泊し、テンダーボートで昔ながらの港からの上陸を予定し
ています。新しくクルーズターミナルが完成した金沢港からは合掌造りの家々で有名
な世界遺産、白川郷を訪れることが出来ます。昭和レトロな面影を残す境港を訪問し
た後は、お隣韓国の港町釜山を訪問します。美しい城下町である唐津を訪問した後、
中国地方の中心都市、広島を訪問し、最後の寄港地は香川県の県庁所在地高松を訪
れます。

日本海と瀬戸内海という日本が誇る２つの海を12日間かけてゆったりと９つの港を
巡る非常に贅沢なコースとなっています。洋上では美しい沿岸の景色を堪能しなが
ら、美食の船と言われるポナンの船上では洗練されたフレンチを堪能頂きます。時間
に余裕を持ち、改めて日本の美しさを再確認出来るクルーズとなっております。

日付 港 入港 出港
04/04/22 小樽 夕方
05/04/22 終日航海
06/04/22 青森 午前 夕方
06/04/22 佐渡島 午前 夕方
08/04/22 金沢 午前 夕方
09/04/22 境港 午前 夕方
10/04/22 釜山 午前 夕方
11/04/22 唐津 午前 夕方
12/04/22 別府 午前 夕方
13/04/22 広島 午前 夕方
14/04/22 高松 午前 夕方
15/04/22 大阪 午前

Japan Luxury Yacht Cruising

料金に含まれるもの

•	 クルーズ代金
•	 港湾使用税
•	 全ての食事とオープンバー
•	 2つのレストラン
•	 24時間のルームサービス
•	 無料	WI-FI

料金に含まれないもの

•	 クルーへのチップ
•	 スパトリートメント
•	 別途有料ツアー

カテゴリー 料金

スーペリア	ステート €6,790 pp*

デラックス	ステート €7,350 pp*

プレステージ	デッキ	４ €8,160 pp*

プレステージ	デッキ	５ €8,560 pp*

プレステージ	デッキ	６ €9,050 pp*

デラックス	スィート €12,590 pp*

プレステージ	デッキ	５																																																																																									
スィート €17,030 pp*

プレステージ	デッキ	６																																																																																									
スィート €17,910 pp*

オーナーズ	スィート €25,580 pp*

料金:

＊表示されている金額は変動制のあるポナンボーナスが反映され、ユーロ表示となり1部屋2人利用での1人当たりの料金に港湾使用税が含まれた金額となります、21年3月28日時点。金額は変動制となります
ので実際の金額はお問合せの時期により変動します。現在の感染症対策の影響により、クルーズ出航時点での港湾の状況、政府からの要請等によって行程、上陸プログラムに変更が生じる場合がございます。̂30
％の割引はポナンボーナスの最大値となります。ポナンボーナスは空室状況に連動し予告なく変動します。#初めてポナンのクルーズに乗船する2名1室利用でのお客様には1室につき500€の割引が適用されま
す。このこの割引は空室状況に応じて提供され、他の割引との併用は不可となります。また予告なく適用が不可となることもございます。その他販売条件は弊社の販売条件を参照下さい。asia.ponant.com	 (英文
のみ）© PONANT Phillip Plisson, François Lefebvre. ABN: 35 166 676 517.

表記の料金は現在のポナンボーナスに基づいた金額となるます。
ポナンボーナスは予告なく変動致しますので予めご了承下さい。

ポナンボーナスで早期申し込みが最大20％割引になります^

ポナンに初めての乗船の場合、追加で500€の割引が追加されます#

お問い合わせ先



西日本周遊クルーズ
8泊9日　22年4月30日 舞鶴発～5月8日大阪着、5月8日大阪発～5月16日舞鶴着、
5月16日舞鶴発～5月24日大阪着　ル・ソレアル号にて

