
クマノミ（イメージ）

ゾディアックボート（イメージ） サウナ（イメージ） 西表島のマングローブ（イメージ）

与那国島六畳ビーチ（イメージ）ル・ラペルーズ（イメージ）

全室
バルコニー

付き

10室限定
販売

海外フライ＆クルーズ
2021年6月大阪港発
郵船トラベルオリジナルツアー

フランスのエスプリを洋上で"ル・ラペルーズ"

2021年 6月28日（月） 7月7日（水）  ［10日間］
◆ 旅行代金〈 大人お1人様 2名1室ご利用 〉

668,000円～1,092,000円
（デラックスステート） （ デラックススイート ）

2020年8月31日（月）までの申込限定価格

コーラルアイランドを知り尽くす、
沖縄エクスペディション

日本人コーディネーター乗船
2名様より出発できます

探検観光
付き



プールの海側の壁面はガラ
ス製、まさに海と一体感を
感じて頂けます。錨泊中は
海を身近に感じながら優雅
にデッキチェアに寝そべり、
カクテルをどうぞ。

クルーズ船では初の船内から水中を五感で
体感できるラウンジ。船にいながらにして海
洋生物との出会いを楽しめます。

プールデッキ

ブルーアイラウンジ（イメージ）

ゾディアックボート

レストラン

ラウンジ

マリーナ

客船では着岸出来ない場
所に上陸したり、近づいた
りする為の強化ゴムボート
を保有しています。

フランス船ならではのビスト
ロ風のお料理や、寄港地
にちなんだお料理をお楽し
み頂けます。「デュカス・
コンセイル」と提携し、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
した料理もご提供します。

船内には静かな時間を過ごすのに最適なラウンジ
がいくつかあります。大海原を一望できるパノラ
ミックラウンジ、夜はカクテルと音楽をお楽しみ頂
けるメインラウンジなどで至福の時をそうぞ。

マリーナプラットホームは
海や水上スポーツ（カ
ヤック、パドル、スキュー
バダイビング、シュノー
ケリング、ウォータース
キー、釣りなど）を楽し
むことができます。

Pool Deck

Zodiac Boat

Restaurant

Lounge

Marina

今、一番乗りたい船、
それがフレンチスタイルの
"ル・ラペルーズ"

R e c o m m e n d  S h i p ル・ラペルーズ

バカンスをこよなく愛するフランスのポナン社が創り上げたヨットスタ
イルクルーズ。スタイリッシュな船体とインテリア、パリのスターシェ
フ、アラン・デュカスと提携している美食、どこまでも透き通ったコー
ラルアイランドで繰り広げられる心躍る探検観光。日本にいながらに
してフレンチスタイルの洋上生活をお楽しみください。

プールデッキ（イメージ）

ゾディアックボート（イメージ）

パノラミックレストラン（イメージ）

料理例（イメージ）

マリーナ（イメージ）

（イメージ）

パノラミックラウンジ（イメージ）

Le Laperouse
Blue Eye



月日 発着時刻 スケジュール

1 2021年
6/28 月

15:00〜16:00 大阪港天保山集合
17:00 沖縄エクスペディションクルーズに向け出港

� ＜船内泊＞� - - 夕

2 29 火 終日クルーズ
船内のイベントでお楽しみ下さい。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

3 30 水
沖永良部島／鹿児島県

入港

出港

EX �奄美群島国立公園に属する島での見所は映画「東京
島」のロケ地となった半崎や東洋一の鍾乳洞・昇竜洞をはじ
め200～300の大鍾乳洞群。「花と鍾乳洞の島」の異名をとっ
ています。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

4 7/1 木
座間味島／沖縄県

入港

出港

EX �慶良間諸島に属する離島。ミシュラングリーンガイドで
二つ星に輝いた真っ白なビーチとエメラルドグリーンの海が
美しい古座間味ビーチやウミガメの住む阿真ビーチなど手
つかずの自然が美しい島です。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

5  2 金
久米島／沖縄県

入港

出港

EX �琉球王朝の時代から最も美しい島として「球美の島」
と呼ばれていました。南東海岸部は日本の渚100選のイーフ
ビーチがあり、東洋一といわれるサンゴでできた真っ白な砂
とコバルトブルーだけの砂州「ハテの浜」など美しい海浜地
帯となっています。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

6 3 土
西表島（西表石垣国立公園）／沖縄県

入港

出港

EX �八重山諸島の中で最大の島でマングローブの森など
約90を原生林が占める日本亜熱帯の秘境です。イリオモテ
ヤマネコやカンムリワシなど国指定天然記念物を有し、船で
しか行けない集落、船浮があり奥西表と呼ばれています。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

