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未知の世界に出会う冒険をラグジュアリーな旅に

ポナン

～客船紹介～
■エクスプローラーシリーズ ■シスターシップシリーズ

●ル・ベロ（就航年月：2021年7月）
●ル・ジャック・カルティエ（就航年月：2020年7月）
●ル・デュモンデュビル（就航年月：2019年6月）
●ル・ブーゲンビル（就航年月：2019年4月）
●ル・シャンプラン（就航年月：2018年9月）
●ル・ラペルーズ（就航年月：2018年6月）

総トン数：9,900トン
乗客定員／乗組員数：184名／110名

●ル・リリアル（就航年月：2015年4月）
●ル・ソレアル（就航年月：2013年7月）
●ロストラル（就航年月：2011年5月）
●ル・ボレアル（就航年月：2010年5月）

総トン数：10,700トン
乗客定員／乗組員数：264名／140名
※ル・リリアルは244名／140名）

最新プロモーション情報（2022年10月15日現在）
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最大30％OFF
ポナンボーナス

最大30％割引となるプロモー
ション「ポナンボーナス」。
本パンフレット、WEBサイトは
表示の代金はポナンボーナス
割引適用済の代金です。

ハネムーン特典

ご結婚から12ヶ月以内にご乗
船の場合、クルーズ代金（港湾
税除く）を5%割引の他、シャン
パンのお部屋入れなどの特典
をご用意いたします。

ウェディングアニバーサリー
特典

ご結婚から５年ごと（例：5周
年、10周年...）に当たる年にご
乗船の場合、1室200ユーロ割
引いたします。

船上予約割引

船上で次回のクルーズを新規
にご予約した場合、クルーズ代
金（港湾税除く）を5%割引い
たします。

初乗船割引
＠250 & 200ユーロ

初めて乗船されるお客様には
ウェルカム特典として、ポナン
はお一人様250ユーロ、ポール
・ゴーギャンはお一人様200ユ
ーロの割引が受けられます。

シングル追加代金なし
コース

特定コースで1名1室でご利用の
場合、シングル参加追加代金
「無料」でご乗船いただけます。
※スーペリアステート、最上級スイート
は対象外

スタイリッシュで自由なバカンス
スモールシップならではの細やかなサービスと、フランス流の
自由な体験の数々をお楽しみください。
小さな船体を生かし、大型船では訪れる事のできない魅力的
な小さい港や入り江を訪れます。

エレガントな船で行く探検クルーズ
南極や北極、あるいは熱帯のジャングルやサンゴ礁に島々へ。
ポナンの探検クルーズなら、その本質にふれることができま
す。船のデッキやバルコニーからも絶景をお楽しみいただけ
ます。
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※下記プロモーションは予告もなく、変更、終了となる場合がございます。予めご了承ください。
また、一部コースでは下記プロモーション適用除外のコースもございます。詳細な規定についてはお問合せください。

こちらのパンフレットも
ご覧下さい



■ポーラーエクスプローラー ■ポール・ゴーギャン
●ル・コマンダン・
　シャルコー

総トン数：30,000トン
就航年月：2021年7月
乗客定員／乗組員数：
270名／187名

●ポール・ゴーギャン

総トン数：19,200トン
就航年月：1998年1月
最新改装年月：2021年3月
乗客定員／乗組員数：
332名／217名

■セーリングシップシリーズ
●ル・ポナン

総トン数：1,443トン
就航年月：1991年5月
乗客定員／乗組員数：
64名／32名

乗船するほどお得に！リピーター特典　ポナンヨットクラブ
2回目以降のご乗船のお客さまにはポナンヨットクラブの会員特典をご用意しています。船上でも寄港地でも、特別なサービスをご用意しています。
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贅を尽くしたゆとりの旅
南太平洋に浮かぶ118もの島々からなるポリネシア。どこまでも
青い海の爽やかさと、人々の温かさに心が奪われます。緑萌ゆ
る山々、カラフルなサンゴ礁、たくさんの熱帯魚など、驚くほど
美しい色彩が島には溢れています。

プライベートリゾートでリラックス
自社で所有するタハア沖のプライベートアイランド「モツ・マ
ハナ」、ボラボラ島のプライベートビーチへもご案内します。
世界屈指の美しいラグーンに囲まれた海と細やかなサービス
でおもてなしいたします。

