
●旅行企画・実施

運行会社：ポナン　　船舶貸切企画：GSE Corp.南薩観光株式会社

博多

▲

鹿児島

▲

屋久島

▲

奄美大島
▲

喜界島

▲

下甑島

▲

上五島

▲

済州島（韓国）

▲

博多

フランス船社「ポナン」行くラグジュアリーな船旅

■ご旅行代金（大人お一人様／2名様1室利用）

695,000円～2,450,000円
（スーペリアステート）	 （オーナーズスイート）

■ご旅行代金（大人お一人様／2名様1室利用）

680,000円～2,435,000円
（スーペリアステート）	 （オーナーズスイート）

2023年5月22日（月）博多発 9日間 2023年5月23日（火）鹿児島発 8日間

全食事、飲物、

寄港地観光が

代金に含まれます。

●本企画である「ポナン・チャータークルーズ」企画は、運行会社：「PONANT(ポ
ナン）本社：マルセイユ（フランス国）」・船舶貸切引受会社「GSE corp.南薩観光
株式会社（本社：鹿児島県南九州市）」・旅行企画実施「株式会社クルーズプラネ
ット（本社：東京都千代田区）」連携企画となります。
●このパンフレットの記載内容は2023年05月出発まで有効です。なお、スケジ
ュール及びその他の料金、設定日、記載内容が変更となる場合がありますので適
宜申込者へご案内させていただきます。
■スケジュールについて
スケジュール内容については、出発の2週間〜7日前（遅くとも前日まで）にお渡し
する「最終旅行日程表」（旅のしおり）にてご確認ください。
■ご参加の条件および約款に定めるご参加拒否権について
身体に障がいをお持ちの方、健康を害している方、特別な手配を必要とされる方
は事前に医師と相談の上、お申し込みいただき、必ずその旨をお申し出ください。
当社は可能な範囲でこれに応じます。
なお、お客様のお申し出に基き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要す
る費用はお客様負担となります。場合により、健康診断書等の提出をお願いする
他、ご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とする事がございます。
その際、お申し出の時期により通常の取消料がかかる場合があります。
1）乗船の拒否および途中下船

船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判断し、
クルーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗客および
乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはセレブリティ・クル
ーズが要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権限で乗客
は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のクルーズを途中で中止し下
船していただく場合があります。
上記の理由による下船、またはお客様が自発的に途中下船された際は、いか
なる場合もかかる費用はすべてお客様の負担となります。また、これらの理由
による途中下船に際しては一切の払い戻しは致しません。
また、ポナンチャータークルーズではお客様への乗船企画販売をお断りする
権利を有します。

2）妊婦
クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船、申し込みは受けら
れません。また24週目未満の方は船会社指定の英文診断書の提出が必要で
す。状況によりご参加いただけない場合があります。 予めご了承ください。

3）幼児・子供
ポナンチャータークルーズは6カ月未満の乳児の乗船申し込みは受けられま
せん。また、6カ月〜17歳までの幼児・子供の乗船人数を制限しています。予
約時にご確認ください。

4）未成年者
18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。18歳未満の未成年の方が乗
船される場合は、乗船時点で18歳以上の大人が同室あるいは隣室に宿泊さ
れることを条件としています。ご夫婦であれば未成年であっても同じ客室にご
宿泊いただけます。
港でのチェックインの際、船会社の係員に結婚証明書をご提示ください。親ま
たは法的保護者（法定後見人）の同伴のない18歳未満の未成年者をお連れ
の場合は、港でのチェックインの際、当該未成年者の渡航に加えて緊急時の治
療も認可する親または保護者の同意書を船会社係員にご提示ください。

5）身体障がい者

身体障がい者、精神障がい者または特別治療を要する方の予約に関しては、
事前に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったときは乗船を拒否さ
れる場合がございます。

6）車椅子の利用
車椅子をご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちください。また、必ず付
き添いの方の同乗が必要です。車椅子専用の客室数には限りがございますので、
お早めにお申し込みください。
寄港地によっては、車椅子での乗下船が難しい場合もあり、船長の判断で乗
下船をお断りする場合があります。（車椅子をご利用の場合は質問書の提出
が必要です。）

