
スペシャルプライスキャンペーン ～ポナンボーナス～ 

クルーズは事前の準備が必要です。お客様のご準備が早ければよりお得なプ

ランをご提案できます。スペシャルプライスキャンペーンは最大 30％割引とな

る割引プランです。クルーズの出発日が近くなると空室状況によっては料金が

上がる傾向にありますので、お得な料金でクルーズをお楽しみいただくためお

早目のご予約をお勧めいたします。 
 

●2021年乗船 スペシャルプライスキャンペーン対象クルーズ 

 

 

割引率

1月5日 1月13日 30% € 3,430 ～

ビクトリア／マヘ→セント・アン海洋国立公園→セ
ント・ジョセフ→キュリューズ→アリデ→グランド・
サール→プララン→ラ・ディーグ島→ビクトリア／マ
ヘ

ル・ブーゲンビ
ル

8 インド洋 G050121

1月11日 1月18日 30% € 2,800 ～
プエルトカルデラ→エルドゥーラ→ケポス→プラヤ
ムエルト／ダリエン国立公園→パナマ運河通過→
サン・ブラス諸島→コロン

ル・デュモン
デュビル

7 パナマ運河 U110121

1月12日 1月21日 30% € 3,220 ～
コロン→サン・ブラス諸島→カルタヘナ→ボネール
島→セントジョージズ／グレナダ→メイルー島→ス
フリエール→フォール・ド・フランス

ル・シャンプラ
ン

9
カリブ&

中南米
C120121

1月13日 1月25日 30% € 5,380 ～

ビクトリア／マヘ→キュリューズ→プララン→アリデ
→ポワブル→アルフォンス→アルダブラ環礁→ア
ストーブ環礁→デロッシュ→ラ・ディーグ島→ビクト
リア／マへ

ル・ブーゲンビ
ル

12 インド洋 G130121

1月21日 1月30日 30% € 4,150 ～
オークランド→ファカタネ→タウランガ→ウェリントン
→ピクトン→リトルトン→アカロア→ダニーデン

ル・ベロ 9 オセアニア E210121

1月25日 2月2日 30% € 3,430 ～

ビクトリア／マヘ→セント・アン海洋国立公園→セ
ント・ジョセフ→キュリューズ→アリデ→グランド・
サール→プララン→ラ・ディーグ島→ビクトリア／マ
ヘ

ル・ブーゲンビ
ル

8 インド洋 G250121

1月29日 2月6日 25% € 3,170 ～

フォール・ド・フランス→ポートエリザベス／べキア
島→セントジョージズ／グレナダ→メイルー島→ト
バゴ諸島→ブリッジタウン→ピジョンアイランドビー
チ／セント・ルシア島→スフリエール／セント・ルシ
ア島→レ・サント諸島→フォール・ド・フランス

ル・シャンプラ
ン

8
カリブ&

中南米
C290121

2月2日 2月14日 25% € 5,720 ～

ビクトリア／マヘ→キュリューズ→プララン→アリデ
→ポワブル→アルフォンス→アルダブラ環礁→ア
ストーブ環礁→デロッシュ→ラ・ディーグ島→ビクト
リア／マヘ

ル・ブーゲンビ
ル

12 インド洋 G020221

2月6日 2月14日 30% € 3,980 ～
フォール・ド・フランス→ブリッジタウン→カヌアン島
→バセテール→フォーシーズンズ／ネイビス島→
バセテール→マリゴ

ル・シャンプラ
ン

8
カリブ&

中南米
ゴルフ C060221

2月8日 2月22日 20% € 9,050 ～

オークランド→バウンティ諸島→アンティポデス諸
島→キャンベル島→エンダービー島／オークランド
諸島→豪州南極観測探検隊観測所／マッコーリー
島→サンディ湾／マッコーリー島→スネアーズ諸
島→リトルトン

ル・ベロ 14 南極 E080221

新 2月10日 2月22日 30% € 4,490 ～
コロンボ→ゴール→トリンコマリー→チェンナイ→パ
ンガー→ペナン→ポートクラン

ル・ラペルーズ 12 インド洋 R100221

2月13日 2月21日 25% € 3,650 ～

ビクトリア／マヘ→セント・アン海洋国立公園→セ
ント・ジョセフ→キュリューズ→アリデ→グランド・
サール→プララン→ラ・ディーグ島→ビクトリア／マ
ヘ

ル・ジャックカ
ルティエ

8 インド洋 X130221

2月14日 2月20日 30% € 2,360 ～

マリゴ→グスタビア→レ・サント諸島→ピジョンアイ
ランドビーチ／セント・ルシア島→スフリエール／セ
ント・ルシア島→メイルー島→ポートエリザベス／
べキア島→フォール・ド・フランス

