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乗船の手引き
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ご乗船に際して

港にてスーツケースをお預けください。ポーターがキャビンまでお届け致しま
す（キャビンに届くまでお時間がかかる場合がございます）。
ポナン社のバゲージタッグはございませんので、ご自身で目印になるような
タッグをご用意ください。

チェックインは船内レセプションにて承ります。
お名前とキャビン番号が記載された乗船券、パスポートをご準備ください。
代わりにクルーズ・カードを発行致します。

船内でのお買い物等は全てクルーズ・カード
にてご精算されます。
お支払いはクレジットカードの他、現金、ト
ラベラーズチェックをご利用いただけます
（いずれもユーロ建て）。
現金、トラベラーズチェックにてお支払い
希望の場合は、デポジットと致しまして 200
ユーロ分をお預かり致します。
ご乗船後ご希望のお支払い方法をレセプ
ションにてご登録ください。

●お取り扱いクレジットカード：  
　VISAカード
　マスターカード
　アメリカンエキスプレス

※ お荷物は港にてお預かり致します。キャビン番号とお名前をお知らせく
ださい。ポーターがキャビンへお届け致します。
※ パスポートはご自身での出入国のお手続きが必要な時を除いて下船まで
レセプションにてお預かり致します。

バゲージチェックイン

チェックイン

船内でのお支払い

6校　乗船の手引き　単頁
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船内生活について

クルーズ乗船後 24時間以内に避難訓練を行う事が義務付けられています。
訓練実施時間は船内新聞に記載されます。
「避難のサイレン（短い音が 7回と最後に長い音が 1回）」が鳴りましたら速や
かにキャビンにお戻りになり、救命胴衣をお持ちの上、廊下から避難ルートを
お進みください。各階に配置されたクルーの指示に従って避難場所へ向かって
ください。避難訓練では避難場所の確認と救命胴衣の装填方法等をご説明致
します。
全てのお客様に対しまして、キャビン備え付けの救命胴衣の着用方法をご確認
いただきます。救命胴衣はクローゼットの中にあり、クルーズの間中必ず保管
しておいてください。
キャビンに滞在するお客様の人数分の救命胴衣が準備されています。お子様
用の救命胴衣が必要な場合は、キャビンスチュワードにお申し付けください。
また、キャビンのドアに掲示している避難経路を必ずご確認ください。

避難訓練（全員参加）

◆ 国際海事機構（O.M.I.）に求められた条件に基づき、緊急の際には全
てのお客様及びクルー全員が避難出来るよう船内には十分な数の救
命ボートが準備されています。また非常時のマスターステーション
（MASTERSTATION緊急時集合場所）の位置も表されています

6校　乗船の手引き　単頁
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毎夜、レビュー等のショーが行われています（無料）。

エンターテイメント

＊ 4 3 の後に 24時間の時間を押してください。
例：朝 7時にモーニングコールを設定の場合　→　＊ 4 3 0 7 0 0
　※ル・ポナンは操作方法をレセプションにてご確認ください。

モーニングコール

各キャビンにてそれぞれ温度調整が可能です。操作方法が分からない場合は
ハウスキーパーへお尋ねください。

室内空調

カクテル、フレッシュジュース、食前酒各種取り揃えております。（無料です。）
　※ヴィンテージを除く。

バー

キャビンに装備されているもの
テレビ、ミニバー（冷蔵庫）、金庫、iPod PLAYER

キャビンにご用意しているもの
バスタオル、フェイスタオル、シャンプー、コンディショナー、ボディミルク、
ヘヤドライヤー、バスローブ、スリッパ

各室内設備

接岸しない場合はテンダーボートを運行致します。

上陸方法

6校　乗船の手引き　単頁
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用途は 3つあります。
①キャビンの鍵
②乗下船の身分証明書
　（乗下船の際は必ず提示を求められます）
③船内のお買物のお支払い及び寄港地観光やスパの支払い

クルーズ・カード

洗練されたアイテムを始め、贈り物、お土産、オリジナルグッズ等取り揃えて
おります。離岸後、開店致します。

ブティック

朝食前、朝食後等レストランの開いていない時間帯にはコーヒー、紅茶、ペイ
ストリーをご用意しております。詳細は船内新聞にてご案内しております。

アーリーバード、レイトライザー

翌日の予定や大切なご案内は船内新聞にてご案内しております。前日の夜、キャ
ビンへお届け致しますので内容をご確認ください。
日本人の方には通常英語版が配られますのでフランス語が入っている場合は、
レセプションへ英語版をご希望の旨をお申し出ください。

船内新聞

外デッキにはデッキチェアーをご用意して
おります。お気軽にご利用ください。

デッキチェアー

6校　乗船の手引き　単頁
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夕方以降の服装はスマートカジュアルです。尚、クルーズ中 2回フォーマル・
パーティがあります。
フォーマルナイトの日は、船長主催のウェルカム・パーティーとフェアウェル・
パーティーのある日です。前日の夜にキャビンへお届けする船内新聞にてご確
認ください。

