
コリントス運河
高い所で79mの断崖絶壁

添乗員同行全日空プレミアム
エコノミー利用

2020年5月16日(土)～5月27日(水)羽田発着
旅行代金(2名1室利用お一人様)

1,580,000円～2,580,000円
　　　　　　　(プレステージ)　　　　(グランド・デラックススイート)　
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フランスの小型ラグジュアリー船ポナンクルーズのル･ブーゲンビル
フランスならではの美食と洗練されたサービス。
まるでプライベートヨットのようなくつろぎです。

～パトモス島・シフノス島・デルフィ・シチリア島～～パトモス島・シフノス島・デルフィ・シチリア島～

エーゲ海とコリンティアコス湾を結ぶ
コリントス運河を通航。両岸が絶壁の
狭い水路を進む絶景をご覧ください。
さらにヨハネ黙示録の舞台パトモス島
や世界遺産デルフィ遺跡など見どころ
満載。ご乗船の「ル・ブーゲンビル」は、
フランスの美食や洗練されたサービス
で極上の船旅をお届けいたします。

『海の上のフランス』ポナンクルーズ

フランスのラグジュアリー小型船 ル･ブーゲンビル(9,900トン)

エーゲ海と南イタリア12日間エーゲ海と南イタリア12日間
絶景のコリントス運河クルーズ

2019年4月デビューの新造船

6名様催行
最大10名様の
ゆとり旅

女性限定

船内スパ体験ご招待!!
(お１人様１回 )150ユーロまで
船内スパ体験ご招待!!
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船内スパ体験ご招待!!
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旅のハイライト！旅のハイライト！

当社
  初企画！
当社

  初企画！

全日空
プレミアム
エコノミー
クラス利用

(日本↔欧州都市間のみ)

船内スパ

※使用機材が変更になる場合がございます。

6つの
世界遺産を
巡ります！

6つの
世界遺産を
巡ります！



タオルミナ

ナポリ

アテネ

パトモス島

シフノス島

イテア

カタコロン

チビタベッキア

羽田より

羽田へ

コリントス運河

ポナンクルーズ
フランスのマルセイユを母港とする、
高級ヨットスタイルの個性的なクルー
ズを提供する船会社。「ポナン」はフ
ランス語で大西洋の意味を持ちます。

ル・ブーゲンビル

旅のポイント

羽田から欧州内都市間は往復全日空のプ
レミアムエコノミーを利用します。
（羽田空港のビジネスクラスラウンジをご利用い
ただけます）
（欧州内乗継便はエコノミークラスになります）

全日空プレミアムエコノミー利用5

女性限定で船内のスパにご招待いたしま
す。メニューはお一人様1回限定150ユー
ロまでとなります。

船内ではスパ体験ご招待
(女性のお客様限定のサービス )4

聖ヨハネが神の啓示を受け黙示録を書い
たとされるパトモス島、かつて世界の中心
として栄えたデルフィ遺跡などギリシャの
ハイライトを巡ります。

エーゲ海の島とギリシャの遺跡3

まるでプライベートヨットのような快適さと
心地よさを満喫してください。船内の食事
は三つ星レストランのシェフ監修、お飲み
物はフリードリンクです。

2 フランスの小型ラグジュアリー船
ル･ブーゲンビルにご乗船

エーゲ海とイオニア海を結ぶギリシャの
コリントス運河を通航します。 
1893 年に完成した運河で全長は 6km、
幅は 25m 未満と狭く、両岸が断崖絶壁
の水路を進む光景をお楽しみください。

断崖絶壁 !コリントス運河通航1

●(　　) は、船室・ホテルをお一人様で利用する場合の追加料金。
●ビジネスクラス利用および国内線利用の追加代金はお問い合わせください。
●旅行代金には羽田空港施設使用料(2,610円）、海外空港税（約9,600円）、燃油特別付加料（約34,000円）、
国際観光旅客税 (1,000 円 )、ポートチャージ（約 42,000 円）が含まれておりません。残金と合わせて
ご請求させていただきます。諸費用は為替・料金改定によって変動しますので予めご了承ください。

●船内チップ（12ユーロ×7泊分）が船内会計に加算されます。
●ご自宅～空港間の往復のスーツケース宅配サービスが付いています。（お一人様１個）

●上記スケジュールは、天候、海象などにより予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食 9回、昼食 8回、夕食 9回（機内食を除く）
●最少催行人員：6 名様・最大10 名様（添乗員同行）
●利用航空会社：全日空 (プレミアムエコノミークラス）（欧州内都市間の乗り継ぎ便はエコノミークラス）
●利用予定ホテル：（アテネ）グランデブルターニュ（ローマ）NHコレクションパラッツォ他同等クラス
●5/19パトモス島では観光の都合のため、船内でのご昼食を早めにとっていただきます。
● OP オプショナルツアーは、船会社提供の寄港地観光（別料金・混乗バス）です。詳細は別途お送りします。

■旅行代金（2名 1室利用お一人様）
客室タイプ 広さ 旅行代金

1,580,000 円
(628,000 円 )