ル・シャンプラ
ン

6
カリブ&

中南米
ミュージック C140221

2月14日 2月23日 30% € 4,790 ～

ビクトリア／マヘ→プララン→アルフォンス→コスモ
レド環礁→アソンプシオン島→アストーブ→グロリ
オソ諸島／インド洋無人島群→クンバ島→ノジー・
タニケリー島→ノシ・べ

ル・ブーゲンビ
ル

9 インド洋 G140221
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割引率

2月20日 2月28日 25% € 3,170 ～

フォール・ド・フランス→ポートエリザベス／べキア
島→セントジョージズ／グレナダ→メイルー島→ト
バゴ諸島→ブリッジタウン→ピジョンアイランドビー
チ／セント・ルシア島→スフリエール／セント・ルシ
ア島→レ・サント諸島→フォール・ド・フランス

ル・シャンプラ
ン

8
カリブ&

中南米
C200221

新 2月22日 3月6日 25% € 5,350 ～
ポートクラン→シンガポール→サムイ島→バンコク
→クート島→ホーチミン

ル・ラペルーズ 12 アジア R220221

2月23日 3月4日 30% € 4,790 ～

ノシ・ベ→クンバ島→タニケリー島→グロリオソ諸
島／インド洋無人島群→アストーブ→アソンプシオ
ン島→コスモレド環礁→セント・ジョセフ→プララン
→ビクトリア／マへ

ル・ブーゲンビ
ル

9 インド洋 G230221

新 2月28日 3月8日 25% € 3,170 ～

フォール・ド・フランス→サウス・フライアズ湾／セン
トクリストファーネイビス→マリゴ→ヴァージン・ゴル
ダ島→グスタビア→バーブーダ島→バス・テール
島→ポーツマス→フォール・ド・フランス

ル・シャンプラ
ン

8
カリブ&

中南米
C280221

3月1日 3月10日 30% € 3,690 ～
コロン→サン・ブラス諸島→カルタヘナ→ボネール
島→セントジョージズ／グレナダ→メイルー島→ス
フリエール→フォール・ド・フランス

ル・デュモン
デュビル

9
カリブ&

中南米

ナショナル
ジオグラ
フィック

U010321

3月2日 3月14日 25% € 6,660 ～

ウシュアイア→ホーン岬周辺を航行→プエルト・
ウィリアムス→ガリバルディ氷河→アゴスティニ氷
河→マゼラン海峡を航行→エル・ブルッホ氷河→ピ
オ11氷河→トルテル→クエムチ／チロエ島→タル

カワノ

ル・ボレアル 12 南米
ナショナル
ジオグラ
フィック

B020321

3月7日 3月28日 25% € 8,340 ～

ウシュアイア→ニュー・アイランド／グレーブ・コーブ
→スティープル・ジェイソン島→ネック→サウス
ジョージア島→トリスタンダクーニャ→ナイチンゲー
ル島→ゴフ島→喜望峰の前を航行→ケープタウン

ル・リリアル 21 南極 Y070321

新 3月10日 3月20日 25% € 3,970 ～

フォール・ド・フランス→レ・サント諸島→ピジョンポ
イント→スフリエール→ブリッジタウン→ポートエリ
ザベス／べキア島→セントジョージズ／グレナダ→
ポートオブスペイン／トリニダード島→パラマリボ→
サリュー諸島→カイエンヌ

ル・デュモン
デュビル

10
カリブ&

中南米
U100321

3月14日 3月27日 25% € 4,130 ～
タルカワノ→コキンボ→イキケ→アリカ→マタラニ
→ピスコ→カヤオ→サラベリーやグアヤキル

ル・ボレアル 13
カリブ&

中南米
 B140321

3月27日 4月9日 20% € 5,000 ～

グアヤキル→カーサオルキデアス→アカフトラ→プ
エルトケッツァル→サンフアンデルスル→エラドゥー
ラ→ビベロス島／ペルラス諸島→パナマ運河通航
→コロン

ル・ボレアル 13
カリブ&

中南米
B270321

3月28日 4月5日 30% € 2,910 ～
ケープタウン→ポートエリザベス→リチャーズベイ
→ダーバン

ル・リリアル 8 アフリカ  Y280321

3月30日 4月7日 30% € 4,160 ～
プライア→ミンデロ→ボア・ビスタ→カラベラ／ビ
ジャゴス諸島→オランゴ／ビジャゴス諸島→カラベ
ラ／ビジャゴス諸島→ダカール

