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日本・南西諸島への探検クルーズ 
Japanese subtropical Islands 

大阪 – 基隆（台湾） 

2022年 5月 24日発（7泊 8日） 

ル・ソレアル 

【ハイライト】 

●世界初、比類ない美しさを誇る日本の南

西諸島へのエクスペディションクルーズ 

●ナチュラリストガイド同行によるゾディアッ

クボートでのクルージングと上陸観光 

●様々な風景：白砂のビーチ、透明度の高

い海、サンゴ礁、熱帯林、マングローブ林、

川、崖、洞窟、滝 

●沖縄文化体験：西表石垣国立公園内の伝

統的な村や蒸留酒製造所への訪問（日程に

より郷土料理の試食や伝統楽器体験が含ま

れる場合もあり） 

●喜界島、座間味島、久米島の美しいビー

チ 

●座間味島を囲むサンゴ礁周辺でのシュノ

ーケリング（日程、天候等により不可の場合もあ

り） 

●西表島でのマングローブクルーズ 

●エクスペディションチームによる、歴史、文

化、驚くべき生物多様性に関する詳しい解

説 

●経験豊富な専属インストラクター同行によ

るダイビング（※）と、エクスペディションチー

ム同行によるシュノーケリング（日程、天候等

により不可の場合もあり）（※）ダイビングには

PADI アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイ

バーまたは同等の資格が必要 

 

【日程】 

5月 24日：大阪 

5月 25日：洋上 

5月 26日：喜界島 

5月 27日：座間味島 

5月 28日：久米島 

5月 29日：西表石垣国立公園 

5月 30日：与那国島 

5月 31日：基隆（台湾） 

 

MEMO： 日本の南西諸島をエクスペディションクルーズ

で訪れるのはポナンが初。美しい砂浜とターコイズブルー

の海、豊かな海洋環境と生物多様性を誇る喜界島。「ケラ

マブルー」の名で世界中に知られる美しい海に囲まれ、サ

ンゴ礁ではウミガメの姿も見られる手つかずの自然に出会

える座間味島。野性味あふれるビーチと伝統的な村々、原

初のままの緑豊かな熱帯林、マングローブ林、川、滝が一

体となり、多くの固有種で構成されるユニークな生物多様

性を誇る、壮大な西表石垣国立公園。日本最西端に位置

し、断崖と風吹き渡る牧草地、野生の馬たちといったコント

ラストに満ちた風景や、経験豊富なダイバーたちを感動さ

せる美しい海洋環境と神秘的な岩礁で魅了する与那国

島。全く新しい日程によるル・ソレアルの 8 日間クルーズ

で、奄美群島、慶良間諸島、沖縄諸島、八重山列島の豊

かな素晴らしい自然遺産を満喫することができる。 

 

 

 

 

 

   

【シングル参加追加料金無料キャンペーン】対象 
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料金表 
 

2022年 5月 24日発（7泊 8日） 
大阪 – 基隆（台湾） ル・ソレアル 《 クルーズコード：S240522 》 

 