世界中に航路を設定しているポナンの中でも特に欧米の方に高い人気を誇るのがこ
ちらのコース。西日本、九州、四国を巡る航路となり、またポナンの船は全て全長200
メートル以下となるので瀬戸内海クルーズを堪能することができます。毎年、舞鶴発、
また逆ルートで大阪発を設定しており、22年は3本の設定からお選びいただけます。
中には4月30日発のゴールデンウィーク期間と重なるコースも設定しております。

昭和レトロな面影を残す境港、異国情緒あふれる長崎、そして桜島が見渡せる鹿児島
と日本でも指折りの港を巡った後、城下町宇和島を経て日本が誇る多島美を堪能で
きる瀬戸内海へ。本船から直接宮島へ上陸するのも良い思い出となるでしょう。半分
以上のお客様は欧米からの参加となりますので、日本発着のクルーズでありながら
船内では様々な交流を楽しんで頂けるクルーズとなっております。

日付 港 入港 出港
30/04/22 舞鶴 夕方
01/05/22 境港 午前 夕方
02/05/22 釜山 午前 夕方
03/05/22 長崎 午前 夕方
04/05/22 鹿児島 午前 夕方
05/05/22 宇和島 午前 夕方
06/05/22 宮島 午前 正午
06/05/22 広島 午後 夕方
07/05/22 玉野 午前 夕方
08/05/22 大阪 午前

Japan Luxury Yacht Cruising

カテゴリー 料金

スーペリア	ステート €4,940 pp*

デラックス	ステート €5,350 pp*

プレステージ	デッキ	４ €5,930 pp*

プレステージ	デッキ	５ €6,230 pp*

プレステージ	デッキ	６ €6,580 pp*

デラックス	スィート €9,160 pp*

プレステージ	デッキ	５																																																																																									
スィート €12,370 pp*

プレステージ	デッキ	６																																																																																									
スィート €13,020 pp*

オーナーズ	スィート €18,590 pp*

料金に含まれるもの

•	 クルーズ代金
•	 港湾使用税
•	 全ての食事とオープンバー
•	 2つのレストラン
•	 24時間のルームサービス
•	 無料	WI-FI

料金に含まれないもの

•	 クルーへのチップ
•	 スパトリートメント
•	 別途有料ツアー

料金:

＊表示されている金額は変動制のあるポナンボーナスが反映され、ユーロ表示となり1部屋2人利用での1人当たりの料金に港湾使用税が含まれた金額となります、21年3月28日時点。金額は変動制となります
ので実際の金額はお問合せの時期により変動します。現在の感染症対策の影響により、クルーズ出航時点での港湾の状況、政府からの要請等によって行程、上陸プログラムに変更が生じる場合がございます。̂30
％の割引はポナンボーナスの最大値となります。ポナンボーナスは空室状況に連動し予告なく変動します。#初めてポナンのクルーズに乗船する2名1室利用でのお客様には1室につき500€の割引が適用されま
す。このこの割引は空室状況に応じて提供され、他の割引との併用は不可となります。また予告なく適用が不可となることもございます。その他販売条件は弊社の販売条件を参照下さい。asia.ponant.com	 (英文
のみ）Photographs © PONANT Phillip Plisson, François Lefebvre. ABN: 35 166 676 517.