7 4 日
与那国島／沖縄県

入港

出港

EX �日本最西端の地で、黒潮の荒波が切り立った崖に打
ち寄せるダイナミックで独特の景観を持つ島です。ムー大陸
の遺跡ともいわれる謎の海底遺跡があることでも有名です。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

8 5 月 終日クルーズ
船内のイベントでお楽しみ下さい。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

9 6 火 終日クルーズ
船内のイベントでお楽しみ下さい。� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

10 7 水

マニラ（フィリピン）
朝入港
8:30

午後
夜

朝食後、下船となります。
日本語ガイドの出迎えを受けてマニラ市内観光。
世界遺産のバロック教会、◎サン・オーガスティン教
会、〇サンチャゴ要塞、〇リサール公園を訪れ、〇マニ
ラホテルで休憩のお時間をお取りしてマニラ空港へお
送りします。
空路帰国の途へ。
東京【羽田または成田】、大阪【関空】、名古屋【中部】、
福岡【福岡】着後通関をお受け下さい。� �朝 - 機

訪問場所について：〇下車観光　◎入場観光
ル・ラペルーズの寄港地での発着時は現時点では未定です。午前入港、午後出港が基本となります。

■ル・ラペルーズ船内のご案内
ドレスコード：日中や上陸時は気温の変化や環境にあわせた活動的な服装、歩きやすい靴をご用意くだ
さい。ご夕食からお休みまでの間は乗船中、2回フォーマルが設定されています。その他はスマートカジュ
アルとなります。
　スマートカジュアル：�男性は襟付きシャツとスラックス、女性はワンピースやブラウス＆スカートまたは

スラックスなど。
　フォーマル：男性はジャケット＆スラックス、女性はドレッシーなワンピースやパンツスースなど。
お食事、お飲物について：ご朝食、ご昼食、ご夕食はメインダイニングまたはグリルレストランをご利用
下さい。グリルレストランはご夕食時のみ予約制となります。アルコールを含むお飲み物はクルーズ代金
に含まれています (ヴィンテージ銘柄を除く）。
チップについて：1泊につきお1人様あたり12ユーロを出発前にお支払いいただきます。
船内通貨：ユーロとなります。クレジットカードもご利用いただけます。船内では日本円から外貨への両
替は行っておりません。必要な外貨は乗船前にご用意ください。

■ご旅行条件
最 少 催 行 人 数 2名様

添 乗 員 添乗員は同行しませんが船内では日本人コーディネーターがお世話し
ます。

利用予定航空会社
東京着（成田または羽田）：日本航空、全日空、フィリピン航空のいずれか
大阪着（関空）：フィリピン航空
名古屋着（中部）：フィリピン航空
福岡着（福岡）：セブパシフィック航空（エコノミークラスのみ）

食 事 回 数 朝食9回、昼食8回、夕食9回（機内食は含みません）

時 間 帯 の 目 安
未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00:00 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 24:00

※観光について： EX �寄港地では船会社主催のゾディアックボートなどを利用したエクスペディション
（探検観光）が含まれています。観光内容は現在船会社が企画中の為未定です。マニラでは郵船トラベル
のお客様だけで日本語観光が含まれています。

■ご旅行代金 2 名 1 室利用の大人お一人様／東京、大阪、名古、福岡着共通
（　　）は船室を 1 名 1 室利用のご旅行代金

お部屋タイプ 旅行代金

デラックスステート
23㎡（内バルコニー4㎡）　シャワー　デッキ3

668,000円
（1,205,000円）

プレステージステート5
23㎡（内バルコニー4㎡）　シャワー　ガラス製ベランダ　デッキ5

771,000円
（1,411,000円）

プレステージステート6
23㎡（内バルコニー4㎡）　シャワー　ガラス製ベランダ　デッキ6

805,000円
（1,479,000円）

デラックススイート6
33.5㎡（内バルコニー6㎡）　シャワー　ガラス製ベランダ　デッキ６

1,092,000円
（設定なし）

ビジネスクラス追加代金
（東京、大阪、名古屋着共通） 68,000円
※燃油サーチャージ940円、海外空港税1,190円、ポートチャージ（EUR450/約56,250円）、船内チップ
（EUR108/約13,500円）／いずれも2020年2月20日現在、が別途必要となり、出発前に金額を確定し
て請求させていただきます。

2020年8月31日（月）までの申込限定価格
ル・ラペルーズのクルーズ代金は変動制です。9 月 1 日以後のご予約は旅行代
金が変更となる可能性があり、本旅行代金での募集は 8 月 31 日（月）までとさ
せて頂きます。小型船のため、郵船トラベルでは合計10室のみの販売となります。
お早目のご予約をおすすめ申し上げます。