ロストラル 8 大西洋
ナショナル
ジオグラ
フィック

A300321

3月31日 4月7日 30% € 1,320 ～ タルカワノ→ハンガロア／イースター島 ル・ソレアル 7
オーシャン・
ボヤージュ

S310321

新 4月5日 4月21日 20% € 6,870 ～

ダーバン→ユローパ島／インド洋無人島群→ファ
ン・デ・ノヴァ島／インド洋無人島群→グロリオソ諸
島／インド洋無人島群→タニケリー島→マジュンガ
→モロンダバ→トゥリアラ→リチャーズベイ→ダー
バン

ル・リリアル 16 インド洋 Y050421

4月7日 4月17日 30% € 3,300 ～
ダカール→プライア→ミンデロ→ラス・パルマス・
デ・グランカナリア／カナリア諸島→アレシフェ／カ
ナリア諸島→フンシャル／マデイラ諸島→リスボン

ロストラル 10 大西洋
アート＆
ミュージアム

A070421

4月7日 4月20日 25% € 4,860 ～

ハンガロア／イースター島→デュシー島／ピトケア
ン諸島を航行→アダムスタウン／ピトケアン諸島
→テモエ環礁付近を航行→リキテア／ガンビエ諸
島を航行→ランギロア→パペーテ／タヒチ島

ル・ソレアル 13 イースター島 S070421

4月9日 4月20日 25% € 4,040 ～
コロン→プロビデンシア島→プエルト・コルテス→サ
ント・トマス・デ・カスティージャ→ハーフ・ムーン・ケ
イ→プログレソ→マイアミ

ル・ボレアル 11
カリブ&

中南米
B090421

4月13日 4月24日 30% € 2,120 ～ カイエンヌ→リスボン
ル・デュモン
デュビル

11
オーシャン・
ボヤージュ

U130421

4月17日 4月26日 25% € 4,390 ～
リスボン→レイショエス→ポルト→パサイア→サン・
セバスチャン→ポーイヤック→ボルドー→ベリール
アンメール島→サン・マロ

ロストラル 9 大西洋
グルメ＆ワ
イン

A170421

4月20日 5月4日 30% € 3,850 ～
マイアミ→ナッソー→セントジョージズ／バミューダ
→オルタ／アゾレス諸島→ポンタ・デルガダ／アゾ
レス諸島→リスボン

ル・ボレアル 14 大西洋 B200421

4月26日 5月4日 ???? € 3,850 ～

サン・マロ→ガーンジー島／チャンネル諸島→シ
リー諸島→キンセール→リバプール→ダブリン→
ダグラス→ベルファスト／北アイルランド→グラス
ゴー／スコットランド

ロストラル 8 北欧 A260421
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割引率

5月4日 5月11日 30% € 2,460 ～
グラスゴー／スコットランド→ダグラス→ウィック
ロー→ニューポート→ダブリン

ロストラル 7 北欧 ゴルフ A040521

新 5月4日 5月13日 25% € 4,170 ～

パペーテ／タヒチ島→ライババエ島／オーストラル
諸島→トゥブアイ島／オーストラル諸島→ルルツ島
／オーストラル諸島→リマタラ島／オーストラル諸
島→ボラボラ島→モーレア島→パペーテ／タヒチ
島

ル・ソレアル 9 ポリネシア S040521

5月14日 5月22日 30% € 1,600 ～ ダカール→オンフルール
ル・ジャックカ
ルティエ

8
オーシャン・
ボヤージュ

 X140521

新 5月14日 5月27日 30% € 5,260 ～

プライア→ミンデロ→ラス・パルマス・デ・グランカナ
リア／カナリア諸島→アレシフェ／カナリア諸島→
カディス→マラガ→オラン→アルジェ→パレルモ／
シチリア

ル・リリアル 13 大西洋 Y140521

新 5月18日 5月25日 30% € 2,460 ～

フェアリー（グラスゴー）／スコットランド→ベルファ
スト／北アイルランド→トバモリー／マル島→アイ
オナ島／ヘブリディーズ諸島→キリーベグス→
ゴールウェイ→グレンギャリフ→キンセール→ダブ
リン

ロストラル 7 北欧 A180521

5月22日 6月6日 25% € 4,920 ～

パペーテ／タヒチ島→ランギロア→オモア／ファツ
ヒバ島→アナヴァーヴ／ファツヒバ島→アツオナ／
マルケサス諸島→ハパトニ／タフアタ島→ウアポ
ウを航行→タイオハエ／ヌクヒバ島→ハティヘウ／
ヌクヒバ島→アナホ湾を航行→ヒロ／ハワイ→ホノ
ルル／ハワイ