MAJOR ●3～4回目のクルーズ料金を5パーセント割引
●一航海につき50ユーロ相当のオンボードクレジット付き
●ランドリーサービス無料
●ポナンヨットクラブ会員限定のプライベートクルーズに
　お申し込み可能

●5～7回目のクルーズ料金を7.5パーセント割引
●船内でのお支払いが20パーセント割引(寄港地観光を除く)
●一航海につき100ユーロ相当のオンボードクレジット付き
●ランドリーサービス無料
●ポナンヨットクラブ会員限定のプライベートクルーズに
　お申し込み可能
●客室のアップグレード無料

●8～20回目のクルーズ料金を10パーセント割引
●船内でのお支払いが25パーセント割引(寄港地観光を除く)
●一航海につき150ユーロ相当のオンボードクレジット付き
●ランドリーサービス無料
●ポナンヨットクラブ会員限定のプライベートクルーズに
　お申し込み可能
●客室のアップグレード無料

●21回目以降すべてのクルーズ料金を12.5パーセント割引
●船内でのお支払いが25パーセント割引(寄港地観光を除く)
●一航海につき200ユーロ相当のオンボードクレジット付き
●ランドリーサービス無料
●ポナンヨットクラブ会員限定のプライベートクルーズに
　お申し込み可能
●客室のアップグレード無料
●優先乗船(対応できない乗船港もあります)

MAJOR メジャー
対象:2回目のクルーズをご予約いただいた方

GRAND ADMIRAL グランドアドミラル
対象:7回目のクルーズをご予約いただいた方

ADMIRAL アドミラル
対象:4回目のクルーズをご予約いただいた方

COMMODORE コモドア
対象:20回目のクルーズをご予約いただいた方

※各特典には諸条件がございます。詳しくはお問合せください。

最高の休日を、魅力あふれるタヒチの島々で

ポール・ゴーギャン・クルーズ

こちらのパンフレットも
ご覧下さい
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iCriuse スペシャルオファー

14日目

16日目
15日目

12月19日（火）

12月21日（木）

午後～夜

午前～午後 東京着

ブエノスアイレス発
北米便または欧州便にて帰国の途へ

航空機（復路）

13日目 12月18日（月） 着後、ご自身でブエノスアイレスホテルへ
　　　　　　【ブエノスアイレス・ホテル泊】

個人手配

2日目 12月7日（木）
朝～午前
午前

ブエノスアイレス着。
ご自身で船会社手配のホテルへ
                         【ブエノスアイレス・ホテル泊】

3日目 12月8日（金）

朝
午前
午前
16:00

船会社手配の送迎車（混乗）にて空港へ
船会社手配の航空機でウシュアイアへ（所要約3.5時間）
ウシュアイア着。船会社手配の送迎車（混乗）で港へ
乗船、チェックイン

船会社ホテルプログラム

※添乗員は同行致しませんが、iCruise専任コーディネーターが乗船します。
※寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合がございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

C

D

B

1日目 午前～午後12月6日（水） 東京発　北米又は欧州便にてブエノスアイレスへ

航空機（往路）B

13日目 午前
午前

午後

12月18日（月）
下船後、船会社手配の送迎車（混乗）で空港へ
船会社手配の航空機でブエノスアイレスへ（所要約3.5時間）

船会社送迎プログラムC

日次
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目
12日目
13日目

日付  
12月8日（金）
12月9日（土）
12月10日（日）
12月11日（月）
12月12日（火）
12月13日（水）
12月14日（木）
12月15日（金）
12月15日（土）
12月17日（日）
12月18日（月）

寄港地
ウシュアイア

ドレーク海峡クルージング

ドレーク海峡クルージング

南極半島上陸

ウシュアイア

入港

07:00

出港
18:00

クルーズ（10泊11日）A

クルーズ 航空機 ホテル 送迎 12泊16日+ + +

【船会社オファー】

【iCruiseスペシャルオファー】

短い夏（12～2月）を迎えるベストシーズンに南極
へ上陸。南極半島周辺に5日間滞在予定。
南極では一度に上陸できる人数が100名に規制さ
れていますが、定員200名のポナンの客船なら、
天候や海象の状況にもよりますが、毎日午前と
午後の2回の上陸またはアイスクルージングのチ
ャンスで様々な寄港地へとご案内いたします。

ポナンボーナス30％割引適用コース
（2022年10月15日現在）
表示の代金は割引適用済の代金です。空室が少なくなればな
るほど割引率は減少しますのでお早めにお申込みください。