7）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

8）参加申込の拒否権
当社が定める旅行業約款第二章　契約の締結（第七条　契約締結の拒否）
各事項により申込拒否ができます。

■乗船
主要港では通常、出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。乗船手続きの
時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。指定された時刻前
には乗船できませんのでご注意ください。
■下船
目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお待ちいただきま
す。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケースを降ろすことが
義務付けられていることと、入国審査や税関手続きなどに時間がかかるためです。
■客室について
船側の都合により、予告なく客室番号が変更となる場合もございます。また客室
番号の指定はできません。但し、一部、追加料金により設定販売する場合がござ
います。

【2名様で1部屋をご利用する基本条件となります】
●原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる場合があり
ます。

【3名様で1部屋をご利用はいただけません】
●3名様お申込の場合は、2名部屋を2室での販売条件となります。その際は4名
様の旅行販売代金にてご案内させていただくことご了承お願いします。

【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●1人部屋の設定がありませんので2人用客室をお1人でお使いいただきます。
その際はリクエスト手配となる場合がありますが、旅行代金は2名様相当の旅行
代金となります。予めご了承ください。
【人数変更・お部屋割りについて】
●人数・お部屋割りを変更の場合は、お申し出の時期により取り消しの上、再度
予約が必要となりますのでご注意ください。
●お部屋割りに関しましては、できるだけ平等を期しておりますが、異なるデッキ
を同グレード、同一料金としている場合、同じツアーのお客様に同一デッキのお
部屋をご用意できない場合があります。
■お食事および船内での飲料について
●日程表に明示した食事の料金・税が含まれます。
●船内滞在中飲料含まれます。当社指定した飲料（シャンパン、グラスワイン、ビ
ール、焼酎などドリンク類など）含まれます。但し、ヴィンテ－ジ、プレミアムな銘

柄などは追加料金になります。
●メインダイニングでの食事では同一テーブルにすることができない場合があり
ますのでご了承ください、また、お時間などは船上で適宜ご案内させていただきます。
■船内のお支払い
船内通貨は€ユ－ロによる現金支払またはクレジットカードをご利用いただけま
す。乗船後クレジットカ－ド登録させていただきます。
■喫煙
喫煙は指定された場所にてお願いします。
■添乗員
同行しませんが、日本語（日本人または日本語できる外国人）サポ－トスタッフで
コーディネ－トさせていただきます。
■寄港地における上陸観光ツアーについて
全ての寄港地でのご案内させていただく基本観光ツア－は旅行代金に含まれます。
但し、寄港地でのアクティビティやレンタカ－など個人的行動での費用は各自実
費となります。
■お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は持ち主の責任
において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛からないバッグ、われも
のなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴重品などは、お手荷物として常時お
手元に置かれることをお勧めします。
現金、宝飾品、カメラ、双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で 紛失された
場合、一切の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフティーボッ
クスをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。船内持ち込み荷
物は200ポンド（約90kg）を限度とします。個数の制限はありません。ただし航
空機の重量制限にご注意ください。
ポナン社が不適当と判断するもの、武器、爆発物、燃料などの危険物の持ち込み
は固くお断りします。ペットは乗船できません。
■パンフレット掲載の写真について
パンフレット掲載の写真はイメ－ジとして掲載しております。
■海外危険情報
●渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情等、安全関係の情報
が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。
●現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のような方法でも
ご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/
■国際観光旅客税（出国税）や入港諸税について
渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対
して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャージ、租税、手数料および港湾
費用など）の支払いが義務付けられておりますが、旅行代金に含まれます。
■個人情報について
当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、
電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との連絡・お申し込みいただい
た旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必
要な範囲内でご利用させていただきます。