レストラン

Pool Deck

Restaurant

久米島  ハテの浜

座間味島  ウミガメ

与那国島  
立神岩（たちがみいわ）

Destination

「天国のような絶景」と絶賛されるハテの浜は３つの砂だけの大地。真っ白な砂
州が8kmも続き、エメラルドグリーンに輝く透明な海が広がります。

阿真ビーチの浅瀬にはアオ
ウミガメ、タイマイの他隠れ
クマノミも生息していてシュ
ノーケリングやシーカヤック
などで簡単に出会うことが
できます。

荒々しく打ち寄せる波が
造った与那国のシンボル。
その昔、海鳥の卵を取るた
めに登った若者が下りられ
なくなり、神に祈って眠った
ところ無事に降りることがで
きた、と伝わっています。

大阪大阪

沖永良部島沖永良部島

座間味島座間味島
西表島（西表石垣国立公園）西表島（西表石垣国立公園）

与那国島与那国島

マニラマニラ

久米島久米島

寄港地

＜ご乗船の方へのご案内＞
●本航路は大阪より沖縄などの島々を経由してマニラに向かいますが、途中下船（解散）はできません。
ル・ラペルーズはフランス船籍の為、船舶法第3条の規定により同国間(この場合は日本)での運送が認めら
れていません。　＊緊急時など、国土交通大臣の特許を得た場合は除きます。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

合計10 室のみの販売となります



総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東京203-5213-9987 〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄   Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

横浜2045-640-6560 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅 知範   Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp

名古屋2052-561-1354 〒450-0001 名 古 屋 市 中 村 区 那 古 野1- 47-1　 名 古 屋 国 際 センター ビル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓   Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

大阪206-6251-5881 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香  Eメールアドレス  cck@ytk.co.jp

神戸2078-251-6218 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人  Eメールアドレス  ccu@ytk.co.jp

福岡2092-475-0011 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二  Eメールアドレス  wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

旅 行 企 画 ・ 実 施

上記各営業所の営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
ホームページアドレス  http://www.ytk.co.jp

発行K-19-027　2020年 2月26日

旅行条件（要約）　旅行条件は、下記によるほか当社の旅行業約款によります。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上、お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（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。また、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確定
書面（最終旅行日程表）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。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期 
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅
行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の25%以上を添
えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一
部として取扱います。また、旅行契約は、当社ら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します。

●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段によ
る旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の
時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌
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いをして頂きます。こ
の期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申
し込みがなかったものとして取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、
また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申込みの場合には、申込金
のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出した時に成
立致します。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手
段でお申し込みの場合であっても、クレジットカード決済による旅行契約は、
当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、
当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電子メール等の電子承諾

通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに
成立するものとします。

■旅行代金のお支払い 
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して
遡って90日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶の運送機関の運賃・料金・
宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、観光料金（バス料金・
ガイド料金・入場料を含む）、食事料金（税・サービス料金を含む）、航空会社
規定の手荷物運搬料金、団体行動中のチップ。※お客様のご都合により、旅
行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの 
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の諸費用（クリーニング
代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、
査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発着空港等集合・解散
地までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加する有料オプショナルツアーの
料金、海外空港税、ポートチャージ、船内チップ、運送機関が課す付加運賃・
料金（燃油サーチャージ等）、国際観光旅客税。
■当社の責任  
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は
責任を負いません。（ア）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（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発
生する損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中止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（エ）官公署の命令、外国の出入国規
制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程変更、旅行の中止

（オ）自由行動中の事故（カ）食中毒（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケ
ジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地
滞在時間の短縮。
■旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2020年2月20日を基準としています。また、旅行代金は2020
年2月20日現在の有効なものとして公示されている運賃規則を基準として算出し
ています。
■取消料 
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を
解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの旅行取扱
店の営業時間内にお受けします。
※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代
金を減じた合計金額となります。※お客様の取消により1人1部屋となった場合、
1人1室利用旅行代金との差額が必要となります。

取消料について
取　消　日 取消料

旅行開始の日の
前日から起算して
さかのぼって

301日前（2020/8/31）まで 無料
300日～241日前まで 旅行代金の7.5％
240日～181日前まで 旅行代金の12.5％
180日～91日前まで 旅行代金の25％
90日～61日前まで 旅行代金の37.5%
60日～ご出発当日まで 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％

ご案内とご注意　
■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明書の取
得については、お客様自身で行っていただきます。これらの手続き代行については、
販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。日本国籍でないお客様
は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問い合わせ下さい。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、日本帰国
時点で有効期間が６カ月以上残っている旅券が必要です。

●当コースは、日本国籍の方は査証の取得は不要です。
■航空機について
●ビジネスクラスご利用のお客様は基本コースのご予約と同時にお申し出くださ
い。座席のご希望も併せて予約時にお申し出ください。お申し込み後の手配の
ため、ご希望に添えない場合があります。