定価
早期割引

(料金変動制）

€ 5,580 € 4,010

€ 6,050 € 4,330

€ 6,730 € 4,810

€ 7,060 € 5,040

€ 7,470 € 5,330

€ 10,420 € 7,390

€ 14,120 € 9,980

€ 14,860 € 10,500

€ 17,080 -

ポートチャージ（料金に含まれております） € 350

※シングル利用時
【シングル参加追加料金無料

キャンペーン】

無料

※同室3人目（スィート以上） 50%

オーナー・スィート（バスタブ・バルコニー）

※同室3人目（スーペリア） 50%

プレステージ・スィート5（シャワー・バルコニー）

プレステージ・スィート6（シャワー・バルコニー）

プレステージ6（シャワー・バルコニー）

デラックス・スィート（シャワー・バルコニー）

プレステージ4（シャワー・バルコニー）

プレステージ5（シャワー・バルコニー）

スーペリア（シャワー・窓）

デラックス（シャワー・バルコニー）

キャビンタイプ

*料金は 1室 2名様利用のお 1人様料金です。 

*早期割引は空室状況により変動いたします。ご予約時ご確認ください。 

*値段の記載がないキャビンに関してはお問い合わせ下さい。 

2021年 9月 30日までに新規ご予約を頂くと特別販売条件が適用となります。 
 
【対象】 

2022年 12月 31日までに出発するクルーズに新規ご予約をいただくお客様 
 
【特別販売条件】 

・ご予約を確定するために必要なお申込金： 25 %のみ 

・残金のお支払い期限： 出航の 30日前 
 
【キャンセル、変更に関する特別条件】 

・如何なる理由でも出航 120日前までキャンセルが可能 

  （お支払い済金額の 100％をご返金致します） 

・如何なる理由でも出航 30日前まで新規予約へのお振替が可能 

  （当初ご予約頂いたクルーズの出発日より 24か月以内に出発する 

クルーズへご変更料なしでお振替が可能です） 
 
上記キャンセル条件はクルーズ費用のみに該当し、フライトおよび陸地での手配は適用除外とな

ります。/ PONANTによる運休・変更が発生した場合：お支払い済代金の 100%のご返金、もしく

は 100%のクルーズクレジットの発行をいたします。/ PONANT による乗船拒否が発生した場

合： (1)船長もしくは船医の判断によって乗船を拒否した場合：お一人様につき上限 1,000€まで

の帰宅費用の実費分を負担することといたします。(2)Covid-19 を含めた医療的理由によって乗

船を拒否した場合：状況によりご返金もしくはクルーズクレジットの発行をいたします。/ ご乗船の

際、全てのお客様は出発の 72 時間以内に PCR 検査による陰性証明をご自身のお手配で取得

いただく必要がございます。 

ポナン日本地区販売代理店 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 1階 
TEL: 03-5695-1647 / FAX: 03-5695-1827 

 

【通常のお支払い条件】 

■ お申込金（ご予約後 7日以内）： クルーズ代金の 25% 

■ 残金のお支払い（出航の 90日前）： クルーズ代金の 75%  

【通常のキャンセル条件】 

■ 正式ご予約後～14日以内： キャンセル料は発生致しません。 

■ 正式ご予約後 15日後～365日前まで： お一人様€150 

■ 364日前から 211日前まで： クルーズ代金の 10% 

■ 210日前から 92前まで： クルーズ代金の 25%    

■ 91日前から出発日まで： クルーズ代金の 100% 
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日本・南西諸島への探検クルーズ 
Japanese subtropical Islands 

基隆（台湾） – 那覇 

2022年 5月 31日発（7泊 8日） 

ル・ソレアル 

【ハイライト】 

●世界初、比類ない美しさを誇る日本の南

西諸島へのエクスペディションクルーズ 

●ナチュラリストガイド同行によるゾディアッ

クボートでのクルージングと上陸観光 

●様々な風景：白砂のビーチ、透明度の高

い海、サンゴ礁、熱帯林、マングローブ林、

川、崖、洞窟、滝 

●蒸留酒製造所への訪問（日程により沖縄

郷土料理の試食が含まれる場合もあり） 

●沖縄文化体験：西表石垣国立公園内の伝

統的な村への訪問、伝統芸能の太鼓エイサ

ー鑑賞（伊平屋島） 

●石垣島、宮古島、久米島の美しいビーチ 

●座間味島の名高いサンゴ礁周辺でのシュ

ノーケリング（日程、天候等により不可の場合も

あり） 

●西表石垣国立公園でのマングローブクル

ーズ 

●エクスペディションチームによる、歴史、文

化、生物多様性に関する詳しい解説 

●経験豊富な専属インストラクター同行によ

るダイビング（※）と、エクスペディションチー

ム同行によるシュノーケリング（日程、天候等

により不可の場合もあり）（※）ダイビングには

PADI アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイ

バーまたは同等の資格が必要 

 