4月30日・5月16日発が同じ航路となり、5月8日発は逆ルート
で大阪から舞鶴に同じ寄港地を巡る航路となります

ポナンボーナスで早期申し込みが最大20％割引になります^

ポナンに初めての乗船の場合、追加で500€の割引が追加されます#

表記の料金は現在のポナンボーナスに基づいた金額となるます。
ポナンボーナスは予告なく変動致しますので予めご了承下さい。

お問い合わせ先



沖縄エクスペディション
7泊8日　大阪発～基隆着　22年5月24日 大阪発 ～ 5月31日 基隆着　ル・ソレアル号にて

ポナンが数年かけて沖縄の島々を巡り、島の方々の協力を得る中で遂に実現した、ポナ
ンが得意とするエクスペディションスタイルで沖縄の離島を巡る史上初のクルーズが22
年に実現します。美しい自然が残り大規模な開発が行われていないのどかな雰囲気が
残る離島を中心に巡ります。エクスペディションスタイルとなるので島々での基本観光も
料金に含まれているのも魅力です。（ダイビングなど別途有料コースを除く）それぞれの
島で沖縄の離島が持つ手つかずの大自然に触れ、透き通った海を堪能し、また島固有の
文化に触れる機会も盛り込んだ航路となります。一つ一つの島を空路、フェリーで結ぼ
うとすると毎回那覇を経由した大変な行程になりますが、毎日異なる島を移動のストレ
スを感じる事なく巡る事が出来る今までにないクルーズです。「ケラマ・ブルー」と世界中
のダイバーを魅了する座間味島では海を堪能し、久米島が誇るはての浜への上陸や島
内観光、竹富島の昔ながらの集落を散策し、西表島ではジャングルクルーズなど毎日盛
沢山なアクティビティにご案内致します。

沖縄の離島をエクスペディションスタイルで巡る初めてのクルーズ、これから人気商品と
なること必至のクルーズが2022年に出航します。

日付 港 入港 出港
24/05/22 大阪 夕方
25/05/22 喜界島 午後 夕方
26/05/22 座間味島 午前 夕方
27/05/22 久米島 午前 午後

28/05/22 竹富島																																																																																																						
西表島 共に半日ずつ

29/05/22 与那国島 午前 夕方
30/05/22 基隆 午前
31/05/22 台湾

Okinawa Luxury Expedition

カテゴリー 料金

スーペリア	ステート €4,010 pp*

デラックス	ステート €4,330 pp*

プレステージ	デッキ	４ €4,810 pp*

プレステージ	デッキ	５ €5,040 pp*

プレステージ	デッキ	６ €5,330 pp*

デラックス	スィート €7,390 pp*

プレステージ	デッキ	５																																																																																									
スィート €9,980 pp*

プレステージ	デッキ	６																																																																																									
スィート €10,500 pp*

オーナーズ	スィート €17,080 pp*

料金に含まれるもの

•	 クルーズ代金
•	 港湾使用税
•	 全ての食事とオープンバー
•	 2つのレストラン
•	 24時間のルームサービス
•	 無料	WI-FI
•	 基本の観光コース

料金に含まれないもの

•	 クルーへのチップ
•	 スパトリートメント
•	 別途有料ツアー

料金:

＊表示されている金額は変動制のあるポナンボーナスが反映され、ユーロ表示となり1部屋2人利用での1人当たりの料金に港湾使用税が含まれた金額となります、21年3月28日時点。金額は変動制となります
ので実際の金額はお問合せの時期により変動します。現在の感染症対策の影響により、クルーズ出航時点での港湾の状況、政府からの要請等によって行程、上陸プログラムに変更が生じる場合がございます。̂30
％の割引はポナンボーナスの最大値となります。ポナンボーナスは空室状況に連動し予告なく変動します。#初めてポナンのクルーズに乗船する2名1室利用でのお客様には1室につき500€の割引が適用されま
す。このこの割引は空室状況に応じて提供され、他の割引との併用は不可となります。また予告なく適用が不可となることもございます。その他販売条件は弊社の販売条件を参照下さい。asia.ponant.com	 (英文
のみ）Photographs © PONANT Phillip Plisson, François Lefebvre / Adobe Stock. ABN: 35 166 676 517.