ドレスコード

キャビンのコンセントは、110Vと 220Vです。プラグは日本と同じ形状の二
股タイプ（Aタイプ）と二股（Cタイプ）の 2つがございます。
※ル・ポナンのキャビンは 220Vで、バスルームは 110Vです。

電　圧

各寄港地で行われる観光をExcursion Ashore といいます。
フランス語と英語で実施されますので、お申込み時にご希望の言語をお申し出
ください。お申込み後チケットをお部屋へお届け致します。お支払いはキャビ
ン付けとなり下船前のご精算となります。

寄港地観光（Excursion Ashore）

船内通貨はユーロです。両替は承っておりません。

船内通貨と両替

備え付けのランドリーバッグにオーダー伝票をお入れください。
セルフランドリーはございません。

ランドリー

図書室には各種図書を多く取り揃え、ボードゲームもございます。WiiTM もお
楽しみいただけます。また各室ではオンデマンドの映画もご覧いただけます。

図書室、ビデオライブラリー、ゲームライブラリー

6校　乗船の手引き　単頁
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◆ル・ボレアル号、ロストラル号、ル・ソレアル号、ル・リリアル号
ガストロノミック・レストラン（デッキ2）
　オープンシッティングの
　メインレストランです。

グリル・レストラン（デッキ6）
　ビュッフェレストラン。
　朝食、昼食はオープンシッティングレスト
　ラン。夕食はご予約制です。
バー・グリル（デッキ6）
　グリル・レストランに隣接したオープンエ
　アー・レストラン

◆ル・ポナン号
ガストロノミック・レストラン（デッキ3）
　レストラン・ケルケラ
オープンエアー・レストラン（デッキ4）
　レストラン・ル・ディアモン

食事、レストラン

アーリーバード 早起きの方用のモーニングコーヒー
　朝食・昼食 ビュッフェスタイル
　　夕　食 ガストロノミック・レストランでは 1回制の自由席、
 グリル・レストランではビュッフェにてお召し上がり頂けます。
 （ご予約制）。
※ルームサービスは無料です。
※健康上のお食事のご相談はレストラン・マネージャーへお申し出ください。

6校　乗船の手引き　単頁
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有料にて船内どちらでもWi-Fi アクセスが可能です。
料金は 100 分（1時間 40 分）30 ユーロ、240 分（4時間）60ユーロ、1000 分（16
時間）180 ユーロです。
ご利用希望の場合はレセプションにてご希望の利用時間をご購入ください。購入
後パスワードをお渡し致します。また、ライブラリーにはパソコンがございます。

インターネットご使用方法

船医と看護師が乗船しております。緊急の場合はレセプションへご連絡ください。

船　医（有料）

各キャビンにはミニバーがございます（無料）。

ミニバー

全てのお客様は、訪問国に有効なパスポートとビザの所持が必要です。
ポナン社のクルーズにご乗船の場合は、有効残存期限が下船時に 6ヶ月以上
必要です。

パスポート、ビザ

ペットのご乗船はご遠慮いただいております。

ペット

6校　乗船の手引き　単頁
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港へ到着し税関検査後、下船開始となります。
着岸しない場合は、港から離れた沖に停泊しテンダーボートにて港へ向かいます。
テンダーボートには、定員がございますためグループごとの下船になります。
船内アナウンスにてご案内致しますので、アナウンスの指示に従ってください。

寄港地での下船

24 時間承っております。キャビン内のご注文用紙をご利用ください。（無料）

ルームサービス

船内ではバルコニーを含めて禁煙ですが、灰皿をご用意しているオープンデッ
キでは喫煙は可能です。安全上の理由から、必ず灰皿をご利用ください。

喫　煙

ご利用の際はプールサイドの安全上のご案内をご覧ください。
※ル・ポナン号にプールはございません。

プール（デッキ 6）

ジムではレッスンを開いています。
ジムから外デッキプールへは直接つながっています。
テニスやゴルフ、スキューバダイビング等をお楽しみいただける寄港地もござい
ます。（ライセンス、ハンディキャップカード、ダイビングログをお持ちください）
※ル・ポナン号にジムはございません。

スポーツ（デッキ 5）

午前 7時から夜 12時（緊急時はブリッジへご連絡ください）

レセプション（デッキ 3）

6校　乗船の手引き　単頁
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各キャビンから、また日本からもかける事も出来ます。
衛星回線を使用する為高額です。ご請求はキャビン付けになります。
操作方法はレセプションにてご確認ください。
FAX送信をご希望の場合は封をした封筒に入れてレセプションへお持ちください。