【日程】 

5月 31日：基隆（台湾） 

6月 1日：石垣島 

6月 2日：西表石垣国立公園 

6月 3日：宮古島 

6月 4日：久米島 

6月 5日：伊平屋島 

6月 6日：座間味島 

6月 7日：那覇 

 MEMO： 日本の南西諸島をエクスペディションクルーズ

で訪れるのはポナンが初。市街地の活気や、ターコイズブ

ルーの海と白砂のビーチが創り上げる川平湾の美しい景

色を満喫できる八重山列島の中心地、石垣島。野性味あ

ふれるビーチと伝統的な村々、原初のままの緑豊かな熱

帯林、マングローブ林、川、滝が一体となり、多くの固有種

で構成されるユニークな生物多様性を誇る、壮大な西表石

垣国立公園。沖縄県北端に位置し、伝統芸能の太鼓エイ

サーなど古からの文化が大切に守られている伊平屋島。

「ケラマブルー」の名で世界中に知られる美しい海に囲ま

れ、サンゴ礁ではウミガメの姿も見られる手つかずの自然

に出会える座間味島。基隆を出発し、八重山列島、宮古列

島、沖縄諸島、伊平屋伊是名諸島、慶良間諸島の豊かな

素晴らしい自然遺産を満喫し、那覇へと至る、全く新しい日

程によるル・ソレアルの 8日間クルーズ。 

 

 

 

 

  

   

【シングル参加追加料金無料キャンペーン】対象 
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料金表 
 

2022年 5月 31日発（7泊 8日） 
基隆（台湾） – 那覇 ル・ソレアル 《 クルーズコード：S310522 》 

 

*料金は 1室 2名様利用のお 1人様料金です。 

*早期割引は空室状況により変動いたします。ご予約時ご確認ください。 

*値段の記載がないキャビンに関してはお問い合わせ下さい。 

2021年 9月 30日までに新規ご予約を頂くと特別販売条件が適用となります。 
 
【対象】 

2022年 12月 31日までに出発するクルーズに新規ご予約をいただくお客様 
 
【特別販売条件】 

・ご予約を確定するために必要なお申込金： 25 %のみ 

・残金のお支払い期限： 出航の 30日前 
 
【キャンセル、変更に関する特別条件】 

・如何なる理由でも出航 120日前までキャンセルが可能 

  （お支払い済金額の 100％をご返金致します） 

・如何なる理由でも出航 30日前まで新規予約へのお振替が可能 

  （当初ご予約頂いたクルーズの出発日より 24か月以内に出発する 

クルーズへご変更料なしでお振替が可能です） 
 
上記キャンセル条件はクルーズ費用のみに該当し、フライトおよび陸地での手配は適用除外とな

ります。/ PONANTによる運休・変更が発生した場合：お支払い済代金の 100%のご返金、もしく

は 100%のクルーズクレジットの発行をいたします。/ PONANT による乗船拒否が発生した場

合： (1)船長もしくは船医の判断によって乗船を拒否した場合：お一人様につき上限 1,000€まで

の帰宅費用の実費分を負担することといたします。(2)Covid-19 を含めた医療的理由によって乗

船を拒否した場合：状況によりご返金もしくはクルーズクレジットの発行をいたします。/ ご乗船の

際、全てのお客様は出発の 72 時間以内に PCR 検査による陰性証明をご自身のお手配で取得

いただく必要がございます。 

ポナン日本地区販売代理店 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 1階 
TEL: 03-5695-1647 / FAX: 03-5695-1827 

 

【通常のお支払い条件】 

■ お申込金（ご予約後 7日以内）： クルーズ代金の 25% 

■ 残金のお支払い（出航の 90日前）： クルーズ代金の 75%  

【通常のキャンセル条件】 

■ 正式ご予約後～14日以内： キャンセル料は発生致しません。 

■ 正式ご予約後 15日後～365日前まで： お一人様€150 

■ 364日前から 211日前まで： クルーズ代金の 10% 

■ 210日前から 92前まで： クルーズ代金の 25%    

■ 91日前から出発日まで： クルーズ代金の 100% 