■空港税等について
旅行代金には、空港税等は含まれていません。空港税等のうち、航空券発券時に
徴収することを義務付けられているものは、旅行代金と併せて旅行取扱店にお支
払いください。航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合計金額が異な
ることがあります。お支払い頂く合計金額は、ご出発の90日前に確定し、ご請求さ
せて頂きます。それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。
■燃油サーチャージについて
旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。旅行出発日の90日前まで
に確定し、ご請求させて頂きます。それ以降に為替変動等による過不足が生じまし

ても追加徴収又は返金はありません。また、燃油サーチャージの確定までに燃油
サーチャージが廃止となった場合、当社は請求を取りやめます。
■国際観光旅客税について
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確
保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観光旅客税」は、船舶
又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、2019年1月7日以降に日
本から出国するお客様から徴収（出国１回につき1,000円）するものです。
■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・地域の渡
航に関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に海外危険情
報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省安全ホームページ（http://
www.anzen.mofa.go.jp/」でも確認できます。旅行日程・滞在先・連絡先等を登
録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外
務省海外旅行登録システム「たびレジ」（http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）
への登録をお勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行のテロ・誘
拐対策」（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.pdf）をご確
認ください。

●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

■個人情報の取り扱いについて
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客

様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・
宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については当該パンフレット記載の日程表及び最
終日程表に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任､事故時の費用等を担保
する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便
宜のために必要な範囲内で､それら運送･宿泊機関､保険会社、土産物店等に対し､お
客様の氏名､生年月日、住所、パスポート番号等を､予め電磁的方法等で送付することに
よって提供します。このほか、当社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービ
ス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケート
のお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて
頂くことがあります。
■お客様の健康情報について
本ご旅行では参加者全員に健康アンケートの提出をお願いしています。また、医師による
診断書の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
■海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがありま
す。また事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが
実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お
客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行
保険についてはお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせ下さい。

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・
動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介
助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に参加にあたり特別な配慮が必要

となる旨をお申し出ください（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。）。当
社は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づ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の負担となります。

C A B I N D E C K  P L A NLe Laperouse
ル・ラペルーズ

水中展望ができるブルーアイやガラス製のプールなど、他船にはない魅
力満載のル・ラペルーズ。
本船を運航するポナン社はイブ・サンローランやグッチも加盟しているフ
ランスの名門ブランドグループ、アルテミスに属しています。

■客室設備(共通）
ツインベッド(ダブル仕様可)、ミニバー(冷蔵内無料)、液晶テレビ、ビデオオンデマンド、ipodTM　ドッグ、電話、金庫、ドレッサー、
バスローブ、ヘアドライヤー、シャワー、独立したトイレ、フランス製バスアメニティ、110V電源(日本と同じA型)、インターネッ
トアクセス(1部屋につき1アカウント無料）、24時間ルームサービス(無料）

           マークのツアーとは

小さくていい旅
tresはスペイン語で数字の3 のこと。

このツアーは三つのSでお客様に少人数で
満足度の高い旅をご提案します

small
少人数制

わずか184名だけにお楽しみ頂けるヨットスタイルクルーズ。お食事も1回制でお好きな時間にお好きなお席をご利用頂けま
す。乗下船も待たずにらくらく、小さいながらもお部屋はすべてベランダ付、フランス人スタッフの温かいサービスも自慢です。

日本寄港する外国船はほとんどが邦船と同じような寄港地の中、どんな場所でも上陸可能なゾディアックボートを搭載して
いるル・ラペルーズでのクルーズなら、今まで体験することのなかったコーラルアイランドの魅力を再発見できます。

selected
こだわりの施設選び

梅雨が明けたベストシーズンの沖縄、世界有数の透明度を誇る海へ船から直接ゾディアックボートで上陸。浅瀬を泳ぐウミ
ガメと出会い、クマノミの隠れ家を探し、陸路では行くことができない秘密の集落を訪れるなど冒険心をくすぐります。

sensation
感動体験

デラックスステート
（デッキ３）
23㎡（内バルコニー4㎡）
鉄製ベランダ
窓は片開き

プレステージステート
（デッキ５、６）
23㎡（内バルコニー4㎡）
ガラス製ベランダ

デラックススイート6
（デッキ６）
33.5㎡（内バルコニー6㎡）
ガラス製ベランダ
バトラーサービス

※各お部屋の画像は一例です。(イメージ）

総 ト ン 数：9,900トン 全 長：131m
全 幅：18m 船 客 定 員：184 名
ク ル ー：110 名 就 航：2018 年
キャビン 数：92 室（全室海側ベランダ付）
ゾディアックボート14隻搭載

Deck7

Deck6

Deck5

Deck4

Deck3

Deck2（イメージ） コーラルアイランドを知り尽くす、
沖縄エクスペディション