■募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社クルーズプラネット（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。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最終日程表と称する
確定書面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。
■お申し込み方法と契約の成立時期
当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行
代金お支払の際、差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の
通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算
して3日以内に申込 書の提出と申込金の支払をしていただきます。旅行契約は、
当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立します。
■旅行代金について
コースの旅行代金は2人で1部屋をご利用いただく場合の1人分の代金です。
■旅行代金に含まれるもの
船舶運賃、客室使用料、船舶内全ての食事代、指定する飲料、船内でのサービス、
ゾディアック代、寄港地での基本観光ツア－代
■旅行代金に含まれないもの
自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、一部のドリンク類、クリーニング、
電話代、エステマッサージ等の個人的な費用、各寄港地での観光（オプショナル
ツアー）や食事など。なお、船内チップ代（1日あたり12ユ－ロ）は別途、ご旅行代
金とあわせて別途ご請求します。
※燃油サーチャージは2022年4月1日現在無料ですが、今後の原油価格の動向
によりチャージされる場合があります。
■お申し込み条件
●ご旅行終了日から有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パスポート）をご用
意ください。
●旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認は、
お客様ご自身でお願いいたします。
●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。
日本国籍でないお客様の査証や渡航条件のご確認および渡航手 続きは、お客
様ご自身でお願いいたします。
●お客様が当社らに対して、暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫
的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合が
あります。
●お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり
業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
■申込金
当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行

代金お支払の際、差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の
通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算
して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。旅行契約は、
当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立します。
●ご旅行代金の25％以上申し受けます。
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込みください。
申込金は旅行代金をお支払いいただく時にその一部として繰り入れます。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
いたします。●電話・郵便・ファクシミリやその他の通信手段でお申し込みの場合、
規定の期日までに申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
●旅行代金（お申込代金から申込金差引いた差額）は、当社が指定する期日また
は2023年2月末日までにお支払いください。
■お客様の交替・氏名変更（訂正）
お申込みに当たり、パスポート記載のローマ字のスペルを確認の上お申込みくだ
さい。お申込み後の氏名の変更（訂正）はできません。ただし当社及び船会社が
承諾した場合、1室につき1名のみ/1回に限り旅行開始日の14日前まで変更す
ることができます。なお、旅行開始日の74日前以降14日前までの同行者変更は
お一人様20,000円の変更手数料を申し受けます。
期日までに、正確な情報の提供がない場合は、船会社により予約を取消される
場合がございます。 
また、シングル利用の場合および代表者を含む全員を変更する場合は一旦ご予
約を取り消していただき、新規申し込みとなります。お客様交替も一旦ご予約を
取り消していただき、新規申し込みとなります。名前変更（訂正）についてもお客
様の交替とみなされる場合があります。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

◎ご注意:出発日・コースの変更は、取消・再予約となり、取消料の対象となります。
※旅行契約成立後に“お部屋（キャビンのカテゴリー）”を変更される場合も取消
料の対象となります。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取
消料をいただきます。
※所定の期日までに渡航に必要な書類が用意できず、出発できない場合でも、取
消料をいただきます。

■お客様の解除権
※お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契
約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客
様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただい
た時を基準とします。
■当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
■旅行の実施条件について弊社では、以下の条件が整いクルーズ旅行
が再開できることを前提に、2023年以降のコースをご案内させていた
だきます。以下の内、いずれか一つでも条件を満たすことが出来ない場
合は、やむを得ず旅行を中止させていただく場合がございます。予めご了
承ください。
■実施条件
①外務省発出の感染症危険情報レベルが1以下であること
②入国時日本及び訪問国（経由地含む）の制限・隔離が解除されていること
③クルーズ船の運航が行われ、日本人の乗船が認められていること
④クルーズ船の適切な感染防止対策が確認できていること
⑤利用交通機関が運航していること
⑥寄港地でのホテル・レストラン・観光施設が営業していること
⑦全ての寄港地および寄港離島地での感染者拡大による医療機関逼迫状況に
よる寄港中止命令発令がないこと。但し一部の寄港離島のみ寄港停止または中
止の発令の場合の際は予定通り催行します。その際は適宜お客様へご案内させ
ていただきます。
■旅行条件基準日 　2022年4月1日を基準としています。
■個人情報について
当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客さまの個人情 報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客さまとの連絡・お申し込みい
ただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続
きに必要な範囲内でご利用させて いただきます。

海外クルーズ保険のおすすめ
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなってくるケースや
料率が高くなっているケースがあります。お客さまやご同行者の病気や怪我な
どでやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保
険がありますので、クルーズ旅行のお申し込みと同時にこの保険をお申し込み
いただきますようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客さまご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。当社
でも旅行保険のお取り扱いがございます。詳しくは販売員にお尋ねください。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して