1

お一人様にうれしい！シングル追加代金「無料」
（2022年10月15日現在）
予約状況により、予告なく無料キャンペーンを終了する場合
がございます。またスーペリアステート、オーナーズスイート
は適用除外です。

2

防寒具パルカプレゼント！
長靴も船内で無料レンタル

3

iCruise専任の日本人コーディネーター乗船
（当社からのご参加者が12名以上の場合）
日本語アシストや船内生活をサポートします。
12/7（木）ブエノスアイレスのホテルで皆様をお出迎えから
12/18（月）ブエノスアイレス空港到着までご一緒する予定です。

1

12/8（金）ウシュアイア到着後、乗船前にティエラ・
デル・フエゴ国立公園観光つき（180ユーロ相当）
船会社が手配する観光に混乗してご案内します。

2

■モデルプラン・スケジュール

2023年12月8日出航　ロストラル
地球最後の秘境　南極半島上陸（ウシュアイア発着）船内10泊11日

【おすすめポイント】

※本コースはポナンの各種割引プロモーション、リピーター割引等は適用対象外となります。



ブエノスアイレス マリオット（デラックスルーム・朝食付き）

宿泊代ブエノスアイレス

25,000円

D
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［見どころ紹介］クルーズ代金（変動制）／1 部屋2 名様でご利用の場合の大人お一人様代金

SA

PS6

PS5

DS6

PR6

PR5

PR4

DEL

SP3

€29,500

€16,980

€16,180

€15,550

€11,090

€10,820

€10,640

€10,200

€9,570

オーナーズスイート
海側ツインまたはダブル バルコニー・バスタブ付 45㎡+バルコニー40㎡/6階

プレスティージ・スイート
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 37㎡+バルコニー8㎡ 6階

プレスティージ・スイート
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 37㎡+バルコニー8㎡ 5階

デラックス・スイート
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 27㎡+バルコニー6㎡ 6階

プレスティージ・ステートルーム
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 18.5㎡+バルコニー4㎡ 6階

プレスティージ・ステートルーム
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 18.5㎡+バルコニー4㎡ 5階

プレスティージ・ステートルーム
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 18.5㎡+バルコニー4㎡ 4階

デラックス・ステートルーム
海側ツインまたはダブル バルコニー・シャワー付 18㎡+バルコニー4㎡ 3階

スーペリア・ステートルーム
海側ツインまたはダブル 窓・シャワー付 21㎡ 3階

公式レート客室タイプ（抜粋）

※左ページのモデルプラン・スケジュールで手配した場合のご旅行代金（例）です。
（1室2名利用時のお一人様代金）
■モデルプラン ご旅行代金の目安

クルーズ代金
※ポートチャージ・諸税はクルーズ代金に含まれています。
※ブエノスアイレス↔ウシュアイア間の航空券代も含まれます。

航空運賃
（ルフトハンザ ドイツ航空・エコノミークラスの場合）

ホテル個人手配（ブエノスアイレス）

船会社ホテル＆送迎

※上記、クルーズ代金は、1ユーロ＝142円で算出した暫定代金（100円単位に切り捨て）です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金で確定代金となります。
※クルーズ代金、航空運賃、ホテル個人手配代金は全て変動制です。ご予約時に再度必ずご確認ください。
※クルーズ代金には、ポートチャージ・諸税が含まれています。　※船内チップ、国内空港諸税、燃油サーチャージ・その他諸税、手配手数料等が別途必要になります。（詳細は上記ご参照ください。）
※利用航空機中間（プレミアム）・エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせください。

ポートチャージ・諸税はクルーズ代金に含まれています。

※クルーズ代金は、変動制となっており、上記クルーズ代金は2022年10月15日現在の
代金です。※シングル代金はお問合せください。※船内チップとして、お１人様１泊あ
たり12～15ユーロを目安にお支払いください（船内精算）。※1名様でご利用いただけ
る部屋数、3名様でご利用いただける部屋数には限りがございますので、予約時にお
問い合わせください。

A

ご旅行代金合計（目安）

A

B

C

D
クルーズ代金に含まれます。

25,000円

258,200円

サービス内容都市名

ブエノス
アイレス

●下船後
12月18日（月） 港→ウシュアイア空港間の送迎（混乗）

●乗船前
12月7日（木） ブエノスアイレスホテル1泊
12月8日（金） ホテル→ブエノスアイレス空港の送迎（混乗）
12月8日（金） ウシュアイア空港→港間の送迎（混乗）