プレステージ
バルコニー・シャワー付4･5階

プレステージ・スイート
バルコニー・シャワー付 5階

グランド、デラックススイート
バルコニー・バスタブ付 5･6 階 2,580,000 円

(1,500,000 円 )

2,280,000 円
(1,280,000 円 )

約 23 ㎡

約 75 ㎡

約 46 ㎡

プレミアムエコノミー利用

月日 都市名 現地時間 スケジュール

羽田 到着。通関手続き後、解散。5/27
（水）

午後12

アテネ

空路、  全日空プレミアムエコノミー  にて
アテネへ(途中欧州内乗継。乗継便はエコノミークラス)
到着。ホテルへ。

5/17
（日）

深夜

午後
2

【アテネ泊】

タオルミナ/
シチリア
（イタリア）

入港。
タオルミナ半日観光。ヨーロッパ随一のリ
ゾート地シチリア島のタオルミナ。
ギリシア劇場などにご案内します。
出港。

5/23
（土）

12:30

19:00

8

【船中泊】

チビタベッキア
ローマ

（イタリア）

5/25
（月）

08：00
午後10

【ローマ泊】

アテネ
（ギリシャ）

5/18
（月）

午前

16:00 頃
18:00

3
【船中泊】

シフノス島
（ギリシャ）

自由行動または OP オプショナルツアーでお
楽しみください。

5/20
（水）

終日5
【船中泊】

コリントス運河

イテア
（ギリシャ）

5/21
（木）

午前

13:30

19:00

6

【船中泊】
カタコロン
（ギリシャ）

5/22
（金）

07:00

13:00

7
【船中泊】

ローマ

フランクフルト

空路、エコノミークラスにてフランクフルト
へ。
乗り継ぎ 全日空プレミアムエコノミー  にて
羽田へ。

5/26
（火）

午後

夜11
【機中泊】

ナポリ
（イタリア）

5/24
（日）

9
12:30

18:00 【船中泊】

■旅行日程2020年5月16日(土 )～5月27日(水) 12日間

パトモス島
（ギリシャ）

5/19
（火）

12:00

22:00

4
【船中泊】

羽田5/16
（土）

夜 羽田にご集合。1

フランス船ならではのグルメ、サービス
プライベートヨットのような寛ぎをお楽しみください。

フランス料理ならではのグルメ料理をご提供い
たします。船内には趣の異なる 2 か所のレスト
ランをご用意しております。ポナンは、デュカス・
コンセイルと提携し世界的ミシュランシェフ、ア
ラン・デュカス氏のコンセプトを生かした料理
をご提供していきます。アルコールやソフトド
リンクが無料でお飲みいただけます。( 指定銘
柄除く)

Gastronomy
洗練されたテーブルの愉悦

フランス発祥ブランドをご提供。アフタヌーン
ティーにはラデュレのマカロンとパレデテの紅
茶をお楽しみください。
アメニティーはすべての客室でエルメスをご用
意しています。デッキ 6 のスイート客室のお客
様にはバトラーサービスをご用意いたしました。
ルームサービスなどのご要望はお申し付けくだ
さい。

Service
まるでプライベートヨットのような旅

ジェットバス・サウナ・スパや美容室も完備。
最新テクノジムマシンが揃うフィットネスルーム
で最高のリフレッシュタイムを。シアターでは
ショーやコンサート、各種パフォーマンスのほ
かガイドによるレクチャーなどを開催。客室で
はビデオオンデマンドでフランス映画などをお
楽しみください。

Life onboard 
「海の上のフランス」で過ごすバカンス

ギリシャの本土とペロポネソス半島とをつなぐ地峡の丘を掘って作られたエー
ゲ海とコリンティアコス湾を結ぶ運河です。運河は左右を絶壁で囲われており
全長約6㎞、幅は 20メートル超、絶壁の一番高い場所は 79mと、その迫力は
想像を越えます。年間約1万 5000 隻の船舶が航行しています。

コリントス運河 6日目

渓谷の急斜面にしがみつく
様にして残る遺跡。紀元後、
土砂が崩れ街のすべてが埋
まってしまい、長い眠りに
ついたが 1829 年発掘され
1987 年に「デルフィの考
古遺跡」という名称でギリ
シャの世界遺産に登録され
ました。

渓谷の急斜面にしがみつく
様にして残る遺跡。紀元後、
土砂が崩れ街のすべてが埋
まってしまい、長い眠りに
ついたが 1829 年発掘され
1987 年に「デルフィの考
古遺跡」という名称でギリ
シャの世界遺産に登録され
ました。

デルフィ遺跡6日目パトモス島
エーゲ海南東部に浮かぶギ
リシャの小島。リゾート地と
しても有名ですが、イエスの
十二使徒のひとり聖ヨハネが
「黙示録」を書いたとされる
島として知られています。

エーゲ海南東部に浮かぶギ
リシャの小島。リゾート地と
しても有名ですが、イエスの
十二使徒のひとり聖ヨハネが
「黙示録」を書いたとされる
島として知られています。