59日前〜31日前 旅行代金の50%
29日前〜15日前 旅行代金の75%
14日前〜当日 旅行代金の100%

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

観光庁長官登録旅行業第1739号  JATA正会員

※本パンフレットに掲載の写真はすべてイメージです

□有楽町本店 Tel.03（6865）9600 
〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館ビル6階

□大阪本店 Tel.06（4798）8001
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1-8-17　大阪第一生命ビル12階

ポナンは乗客の皆さまと乗組員全員の安全を確保するため、特別な措置を講じています。
医療・衛生・科学上の進展とともに最新のプロトコル（ガイドライン）を適用します。 2022年4月現在

1. ご乗船前に
ご自宅出発前とご乗船当日にPCR検査を実施いたします（状況によ
り変更の可能性あり）。乗船前には健康質問書とワクチン接種証明書
などをご提示ください。医療スタッフの判断により、乗船をお断りする
場合があります。スーツケースなどの荷物は搬入前に消毒します。

2. 船内を安全に保つために
廊下ではマスク着用が義務付けられています。公共エリアではマスクの着用
とソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。備え付けのマス
クや除菌シート、消毒ジェルをご活用ください。自動体温測定装置を各所に
設置しています。公共エリアと客室は定期的に消毒、換気されています。

3. 船内のモニタリングを継続
船内には24時間対応可能な医師と看護師が乗船し、
日々のモニタリングと診断を実施します。PCR検査
装置も搭載。船内数カ所で定期的にサンプリングテ
ストを実施します。

船内を安全に保つ3つのポイント

※感染症対策は状況により
変更になる可能性があります。

最新情報はこちらをご覧ください。

ポナンの感染症対策

ご案内とご注意  ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずご確認ください。

旅行条件（要約）  お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

九州アイランドエクスペディション

世界遺産の大自然と
祈りの島めぐりクルーズ



博多

鹿児島

屋久島

喜界島

奄美大島

下甑島

上五島
済州島

●

●

●

●

●

●

●

●

温暖な気候に恵まれたリ
ゾートアイランド。韓国最
高峰の漢拏山など豊かな
自然は世界遺産に登録さ
れています。溶岩が形成し
た万丈窟、形が王冠に例え
られる城山日出峰など、こ
こでしか見られない風景
が待っています。

五島列島の北部地域には
透明な海と複雑な海岸線
が織りなす景観が広がり
ます。そこに点在する教会
は、弾圧の時代から信仰を
守ってきたキリスト教徒た
ちが建てたもの。頭ヶ島の
集落は世界文化遺産に登
録されています。

大島紬、島唄、アマミノク
ロウサギやスダジイ、マン
グローブ原生林など、独自
の文化や自然が魅力。クロ
マグロや真珠などの養殖
も盛んな海の美しさはア
マミブルーとも称され、各
種マリンアクティビティを
楽しめます。

奄美群島の北東端に位置
する隆起性サンゴ礁の島。
さとうきび畑が広がり、希
少な蝶オオゴマダラが飛
び交います。標高203mの
百之台公園から「奄美十
景」に数えられる太平洋と
東シナ海の絶景を一望で
きます。

甑島列島に3つある有人島
の1つ。約8000 万年前（白
亜紀）の地層が見られる断
崖や、高さ100mを超える
巨岩などが織りなす荒々し
い景観が見どころ。地元産
の芋を使った焼酎や、豊か
な海の幸も魅力です。

島津氏の城下町として繁
栄した街。そのシンボルは、
錦江湾に浮かぶ桜島。大
名庭園・仙巌園、西郷隆盛
ら明治維新の立役者たち
ゆかりの地などの史跡巡
り、天文館でのグルメや買
い物など多彩な楽しみが
待っています。