代金

クルーズ代金に
含まれます

船会社送迎・ホテルプログラムC

※運賃は2022年10月15日現在です。予約の時期または、空席に応じて運賃は変動しますの
で予めご了承ください。
※国内空港税（羽田：2,670円／成田：2,610円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港税・
燃油サーチャージ（概算98,890円／2022年10月15日現在）手配手数料（5～20%）が別途必
要になります。※その他運賃規則は、航空会社のホームページをご参照ください。

モデルプラン（ルフトハンザ ドイツ航空 エコノミークラス利用）
運賃プラン

258,200円

B 航空運賃（一例）（エコノミークラス利用・変動制）

 ホテル個人手配（一例・変動制）

ハーフムーン島
南極で代表的な島のひとつです。ヒゲペンギンの
大きな営巣地があり、南極アザラシ、トウゾクカモ
メ、ウミツバメや数種類のアザラシが生息してい
ます。

ネコハーバー
氷河壁によって囲まれた湾の美しさに目を奪われ
るでしょう。上陸可能な場合のひとつで、アルゼ
ンチン隊の避難所とヒゲペンギンの営巣地を見る
ことができます。

ジェンツーペンギン
南極半島で最も多くみられるペンギンです。オレ
ンジ色のくちばし、後頭部の白が特徴で、植生の
周辺や海岸のなだらかな傾斜地に小石を集めて
巣をつくり繁殖します。

ヒゲペンギン
あごの下に黒い線があることから、ひげに見立て
てその名が付きました。ジェンツーペンギン、アデ
リーペンギンと共存し、その中でも性格は攻撃的
と言われています。

ルメール海峡
南極大陸で最も美しい景観が広がります。長さ
11km、幅の狭いところではわずか720mの海峡
で、間近に迫る氷山の美しさは圧巻。美しい水面
に映るさまも格別です。

ウエッデル海
ウェッデル海は、南極半島の西側海域とは異なる
趣を成しています。ウェッデルアザラシなど多種多
様な野生動物がこの海にやってきます。最大のみ
どころは、なんといっても巨大な卓状氷山です。

ウエッデルアザラシ
地球上で最も南に生息するアザラシで、南緯78度
の海域でも繁殖しています。最南端に生息する哺
乳動物と言われています。

ヒョウアザラシ
ヒョウアザラシは、ミナミゾウアザラシに次ぐ、南
極で2番目に大きいアザラシで、南極の食物連鎖
の頂点にいます。唯一の天敵がシャチと言われて
います。

PS6 
プレスティージ・スイート

PS6 
プレスティージ・スイート

16,980ユーロ
（2,411,100円）

2,694,300 円

11,090ユーロ
（1,574,700円）

1,857,900 円

10,200ユーロ
（1,448,400円）

1,731,600 円

9,570ユーロ
（1,358,900円）

1,642,100 円

PR6 
プレスティージ・スイート

DEL
デラックス・ステート

SP3
スーペリア・ステートルーム

※気象・海象の影響により、下記に掲載した寄港地への寄港、
野生動物を見られることを保証するものではございません。



航空運賃
（エア・タヒチ・ヌイ エコノミークラス利用の場合）

B 201,000円

iCriuse スペシャルオファー

1日目

2日目

6月16日（金）

6月17日（土）

午前
午前
15:00

着後、ホテルへ。その後、自由行動【パペーテ・ホテル泊】
チェックアウト後、港へ
乗船チェックイン

送迎・ホテル（個人手配）

※寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合がございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

C

1日目
17:40

09:30
6月16日（金）

東京発　エア・タヒチ・ヌイ直行便にてパペーテへ
＊＊＊＊＊日付変更線通過＊＊＊＊＊
パペーテ着

航空機（往路）B

11日目 07:00

14:05

6月26日（月） パペーテ発　エア・タヒチ・ヌイ直行便で帰国の途へ
＊＊＊＊＊日付変更線通過＊＊＊＊＊

12日目 6月27日（火） 東京着

航空機（往路）B

9日目 午前6月24日（土） 下船　その後、ホテルへ【パペーテ・ホテル泊】
10日目 終日6月25日（日） 自由行動                           【パペーテ・ホテル泊】