電　話

スタッフ及びクルーへのチップはお客様のご判断にお任せしております。
ガイドラインは 1泊 12 ユーロとなっております。
またクレジットカード払いも可能です（キャビン付け）。

チップ

クルーズコースにより予防接種が必要な場合があります。その場合は予防接種
証明書（英語）をご持参ください。書式は事前にご確認ください。

予防接種

各キャビンには金庫がございます。
またレセプションには大型金庫がございます。
ポナン社では盗難・紛失の責を負いかねますので予めご了承ください。

貴重品

落し物を見つけた時はレセプションまでお届けください。紛失物につきまして
はレセプションにてご確認ください。

遺失物

6校　乗船の手引き　単頁
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火災が起こらないようキャビン内での喫煙は厳に慎みください。また湯沸かし
ポット等も利用出来ません。火災を発見した場合は船内の火災報知機を押して
お知らせください。

防火について

入港、出港時刻は毎日船内新聞にてご案内し
ております。定時運行を守る為決められたお
時間までに船にお戻りください。

定時運行

国際法に基づきまして、船から物（紙や食べ
物等）をお捨てにならないようお願い致します。

環境保護

6校　乗船の手引き　単頁
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下船前日に船内新聞にて、詳細をご案内致しますので必ずご覧ください。

下船のご案内

◆クレジットカードご登録のお客様
自動的にカード精算が行われますのでレセプションでのお手続きは不要です。
下船前夜夕食時にご利用明細をお届け致しますので金額のご確認をお願い致
します。
金額が合わない場合はレセプションへお申し出ください。
◆現金支払い希望のお客様
レセプションにてお手続きください。
※ 特にお申し出のない場合、お客様の口座は下船前の深夜に閉まります。　
その後お飲み物等でお支払いが発生した場合は、翌日付けでクレジット
カードにご請求致します。

船内費用のご精算

スタッフ及びクルーへのチップはお客様のご判断にお任せしております。
クルーズ最終日にキャビンに封筒をお届け致しますのでお気持ちをお入れにな
りレセプションにあるボックスへお入れください。ガイドラインは1泊 12ユー
ロとなっております。
またクレジットカード払いも可能です（キャビン付け）。

チップ

下船に際して

6校　乗船の手引き　単頁
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デッキ・プラン

ル・ボレアル号／ロストラル号／ル・ソレアル号／ル・リリアル号

ガストロノミック
レストラン

グリル・レストラン

就　航：
ル・ボレアル号（2010 年）　
ロストラル号（2011年）　
ル・ソレアル号（2013 年）
ル・リリアル号（2015 年）　
総トン数：10,700トン
〈ル・リリアル号（10,990トン）〉
定　員：264 名
〈ル・リリアル号（244 名）〉
室　数：132 室
〈ル・リリアル号（122 室）〉
乗組員：140 名　

◆シップデータ
メインレストラン（260 席）／ラウンジバー／シアター／オブ
ザベーションラウンジ／SOTHYS 美容室／スパ／プール／
フィットネスセンター／ライブラリー／ショップ／Wi-fi アクセ
ス／メディカルセンター

◆主な施設

ル・ボレアル号　010-47-23-677-261/262 ロストラル号　010-47-23-677-341
ル・ソレアル号　010-47-23-674-468 ル・リリアル号　010-47-23-674-517/518/519

◆直通電話

95％がバルコニー付の 21㎡～ 54㎡（ル・リリアル号（21㎡
～ 66㎡））のゆったりした客室（TV、電話、ミニバー、バ
スローブ、ヘヤドライヤー等）、24 時間ルームサービス可能
※ ル・リリアル号のバスタブはオーナー・スイート、グラン
ドプリヴィリッジ・スイート、グランドデラックス・スイート、
プリヴィリッジ・スイートにございます。

◆全室海側キャビン

全　長：142m
全　幅：18m
階　層：6層
アイスクラス：IC（耐氷船）
スピード：14ノット
船　籍：フランス

6校　乗船の手引き　単頁
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オーナー・スイート
（45㎡+9㎡バルコニー）