九州最高峰の宮之浦岳な
ど1000m超の山が連なる

「洋上のアルプス」。樹齢
数千年にも及ぶ屋久杉な
ど動植物の固有種・希少種
が多く生息し、世界自然遺
産に登録された豊かな自
然を直に感じていただけま
す。

世界遺産の大自然と
祈りの島めぐりクルーズ

九州アイランドエクスペディション

全食事、飲物★、寄港地観光が代金に含まれます。
★シャンパン、ワイン、焼酎、ビール、ソフトドリンク飲み放題

2023年5月22日（月） ▼ 5月30日（火） 博多発着  9日間
2023年5月23日（火） ▼ 5月30日（火） 鹿児島発／博多着  8日間

世界自然遺産に登録されている屋久島、奄美大島をはじめ、
固有の文化が守り伝えられ豊かな自然が残る美しい島々を
エクスペディションスタイルでめぐります。
基本の観光、船内のお食事、飲み物が料金に含まれた
オールインクルーシブでご提供いたします。
フランス船社「ポナン」のラグジュアリー客船で
未知の世界への好奇心を満たす、冒険の旅へ出かけましょう。

迫力の
ゾディアッククルーズ

一部寄港地では、ゾディアック
（※）によるクルーズ（または上
陸）を予定しております。エク
スペディション船らしいワイル
ドな体験をお楽しみください。

（※）エンジン付きゴムボート

■クルーズ代金（大人お１人様：2名様1室ご利用、［　］内は1名様1室利用追加代金）

海側窓付き
スーペリア
Deck 3

海側バルコニー付
デラックス
Deck 3

海側バルコニー付
プレステージ

Deck 4

海側バルコニー付
プレステージ

Deck 5

海側バルコニー付
プレステージ

Deck 6

デラックス
スイート
Deck 6

プレステージ
スイート
Deck 5

プレステージ
スイート
Deck 6

オーナーズ
スイート
Deck 6

博多発 695,000円
［695,000円］

795,000円
［795,000円］

845,000円
［845,000円］

895,000円
［895,000円］

945,000円
［945,000円］

1,090,000円
［1,090,000円］

1,390,000円
［1,390,000円］

1,490,000円
［1,490,000円］

2,450,000円
［2,450,000円］

鹿児島発 680,000円
［680,000円］

780,000円
［780,000円］

830,000円
［830,000円］

880,000円
［880,000円］

930,000円
［930,000円］

1,075,000円
［1,075,000円］

1,375,000円
［1,375,000円］

1,475,000円
［1,475,000円］

2,435,000円
［2,435,000円］

船内客室番号
の確約指定の

追加代金
（お１人様） 30,000円

※金額は2022年4月時点のものです。料金表示(日本円）。世界情勢で価格改定の場合もございます。　※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。　※船内客室番号の指定はご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承ください。

日 次 日 程 寄 港 地 入 港 出 港

1 5月22日（月） 博多	 ［船中泊］ 16:00

2 1 5月23日（火） 鹿児島	 ［船中泊］ 14:00 22:30

3 2 5月24日（水） 屋久島	 ［船中泊］ 7:00 17:00

4 3 5月25日（木） 古仁屋／
奄美大島	 ［船中泊］ 7:00 17:00

5 4 5月26日（金） 喜界島	 ［船中泊］ 7:00 13:00

6 5 5月27日（土） 下甑島	 ［船中泊］ 8:00 18:00

7 6 5月28日（日） 上五島	 ［船中泊］ 7:00 18:00

8 7 5月29日（月） 済州島（韓国）	 ［船中泊］ 7:00 12:00

9 8 5月30日（火） 博多	 7:00

■スケジュール

■添乗員：同行しませんが、日本語（日本人または日本語ができる外国人）サポートスタッフが
コーディネートいたします。
■食事：（博多発）朝8回・昼7回・夕8回、（鹿児島発）朝7回・昼6回・夕7回
■航路・寄港地・寄港時間は気象、海象の状況により変更になる場合がございます。

※掲載の写真はすべてイメージです

★料金に含まれるもの
クルーズ代金／港湾諸税／船内でのすべての食事と飲物（シャンパン、ワイン、焼酎、ビー
ル、ソフトドリンク）※1／ミネラルウオーター／各寄港地での基本の観光ツアー／オ－プンバ
ーのドリンク／ルームサービス（24時間）※2／Wi-Fi利用（無制限）／客室オンデマンドテレ
ビ利用など    ※1 ビンテージ、プレミアムな銘柄などは追加料金になります　 ※2 一部有料サービスもございます