送迎・ホテル（個人手配）C

日次
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目

日付             
6月17日（土） 
6月18日（日） 
6月19日（月） 
6月20日（火） 
6月21日（水） 
6月22日（木） 
6月23日（金） 
6月24日（土） 

寄港地
パペーテ／タヒチ島
フアヒネ島
モツ・マハナ／タハア島
ボラボラ島／ソシエテ諸島
ボラボラ島／ソシエテ諸島
モーレア島
パペーテ／タヒチ島
パペーテ／タヒチ島

入港

08:00
08:00
08:00

08:00
20:30

出港
22:00
17:00
17:00
停泊
17:00
23:59
停泊

クルーズ（7泊8日）A

クルーズ 航空機 ホテル 送迎 10泊12日+ + +
■モデルプラン・スケジュール

2023年1月～12月出航　ポール・ゴーギャン
タヒチの島 ・々ボラボラ島周遊（パペーテ発着）船内7泊8日

※上記モデルプラン・スケジュールで手配した場合のご旅行代金（例）です。

（1室2名利用時のお一人様代金）
■モデルプラン（6/17出航）ご旅行代金の目安

※上記、クルーズ代金は、1ユーロ＝142円で算出した暫定代金（100円単位に切り捨て）です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金で確定代金となります。
※クルーズ代金、航空運賃、個人手配ホテル代金は全て変動制です。ご予約時に再度必ずご確認ください。
※クルーズ代金には、ポートチャージ・諸税が含まれています。　国内空港諸税、燃油サーチャージ・その他諸税、手配手数料等が別途必要になります。
※利用航空機中間（プレミアム）・エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせください。
※行程の組み方により、船会社のホテル前後泊プランをご利用いただく事も可能です。詳しくはご相談ください。

ご旅行代金合計（目安）

個人手配ホテルC
（インターコンチネンタル タヒチ リゾート利用の場合）

120,000円（1泊40,000円 X 3泊） 

GS：グランド
スイート

11,240ユーロ
（1,596,000円）

1,917,000 円GS:

A：ベランダ
スイート

8,520ユーロ
（1,209,800円）

1,530,800 円A:

C：バルコニー
ステート

5,400ユーロ
（766,800円）

1,087,800 円C:

3,660ユーロ
（519,700円）

840,700 円F:

F：ポートホール
ステート

【船会社オファー】

【iCruiseスペシャルオファー】

5/6・13、6/10・17・24出航分は2022年12月9日（金）
までの新規ご予約でクルーズ代金からエアクレジ
ットとしてお一人様500ユーロ割引

1

ポール・ゴーギャン初乗船の方はウェルカムオフ
ァーとしてお一人様200ユーロ割引

3

5/6、6/17・24出航分お一人様にうれしい！シングル
追加代金「無料」プロモーション（2022年10月15日現在）
予約状況により、予告なく無料プロモーションを終了する
場合がございます。またスーペリアステート、オーナーズス
イートは適用除外です。

2

1室100米ドルのシップボード（船内）クレジット
をプレゼント

1

2023年　7泊8日コース出航日（2022年10月15日現在）
4,130ユーロ～
4,130ユーロ～
3,890ユーロ～
3,660ユーロ～
3,660ユーロ～
3,890ユーロ～

①5/6（土）
②5/13（土） 
③6/10（土） 
④6/17（土） 
⑤6/24（土） 
⑥7/22（土） 

⑦8/26（土）
⑧9/ 2（土）
⑨10/14（土） 
⑩10/21（土） 
⑪12/2（土） 
⑫12/9（土） 

3,890ユーロ～
3,890ユーロ～
3,890ユーロ～
3,890ユーロ～
2,870ユーロ～
2,870ユーロ～

6

クルーズ代金
※ポートチャージ・諸税はクルーズ代金に含まれています。

A 条件があえば、右記代金から
各種船会社割引を適用可能



iCriuse 厳選2023年おすすめコース

クック諸島とタヒチ・ソシエテ諸島
2023年7月1日（土）～7月12日（水）11泊12日（パペーテ発着）
利用客船：ポール・ゴーギャン
クルーズ代金：4,930ユーロ～
他出航日：4月15日（土）・5月20日（土）・9月9日（土）・10月28日（土）4,930ユーロ～

GW利用 断崖絶壁 コリントス運河通航
2023年4月27日（木）～5月4日（木）7泊8日（アテネ～バレッタ）
利用客船：ル・ブーゲンビル
クルーズ代金：3,670ユーロ～
他出航日：9月26日（火）：4,410ユーロ～