WC WC

Balcony

Sofa

Dining
Room

Shower

Spa
bathtub Dressing

room

Dressing
room

Tv
Tv

Bar

オーナー・スイート
（54㎡+12㎡バルコニー）

ル・ボレアル号／ロストラル号
ル・ソレアル号 ル・リリアル号

プレステージ・スイート
（37㎡+8㎡バルコニー）

グランドプリヴィリッジ
・スイート
（54㎡+
 12㎡バルコニー）

Dressing
room

Shower

Shower

WC WC

Balcony

Bathtub

Tv

Bar

Tv

Tv

Dressing
room

4隻共通 ル・リリアル号

プレステージ・ステートルーム
（18.5㎡+4㎡バルコニー）

グランドデラックス・スイート
（45㎡+10㎡バルコニー）

WC WC

Balcony

Douche

Dressing
room

Dining
room

Spa
bathtub

Tv Tv

Sofa

Desk

Bar

Shower

S G d D l LYRIAL UK

4隻共通 ル・リリアル号

デラックススイート
（27㎡+5㎡バルコニー）

※ ロストラル号、ル・ソレアル号、
ル・リリアル号はシャワーのみ

プリヴィリッジ・
スイート
（36㎡+8㎡バルコニー）

Dressing
room

ShowerWC

Balcony

Sofa

Bathtub

Tv Tv

Bar

4隻共通 ル・リリアル号

デラックス・ステートルーム
（18.5㎡+4㎡バルコニー）

スーペリア・ステートルーム
（21㎡バルコニー無し）

4隻共通 4隻共通

責了　乗船の手引き　P14のみ
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デッキ・プラン

ル・ポナン号

パノラミックレストラン
ル・ディアマン

ガストロノミック
レストラン・ケルケラ

就　航：1991年　
総トン数：1,443トン
定　員：64 名　
乗組員：32 名　
室　数：32 室　

◆シップデータ
パノラミックレストラン（67 席）
ガストロノミックレストラン（64 席）
メインラウンジ／テラスラウンジ／バー／ライブラリー／
コンピューターセンター

◆主な施設

ル・ポナン号　010-47-23-677-711
◆直通電話

全　長：88m
全　幅：12m
階　層：3層
スピード：10ノット
船　籍：フランス

6校　乗船の手引き　単頁
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アンティグア　デッキ
（12㎡）

マリー・ギャランテ　デッキ
（10㎡）
ツインベッド例

マリー・ギャランテ　デッキ
（10㎡）
キングサイズベッド例

マリー・ギャランテ　デッキ
（10㎡）
トリプル利用例

6校　乗船の手引き　単頁
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デッキ・プラン

ル・ラペルーズ号／ル・シャンプラン号／ル・ブーゲンヴィル号／ル・デュモン・デュルヴィル号
7

WC

WC

WC

WC

WC

WC

パノラミック
ラウンジ

操舵室

レストラン

プール

ショップ
グリル

メインラウンジ

エクスカーション
デスク

レセプション
メディカル
センター

シアター

スパ

フィットネス

就　航：
ル・ラペルーズ号（2018 年）
ル・シャンプラン号（2018 年）
ル・ブーゲンヴィル号（2019 年）
ル・デュモン・デュルヴィル号
（2019 年）
総トン数：9,900トン
定　員：184 名
乗組員：110 名　
室　数：92 室

◆シップデータ
メインレストラン／グリルレストラン／メインラウンジバー／
ブルーアイラウンジ／シアター／パノラミックラウンジ／スパ／
プール／フィットネスセンター／ショップ／メディカルセンター／
wifi アクセス（有料）

◆主な施設

エアコン、TV、電話、ミニバー、バスローブ、ヘアドライヤー、
金庫、IPodプレーヤー、フランス製アメニティ、24 時間ルー
ムサービス等

◆客室アメニティ

全　長：131m
全　幅：8m
階　層：7層
アイスクラス：IC（耐氷船）
スピード：15ノット
船　籍：フランス

世界初の海中ラウンジ「ブルーアイラウンジ」

6校　乗船の手引き　単頁



バスタブ

TV

TV

TV スパ

パティオ

シャワー

WC

WC

ウォークイン
クローゼット

ミニバー

TV

シャワー

WC
ウォークイン
クローゼット

ミニバー

バルコニー

TV TV

シャワー

WC

シャワー

WC

ミニバーミニバー

ソファベッド

バルコニー バルコニー

TV

TV
パティオ

バスタブ

シャワー

WC

WC

ウォークイン
クローゼット

ミニバー

パティオ

ジャグジー

TV

TV
ウォークイン
クローゼット

WC

WC

シャワー

バスタブ

18

プリビレッジ スイート
（32㎡+8㎡バルコニー）

プレステージ スイート
（32㎡+8㎡バルコニー）

TV

シャワー

WC

ミニバー

バルコニー

プレステージ
キャビン
（19㎡+4㎡バルコニー）

オーナー・
スイート
（45㎡+30㎡パティオ）

グランド・デラックス 
スイート
（45㎡+30㎡パティオ）

TV

シャワー

WC
ウォークイン
クローゼット

ミニバー

バルコニー

デラックス
スイート
（27.5㎡+6㎡バルコニー）

バルコニー

シャワー

WC

TV

ミニバー

ウォークイン
クローゼット

デラックス
キャビン
（19㎡+4㎡バルコニー）
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株式会社ジェイバ
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町13-3
日本橋IPビル
TEL:03-5695-1647
Email :  info@jeibacruise. jp
URL: http://www.jeibacruise.jp/ponant/

ポナン 日本地区販売代理店
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