ル・ソレアル 15 ポリネシア
アート＆
ミュージアム

S220521

5月27日 6月4日 30% € 8,400 ～

トロムソ→ビュルネイ島（ベア島）を航行→南スピッ
ツベルゲン国立公園→北西スピッツベルゲン国立
公園→巨大な流氷の浮かぶ海を航海→コングス
フィヨルド→ロングヤービエン／スピッツベルゲン

ル・ボレアル 8 北極圏
ナショナル
ジオグラ
フィック

B270521

6月6日 6月14日 30% € 1,480 ～ ホノルル／ハワイ→バンクーバー ル・ソレアル 8
オーシャン・
ボヤージュ

S060621

6月6日 6月9日 30% € 830 ～ エディンバラ／スコットランド→レイキャビク
ル・ジャックカ
ルティエ

3
オーシャン・
ボヤージュ

X060621

6月21日 6月28日 30% € 4,420 ～

ジュノー／アラスカ→ヘインズ／アラスカ→トレー
シーアーム／アラスカ→シトカ／アラスカ→ケチカ
ン／アラスカ→ジョンストン海峡を航行→バンクー
バー

ル・ソレアル 7 北極圏 S210621

6月28日 7月5日 30% € 4,450 ～

バンクーバー→ジョンストン海峡を航行→ケチカン
／アラスカ→シトカ／アラスカ→トレーシーアーム
／アラスカ→スキャグウェイ／アラスカ→ヘインズ
／アラスカ→ジュノー／アラスカ

ル・ソレアル 7 北極圏 S280621

6月28日 6月30日 30% € 620 ～ グラスゴー／スコットランド→ベルゲン
ル・デュモン
デュビル

2
オーシャン・
ボヤージュ

U280621

7月5日 7月12日 30% € 4,420 ～

ジュノー／アラスカ→ヘインズ／アラスカ→トレー
シーアーム／アラスカ→シトカ／アラスカ→ケチカ
ン／アラスカ→ジョンストン海峡を航行→バンクー
バー

ル・ソレアル 7 北極圏 S050721

7月12日 7月19日 30% € 4,450 ～

バンクーバー→ジョンストン海峡を航行→ケチカン
／アラスカ→シトカ／アラスカ→トレーシーアーム
／アラスカ→スキャグウェイ／アラスカ→ヘインズ
／アラスカ→ジュノー／アラスカ

ル・ソレアル 7 北極圏 S120721

8月10日 8月12日 30% € 620 ～ ストックホルム→オスロ
ル・デュモン
デュビル

2
オーシャン・
ボヤージュ

U100821

新 8月15日 8月30日 30% € 10,570 ～

カンゲルルススアーク→グリーンランド南海岸を航
行→アンマサリク→ブロスビル海岸→イトコルトル
ミット→北東グリーンランド国立公園→イトコルトル
ミット→ヤン・マイエン島／スバールバル諸島→ト
ロムソ

ロストラル 15 北極圏
ナショナル
ジオグラ
フィック

A150821

9月9日 9月15日 30% € 1,250 ～ オスロ→リスボン
ル・デュモン
デュビル

6
オーシャン・
ボヤージュ

U090921

9月22日 9月30日 30% € 3,870 ～
ロサイス／スコットランド→オステンド→オンフルー
ル→サン・マロ→ア・コルーニャ→セー→ヴィアナ・
ド・カステロ→リスボン

ル・ジャックカ
ルティエ

8 北大西洋
Quintessenti

al Collection
X220921

9月23日 10月7日 割引なし € 11,870 ～

ノーム／アラスカ→セント・マシュー島→セント・
ポール島／プリビロフ諸島→ダッチハーバー／ウ
ナラスカ→ウンガ島／アラスカ→チャンクリウト島
／アラスカ→ツァーフィヨルド／アイシー湾→シトカ
／アラスカ→カケ／アラスカ→プリンス・ルパート→
アラート湾→ジョンストン海峡を航行→バンクー
バー

ロストラル 14 北極圏
ナショナル
ジオグラ
フィック

A230921

新 11月14日 11月23日 30% € 4,030 ～ 大阪→八丈島→小笠原→硫黄島を航行→グアム ル・ソレアル 9 アジア S141121

寄港地 船名 泊数 エリア
パートナーシッ
プ/テーマク

ルーズ

コース
番号

新
コース

乗船日
(2021年)

下船日
(2021年)

スペシャルプライス
キャンペーン

クルーズ料金



※キャンペーンは予期なく変更または終了する場合がございます。予めご了承ください。 

※コース内容や料金、詳細は予期なく変更になる場合がございます。ご予約をいただく際ご確認をお願い致します。 

※他キャンペーンとの併用ができない場合がございますのでご予約時ご確認ください。 

※2020 年のキャンペーンはお問合せください。 

 

 

JEIBA 2020.9. 