★料金に含まれないもの
チップ（一日あたり12ユーロ）※旅行代金と合わせてお支払い
ください／船内でご提供する以外のドリンク（ビンテ
ージワインなど）／船内のスパサロン、ブティック
利用／体験メニューツア－など個人的費用

博
多
乗
船

鹿
児
島
乗
船

火山活動が生んだ景勝の島

済州島（韓国）
美しい教会が伝える信仰の歴史

上五島（長崎）

アマミブルーの豊かな海

古仁屋／奄美大島

蝶が舞うサンゴ礁の島

喜界島（鹿児島）
太古の歴史を秘めた地層が残る

下
しも こ し き し ま

甑島（鹿児島）

希少な動植物が息づく森

屋久島（鹿児島）
維新の傑物を育んだ城下町

鹿児島

5 28
（日）

5 25
（木）

5 26
（金）

5 27
（土）

5 29
（月）

5 23
（火）

5 24
（水）

世界自然遺産

世界自然遺産

屋久島

世界文化遺産



ようこそ、「ル・ソレアル」へ
スモールシップがかなえる、知的好奇心を満たす自由な旅

フランスの船乗りたちが創設したクルーズ船社ポナン。
「理想のクルーズ客船」を求めてつくり上げたのが、
「ル・ソレアル」をはじめとする4隻のスモールシップです。
小さな船体を生かし、世界中の魅力的な港を探訪しています。
きめ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。

「ガストロミックレストラン」
はエレガントなメインダイニ
ング。プールデッキに続く「グ
リルレストラン」ではカジュ
アルな朝食とビュッフェラン
チをどうぞ。フランス船なら
ではのグルメと、魅力的な寄
港地にインスパイアされた料
理をご堪能ください。

レセプションではクレジットカード登録や
Wi-Fi利用など各種お問い合わせに対応いた
します（英語）。船内には南仏フラゴナールの
フレグランスがやさしく香ります。

メインラウンジでは音楽とともに優雅なひと
ときをお過ごしいただけます。パノラミックラ
ウンジにはライブラリーを併設。流れゆく景
色とともに静かなひとときを。

250人収容のシアターでは、メインショーや
ライブ演奏をお楽しみください。フランスの
ブランド「ソティス」提携のスパや、「ケラス
ターゼ」のヘアサロンでリフレッシュも。

グラスワイン、ハウスシャンパン、ビールなど
のアルコール類に追加代金は不要です（プレ
ミアムブランドを除く）。支払いのわずらわし
さなしにお楽しみください。

※掲載の写真はすべてイメージです

航行中はプールデッキからの眺望をお楽しみ
ください。晴れた日には船長主催のカクテル
パーティーが開かれることも。海風を感じる
オープンエアバーもございます。

お部屋にはエルメスのアメニティやBoseTM

のBluetoothスピーカーをご用意しておりま
す。デッキ6のスイート客室のお客さまはバト
ラーサービスをご利用いただけます。

フランスのエスプリが効いたスタイリッシュな船内 プライベートヨットのような居心地

食通をうならせるフレンチグルメの数々

Pablic area Service

Gastronomic

Le Soléal  ル・ソレアル 船内案内

フィットネススタジオ メインラウンジ

ガストロミックレストラン

ライブラリー シアタープールデッキ レセプション
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全客室がオーシャンビュー

「はじめてのクルーズ、だいじょうぶかしら…」。
そんな心配を解消するTIPSをご紹介いたします。

客室・デッキプラン

 船内は退屈なのでは？
航海中、船内ではさまざまなイベントを開催
いたします。出航時にはドリンク片手にセイル
アウエイ・パーティーへ。夜にはライブ演奏や
ショーなどをお楽しみください。「クルーズに
本を持っていったけれど、忙しくて一行も読め
なかった！」という方は多くいらっしゃいます。
クルーズは退屈とは無縁なのです。

 インターネットは使えますか？
船内では追加代金なしでWi-Fiサービスをご
利用いただけます。お手持ちの携帯電話やタ
ブレットPC、パソコンでSNSやネットサーフィ
ンをお楽しみください。接続に必要なIDとパ
スワードはスタッフまでお問い合わせくださ
い。国内の港に着岸中には、国内の携帯電話
をご利用いただけます。