史上、初めてのスタイルと航路！

ポナンボーナスで早期申し込みが最大30％割引になります^

ポナンに初めての乗船の場合、追加で500€の割引が追加されます#

表記の料金は現在のポナンボーナスに基づいた金額となるます。
ポナンボーナスは予告なく変動致しますので予めご了承下さい。

お問い合わせ先



沖縄エクスペディション
7泊8日　基隆発～那覇着　22年5月31日 基隆発 ～ 6月7日 那覇着　ル・ソレアル号にて

ポナンが数年かけて沖縄の島々を巡り、島の方々の協力を得る中で遂に実現した、ポ
ナンが得意とするエクスペディションスタイルで沖縄の離島を巡る史上初のクルーズ
が22年に実現します。美しい自然が残り大規模な開発が行われていないのどかな雰
囲気が残る離島を中心に巡ります。エクスペディションスタイルとなるので島々での
基本観光も料金に含まれているのも魅力です。（ダイビングなど別途有料コースを除
く）それぞれの島で沖縄の離島が持つ手つかずの大自然に触れ、透き通った海を堪能
し、また島固有の文化に触れる機会も盛り込んだ航路となります。一つ一つの島を空
路、フェリーで結ぼうとすると毎回那覇を経由した大変な行程になりますが、毎日異
なる島を移動のストレスを感じる事なく巡る事が出来る今までにないクルーズです。「
ケラマ・ブルー」と世界中のダイバーを魅了する座間味島では海を堪能し、久米島が
誇るはての浜への上陸や島内観光、竹富島の昔ながらの集落を散策し、西表島では
ジャングルクルーズなど毎日盛沢山なアクティビティにご案内致します。

沖縄の離島をエクスペディションスタイルで巡る初めてのクルーズ、これから人気商
品となること必至のクルーズが2022年に出航します。

日付 港 入港 出港
31/05/22 基隆 夕方
01/06/22 石垣島 午前 夕方

02/06/22 竹富島																																																																																																						
西表島 共に半日ずつ

03/06/22 宮古島 午前 夕方
04/06/22 久米島 午前 夕方
05/06/22 伊平屋島 午前 夕方
06/06/22 座間味島 午前 夕方
07/06/22 那覇 午前

Okinawa Luxury Expedition

カテゴリー 料金

スーペリア	ステート €4,010 pp*

デラックス	ステート €4,330 pp*

プレステージ	デッキ	４ €4,810 pp*

プレステージ	デッキ	５ €5,040 pp*

プレステージ	デッキ	６ €5,330 pp*

デラックス	スィート €7,390 pp*

プレステージ	デッキ	５																																																																																									
スィート €9,980 pp*

プレステージ	デッキ	６																																																																																									
スィート €10,500 pp*

オーナーズ	スィート €17,080 pp*

料金に含まれるもの

•	 クルーズ代金
•	 港湾使用税
•	 全ての食事とオープンバー
•	 2つのレストラン
•	 24時間のルームサービス
•	 無料	WI-FI
•	 基本の観光コース

料金に含まれないもの

•	 クルーへのチップ
•	 スパトリートメント
•	 別途有料ツアー

料金:

＊表示されている金額は変動制のあるポナンボーナスが反映され、ユーロ表示となり1部屋2人利用での1人当たりの料金に港湾使用税が含まれた金額となります、21年3月28日時点。金額は変動制となります
ので実際の金額はお問合せの時期により変動します。現在の感染症対策の影響により、クルーズ出航時点での港湾の状況、政府からの要請等によって行程、上陸プログラムに変更が生じる場合がございます。̂30
％の割引はポナンボーナスの最大値となります。ポナンボーナスは空室状況に連動し予告なく変動します。#初めてポナンのクルーズに乗船する2名1室利用でのお客様には1室につき500€の割引が適用されま
す。このこの割引は空室状況に応じて提供され、他の割引との併用は不可となります。また予告なく適用が不可となることもございます。その他販売条件は弊社の販売条件を参照下さい。asia.ponant.com	 (英文
のみ）Photographs © PONANT François Lefebvre / Adobe Stock. ABN: 35 166 676 517.

史上、初めてのスタイルと航路！

ポナンボーナスで早期申し込みが最大30％割引になります^

ポナンに初めての乗船の場合、追加で500€の割引が追加されます#

表記の料金は現在のポナンボーナスに基づいた金額となるます。
ポナンボーナスは予告なく変動致しますので予めご了承下さい。

お問い合わせ先