紺碧のエーゲ海6島めぐり
2023年7月12日（水）～7月19日（水）7泊8日（アテネ発着）
利用客船：ル・ジャックカルティエ
クルーズ代金：4,580ユーロ～
他出航日：10月3日（火）：4,360ユーロ～
10月22日（日）：5,220ユーロ～

フレンチ＆ターキッシュリビエラ
2023年10月24日（火）～11月3日（金）10泊11日（ニース～アンタルヤ）
利用客船：ル・ジャックカルティエ
クルーズ代金：4,740ユーロ～

スコットランドとシェトランド・オークニー諸島
2023年6月19日（月）～6月26日（月）7泊8日（グラスゴー～ロサイス）
利用客船：ル・シャンプラン
クルーズ代金：3,420ユーロ～
他出航日：6月5日（月）・6月12日（月）：3,610ユーロ～

ベスト・オブ・クロアチア
2023年8月29日（火）～9月5日（火）7泊8日
利用客船：ル・ジャック・カルティエ（ベニス発着）
クルーズ代金：4,500ユーロ～
他出航日：6月8日（木）：4,150ユーロ～
6月14日（水）：4,500ユーロ～／6月15日（木）・8月20日（日）：3,960ユーロ～

魅惑のドバイ・カタール・オマーン
2023年12月8日（金）～12月15日（金）7泊8日（ドバイ～ドーハ）
利用客船：ル・ブーゲンビル
クルーズ代金：3,440ユーロ～
他出航日：12月22日（金）：3,440ユーロ～／12月29日（金）：3,950ユーロ～

北緯90度の北極点を目指して
2023年7月10日（月）～7月27日（木）17泊18日
利用客船：ル・コマンダン・シャルコー
クルーズ代金：34,300ユーロ～
他出航日：7月27日（木）：32,570ユーロ～
8月11日（金）：30,720ユーロ～／8月26日（金）：29,720ユーロ～

7

スピッツベルゲン周遊～ホッキョクグマ探訪～
2023年6月13日（火）～6月20日（火）7泊8日（ロングイェールビーン発着）
利用客船：ル・ボレアル
クルーズ代金：8,480ユーロ～
他出航日：5月30日（火）・6月6日（火）・27日（火）：8,400ユーロ～
他設定あり。

※クルーズ代金は2022年10月15日現在の代金です。変動制代金とため、お申し込み時に代金が変更になる場合がございます。



❽寄港地でのエクスカーションと
　エクスペディションアクティビティの事前予約
ヨットクルーズでは、クルーズの2ヶ月前よりエクスカーションおよ
びエクスカーションパッケージを事前予約することができます。ク
ルーズ出発日の7日前まで、1日または半日の寄港地ごとに1つの
エクスカーションを事前予約することができます。
事前予約されたツアーは乗船後に自動的に請求され、ツアーチ
ケットはキャビンに届けられます。ツアー出発の48時間前まで
はツアーのキャンセルが可能ですが、48時間前を過ぎますと全
額を請求させていただきます。すべてのツアーには最少催行人
員、最大催行人数が設定されています。参加者が集まらないた
めにツアーを中止せざるを得ない場合、または参加者数が上限
に達した場合には、ご理解いただけますようお願いします。
お申込みいただいているポナン社のクルーズ船によるクルーズで
事前予約が可能な場合には、メールにてお知らせしますので、ポ
ナン社まで事前予約の旨をご連絡ください。

❾スクーバダイビング
ポナン社のクルーズ船では、現地当局の許可が下り、クルーズ船
の設備およびゾディアックが利用可能な場合に、スクーバダイブ、
およびディスカバー・スクーバ・ダイブをひとり80ユーロにて体験
することができます。(現地のオペレーターによって催行される場
合には上記の料金は保証されません)。一部のクルーズではダイ
ビングパッケージをご用意しておりますが、クルーズのご予約時に
事前予約が必要となります。乗船後に追加のダイビングを希望さ
れる場合には、空き状況によりご予約が可能です。スクーバダイ
ビングのプログラムについては、ウェブサイトにてご覧いただけま
す。お申し込みいただいているクルーズセクション内の<ポナンの
アクティビティ>でご覧いただけます。]
asia.ponant.com