 ドレスコードとは？
ディナー以降、夜の時間帯には「ドレスコード」
が設定されます。基本的にカジュアルな服装で
OKですが、船長主催のパーティー（クルーズ
中2回）では少しドレスアップを。女性はワン
ピースや華やかなブラウス＆スラックスなど、
男性はジャケット着用（ネクタイなしでOK）な
ど。昼間はふだんの旅行と同様、動きやすい服
装でお過ごしください。

 英語を話せないのですが…
船内の公用語はフランス語と英語ですが、この
クルーズは日本人のお客さまのみの設定とな
ります。船内では日本語サポートスタッフが日
本語でご案内いたします。船内でお困りのこと
がございましたら、日本語サポートスタッフま
でご相談ください。

 ドリンクは有料？
フランスでの食事にワインは欠かせません。ラ
ンチとディナー時にご提供するワイン、ビール
などのアルコール類はクルーズ代金に含まれ
ます（ビンテージなど特定銘柄を除く）。レスト
ランやラウンジでご提供するコーヒーや紅茶、
ジュースなどのソフトドリンクも追加のお支払
いは必要ありません。

 寄港地ではどう過ごす？
各寄港地では、九州の見どころを知りつくした
GSE Corp.南薩観光株式会社（本社鹿児島県南
九州市）が寄港地観光コースをご用意しており
ます。コースは後日、ご案内しますので、お好き
なものをお選びいただき、30日前までにご予約
をお願いいたします。もちろん、ご自身でレンタ
カーを手配いただくなど、自由行動も可能です。

※掲載の写真はすべてイメージです

オーナーズスイート／デッキ 6    プレステージスイート／デッキ 5・6 

デラックススイート／デッキ 6 海側バルコニー付プレステージ／デッキ 4・5・6

海側バルコニー付デラックス／デッキ 3 海側窓付きスーペリア／デッキ 3
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508 506 504 502

509

HAMMAM

IMAGE & PHOTO DESK
BRIDGE

GRILL
RESTAURANT POOL PANORAMIC 

LOUNGE

Owner’s 
Suite  Deluxe

Suite

 Deluxe
Suite

 Deluxe
Suite LIBRARY

PANORAMIC 
TERRACEINTERNET

624 622 620 618 616 614 612 610 608

625

626

539 623 621 619 617 615 611 609 607 605 603 601

602

グリルレストランプール

シアター

寄港地観光デスク

レセプション

メインラウンジ

ガストロミックレストラン

マリーナ

ショップ

オープンエアバー ゾディアックボート

パノラミックラウンジ

ライブラリー パノラミックテラススパフィットネスジム

Q & Aクルーズの不安を解消

クルーズ

○エアコン（各室で調整可能）　
○客室レイアウト：キングサイズベッド（またはツインベッド）、
　客室をつなげて利用可能（小さなお子さま連れに対応）
○ミニバー
○液晶テレビ
○BoseTM Bluetoothスピーカー
○デスク、文具
○セーフティーボックス

※シャワーのみ。デッキ5・6の客室は1部バスタブが付きます（客室により異なる）

※シャワーのみ ※シャワーのみ

※シャワーとバスタブが各1つ付きます※シャワー、バスタブ付き

客室 45㎡
バルコニー9㎡

客室 27㎡
バルコニー6㎡

客室 18㎡
バルコニー4㎡

客室 39㎡
バルコニー8㎡

客室 18㎡
バルコニー4㎡

客室 21㎡
バルコニーなし

※シャワーのみ

客室設備 シップデータ

○フランスブランドのシャンプー、ボディーソープなど
○ドレッサー、バスローブ、ヘアドライヤー
○電話
○110V電源（A型、2フラットピン）
○220V電源（C型、丸型2丸ピン）
○ルームサービス（24時間）
○インターネットアクセス（Wi-Fi）

○総トン数：10,700トン
○全　　長：142メートル
○全　　幅：18メートル
○就  航  年：2013年
○乗客定員：264人
○乗組員数：140人
○客 室  数：132室
○船　　籍：フランス／耐氷船
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