4日目

タオルミナ
シチリア島の中でも最も有
名なリゾート地、高台に位
置しているため真っ青な地
中海を眺めることができま
す。また、古代から栄え歴
史的建造物が今でも残って
いて自然と歴史どちらも楽
しめます。

シチリア島の中でも最も有
名なリゾート地、高台に位
置しているため真っ青な地
中海を眺めることができま
す。また、古代から栄え歴
史的建造物が今でも残って
いて自然と歴史どちらも楽
しめます。

8日目 カゼルタ宮殿
ナポリの北カゼルタの町に
あり、18世紀のブルボン朝
により築かれた巨大な宮殿
です。世界遺産にも登録さ
れており、ヴェルサイユ宮
殿やマドリード王宮に対抗
して作られたとも言われま
す。

ナポリの北カゼルタの町に
あり、18世紀のブルボン朝
により築かれた巨大な宮殿
です。世界遺産にも登録さ
れており、ヴェルサイユ宮
殿やマドリード王宮に対抗
して作られたとも言われま
す。

9日目

※写真はすべてイメージです



阿部賢一 大久保俊之 富永哲也
ホームページはこちら→

公式SNS   Follow   us !　

旅行条件（要約）

取消日 取消料 
 

旅行開始日の 
前日から起算して 
起算して遡って 

121日前 無料 
120日前～91日前 旅行代金の12.5％ 

90日前～ 76日前 旅行代金の25％ 

75日前～ 61日前 旅行代金の37.5％ 
60日前～出発当日 旅行代金の50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％  

 

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代
田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶
楽部 / 観光庁長官登録旅行業第 1294 号、以下当社という）
が企画・募集し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を締結することに
なります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途
お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約
款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支
払い下さい。申込金は200,000 円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅
行の予約申込を受け付けることがあります。この場合、電話
などによる予約申込から起算して 10 日以内に申込書と申込
金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を
提出されない場合、申込みはなかったものとして取り扱いま
す。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、121 日前ま
でにお支払いいただきます。　　
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、航空代、観光代、ホテル代、食事・
船内イベント参加費用、往復荷物宅配サービス（片道お一
人様1個）など。
■旅行代金に含まれないもの
●ポートチャージ、羽田空港使用料、海外空港税、国際観
光旅客税、燃油特別付加料、船内チップ、オプショナルツアー
代、渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代、出入国カード作
成料など）など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更
補償金をお支払いいたします。ただし､次の場合は変更補償
金をお支払いいたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公署の
命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止､ 当

    由により 損害を受けられた場合は、賠償の責を負いませ
ん。（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生
じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・宿
泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅
行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は
伝染病による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。
（f）盗難。（g）運送機関の遅延、不通又はこれらによって
生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の 14 日前までに
交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行
約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様の旅行
参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の
損害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞
金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い
運転または危険な運動中の事故によるものであるときは、
上記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当
社旅行業約款によります。約款をご希望の方はご請求くだ
さい。※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■最少催行人員　
●6 名様
■この旅行条件の基準日は 2019 年 9月20日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた
旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対
し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報を予め郵
便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者の
生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお変更補
償金は旅行者 1 名に対し、1 募集型企画につき旅行代金の
15％を限度とします。また変更補償金が千円未満である時
は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、
もしくはお客様が当社の規定を守らなかったことにより、当
社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し受
けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、
および旅行代金が所定の期日までに入金がなく、当社が参
加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料
（または違約料）を申し受けます。

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。
「クルーズ旅行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意し
ておりますので、ツアーお申込みと同時に、保険に加入さ
れることをお勧めいたします。
●キャンセルにより、1 室の利用人数が減った場合は、規
定の取消料以外に発生するお部屋の追加料金がかかりま
す。「クルーズ旅行取消費用特約」は利用人数の変更によ
る追加料金は補償されません。
■お客様に対する責任及び免責事項　
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の
故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害
を賠償する責を任じます。なお、お手荷物の場合にはお 1
人最高15万円を限度とします。また、お客様が以下の事

プレステージ･スイート(約46㎡) グランド･デラックススイート(約75㎡)

客室のご案内

船内のご案内

海中ラウンジ「ブルーアイ」

クジラの目をかたどった 2つの窓から、
海中の世界を垣間見ることができます。
さらに船に搭載したカメラの映像を映
し出し、イルカが戯れる様子を見られ
ることも。水中でとらえた音をリスニン
グソファで体感してください。　

新感覚の水中ラウンジ「ブルーアイ」

ラウンジ スパ 船内ダイニング

バカンスをこよなく愛するフランス人が創り上げたクルーズ。それが「ポナン･スタイル」です。
フランス発のデザインやグルメ、アメニティ船内をスタイリッシュに演出します。
フランス船ならではの船旅をお楽しみください。

ル・ブーゲンビルル・ブーゲンビル
Le Bougainville SHIP　DATA

・就航年：2019 年　
・総トン数：9,900トン
・全長：131m  ・全幅：18m　
・乗客定員：184名　

　

プレステージ (約23㎡)

※客室のデザイン、レイアウト等は若干異なる場合がございます。