●必要な資格「ヨットクルーズ」におけるスクーバダイビングに
参加する際には、CMAS認定の1スターダイバー、またはPADI認
定のオープンウォーターダイバー(または同等のもの)のレベルを
有していることが最低条件となります。
「エクスペディションクルーズ」におけるスクーバダイビングに
参加する際には、CMAS認定の2スターダイバー、またはPADI認
定のアドバンスド・オープンウォーターダイバー(または同等のも
の)のレベルを有していることが最低条件となります。

10船内の通貨
ポナン社のクルーズ船内ではユーロ、ポール・ゴーギャンのクル
ーズ船内では米ドルが公式通貨となります。乗船後、船内にてク
レジットカードのご登録をさせていただきます。下船前の夜に、
船内にてご利用いただいた料金の請求書をお客様のキャビンに
お届けします。クレジットカードおよび現金でのみお支払いが可
能です。

❶クルーズ代金は一人あたりの代金となり、
　下記を含みます
●乗船中のすべての食事(乗船日の夕食から下船日の朝食まで)
●船長主催のウェルカムカクテルパーティーとフォーマルディナー
●「オープンバー」(グラスワイン、ハウスシャンパン、プレミアム
ブランド以外のアルコール類、バーメニューをご覧になりたい方
はお知らせください)
●夜に開催されるエンターテイメントなどのイベント
●24時間のルームサービス(スペシャルセレクション)
●「エクスペディション」と表示されているすべてのクルーズに、
高い知識を持つフランス語/英語のバイリンガルのエクスペディ
ションチームが乗船します。
●「船内レクチャー」と表示されているクルーズにて、英語を話
す講師によるレクチャーがあります。
●「ゴルフクルーズ」と表示されているクルーズには英語を話す
ゴルフエスコートが同行します。
●「ダイバー乗船」と表示されているクルーズには英語を話すダ
イブマスターが乗船します。
●ウォータースポーツアクティビティ(スクーバダイビングを除く)。
現地当局の許可が下り、船長により海の状況に応じた安全が確
認できた場合に、船の設備を利用したウォータースポーツアク
ティビティーをお楽しみいただけます。
●保護地区への入場料
●極地エクスペディションクルーズ:長靴の無料貸し出し
●極地エクスペディションクルーズ:上陸行動時に着ていただけ
るパルカ(お持ち帰りいただけます)(子どもサイズのご用意はあ
りません)
●船内でのフリーWiFi(無制限)

❷ポナン社のクルーズ代金には下記は含まれません
●「クルーズ&フライト&トランスファー」パッケージに記載され
ているもの以外のクルーズ前後の地上サービス。地上サービス
の詳細をご希望の方、またご相談などがあれば旅行代理店およ
び、asia.ponant.comまでお気軽にご連絡ください。
●ビザの取得にかかる費用(各国で定められた手続きによって
は追加の手数料などが発生することがあります)、および/また
は、必要に応じて課される出入国税。
●船員、現地ガイド、および、運転手へのチップ
●荷物の取り扱いにかかる費用
●スパの料金
●クルーズ代金に記載されている以外のドリンク
●ダイビング、探索ダイビング、ディスカバー・スクーバ・ダイビ
ング(体験ダイビング)
●ランドリーサービス、ヘアサロン、スパのア・ラ・カルテトリー
トメント
●船内における個人的な出費、診療室での受診、処方箋
●キャンセル料、お荷物、介助、本国送還時かかる費用、医療
保険

❸キャンセル料規定
予約確定後から15日以内 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  無料
予約確定後から16日以降から出航の365日前 • • • •  お一人様150ユーロ
出航の364日前から211日前まで • • • • • • • • • •  全サービス料金の10％
出航の210日前から 91日前まで • • • • • • • • • • •  全サービス料金の25％
出航の90日前以降 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  全サービス料金の100％

❹「クルーズ&フライト&トランスファー」
　  パッケージに含まれるサービス
「クルーズ&フライト&トランスファー」パッケージには、クルーズ
前および/またはクルーズ後の地上サービスが含まれ、その内容
についてはクルーズ出発の15ヶ月前に発効される書類および下
記ウェブサイトに明記されています。asia.ponant.comしかしな
がら、詳細についての最終確定は、フライト時間が確定してから
となります(クルーズ出発日から2ヶ月前程度)。

❺エクスペディションクルーズ中の上陸中の
　アクティビティ
エクスペディションクルーズへの乗船を選択された乗客は、クル
ーズ中にエクスペディションチームにより提示される行動規範に
従って行動することに合意したものとします。エクスペディショ
ンクルーズに参加する際には適切な装備(衣類、サングラス、防
水性のバックパック、など)と、陸上行動中に野生動物を快適か
つ敬意を持って観察できるように双眼鏡をご持参いただくこと
を推奨します。
寄港する港によっては、現地のガイドや輸送機関を利用するア
クティビティを提供します。このアクティビティはクルーズに同
行するナチュラリストがサポートます。アクティビティへの参加は
各寄港地において、ひとりにつき1回となります。

❻クルーズ前後のプログラム
クルーズの前後に催行されるツアーやエクスカーション(詳細は、
www.ponant.comでご確認でき事前予約ができます)は、ポナ
ン社のスタッフではない独立した業者が運営します。ポナン社
は、代理人という立場であり、そのサービス、あるいはそのサー
ビスを提供する業者による行為、または不作為に関して一切の
責任を負いません。乗客は、ポナン社が地上および海上におけ
るサービスを提供する代理店、および下請け業者に対しては、
仲介者および/あるいは、受託者としての立場をとっていること
を、同意しているものとします。
ホテルは4つ星、および5つ星の評価を受けたホテルを利用しま
す。チェックインは午後4時、チェックアウトは午前11時となりま
すが、追加料金をお支払いいただくことで早めのチェックイン、
遅めのチェックアウトが可能です。「エスコート」のロゴが表示
されたプログラムにはポナン社のエスコートが同行します(ポナ
ン社のツアーリーダーが同行するには、1つのプログラムにつき
20名以上の参加が条件となります)。
旅行者は、出発前に関係当局に必要な情報を確認してください。
また、旅行先となる国に関する情報も参照してください。各国の
情報や状況は旅行者の出発前に変更される可能性もあることか
ら、必ず出発直前の情報を確認することを推奨します。また、目
的地到着後は現地の状況に適したふるまいを心がけ、旅行中に
高価なものを身に着けたり携帯しないなど、十分に注意してくだ
さい。

❼寄港地でのエクスカーション(ツアー)
特記されていない限り、寄港地でのエクスカーションは船内で
の、お申込み・お支払いです。エクスカーションは、現地ツアー
オペレーターとの間に契約された一般規約および、現地国の規
制によって規定されます。乗客は、ポナン社が、クルーズに関連
するサービスを提供する地上および海上の代理店や下請業者を
含むあらゆる人物の仲介者および/または受託者としての立場に
あることを同意しているものとします。
エクスカーションには、お体の不自由な方には不向きなアクティ
ビティが含まれる場合があります。料金は目安であり、変更され
る場合があります。出発前に、最新の料金を表記したツアー詳
細を送付します。クルーズ出発日の5ヶ月前から、次のサイトでエ
クスカーションの内容をご覧いただけます。
www.ponant.com
寄港地でのエクスカーションは現在、船上でのみご予約いただ
けます。技術的な理由、参加者の不足あるいは不可抗力により
エクスカーションが中止された場合には、お客様に対するエク
スカーション代金の請求はなく、補償の対象にもなりません。お
客様の都合で、申し込み後にキャンセルされた場合には代金は
返金されませんのでご注意ください。エクスカーションに食事
が含まれる場合、提供される食事は簡単な食事となり、船内で
提供される食事とは異なることをご了承ください。

ポナン利用規約（抜粋）

運航会社: Ponant（ポナン）

個人自由旅行を提供する高級クルーズ専門デスク iCruise（アイ・クルーズ）事業部
TEL: 03-6450-2560     FAX: 03-6450-3399
メールアドレス： contact@icm-i.co.jp       ホームページ： https://www.icruises.jp/

お申込み・お問い合わせ

お得でスペシャルな最新情報をお届けします。
会員限定の特集コンテンツも盛り沢山！

iCruiseメルマガ会員登録はこちら：
https://www.icruises.jp/p/mmform

iCruiseメルマガ会員（無料）募集中！

〒108-0072　東京都港区白金1-29-9-601
東京都知事登録旅行業：第3-6448号　　総合旅行業務取扱管理者：菅谷 孝幸 

で検索アイ・クルーズ

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、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

営業時間：
平日 09:30～18:00
土日祝日・年末年始休業

掲載している約款は抜粋となっており、
 正式な約款については QR コードから 
アクセスをお願いいたします。

2022年～2024年冬(2022年1月21日改定)
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