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重要なお知らせ 

これらの販売約款（一般取引条件） は、カンパーニュ・デュ・ポナン（以下 CDP）と旅

行者との間の契約の重要な一部です。各クルーズシーズン（夏季または冬季）またはル・

ポール・ゴーギャンに固有の特別販売条件（一般取引条件） または例外的な予約条件

（「安心して予約」）が、本販売約款よりも優先される場合があります。いずれの場合も、

クルーズチケットおよび乗客券に記載されている条項は、本販売規約および特別販売条件

よりも優先されます。この契約書類一式は、CDPと旅行者の間の契約を構成します。 

本販売約款および／または契約書のある条項が強行法規に違反した場合、および／または

無効とみなされた場合でも、その無効性は他の条項の有効性に影響を与えないものとしま

す。 

個人情報の保護に関する 2016 年 4 月 27 日付欧州議会および理事会規則（EU）2016/679

に従い、旅行者は、データ管理者であるカンパニー・デュ・ポナンが事業目的およびサー

ビス提供のために特に収集する可能性のあるそれらに関する名目的な情報について、アク

セス、訂正、削除、移植、異議申し立て、およびデータ処理の制限を行う権利、およびプ

ロファイリングを含む自動的な個別判断の対象とならない権利を有します。旅行者は、個

人データの権利についての詳細を確認したり、権利を行使したりするために、データ保護

責任者(vieprivee@ponant.com)に連絡するか、asia.ponant.comのカンパニー・デュ・ポ

ナン個人データ保護方針を参照することができます。 
販売約款には英語版のオリジナルと本翻訳版（日本語版）で相違や矛盾が発生する場合、

英語版が優先するものとします。 

最終更新日が最も直近のバージョンが優先するものとします。 

 

1. 用語の定義 

1.1 「チケット」。交通機関のチケット、クルーズのチケット、航空券のいずれかを意味

します。 

1.2 「航空券」。航空運送事業者が旅行者を指定された空港間で運送することを約束する

航空輸送契約の条件を記載した文書。 

1.3 「クルーズ券」。クルーズ主催者が、旅行者を海上輸送業者に運ばせ、クルーズ券に

記載されたサービスを提供することを約束するクルーズ契約の条件を記載した文書。旅行

者に発行されたクルーズ券は、クルーズ券の一般条件に準拠します。 

1.4 「乗客券」。海運会社が旅行者を前述の港の間で運送することを約束する旅客契約の



条件を含む文書。旅行者に発行される乗客券には、乗客券の一般条項が適用されます。 

1.5 「CDP」。ポナン社（Compagnie du Ponant）は、408, avenue du Prado 13008 

MARSEILLE, Franceに本社を置き、資本金 3,644,607 ユーロ、マルセイユ貿易会社登録

番号 344 497 011、州ライセンス番号 013.06.0005 に登録されている簡易合資会社です。 

SNAV のメンバー 番号 IMO13120040 で ATOUTフランスに登録されています。 その財

政的保証は APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, France によって提供されています。

ポナン社（Compagnie du Ponant）は、Generali Assurance IARD - 7 boulevard 

Haussmann - 75456 PARIS Cedex 09, France による、専門職業人賠償責任契約 、番号

AA714708 の保険に加入しています。 

1.6 「契約の受諾」。旅行者と CDPの間で契約が開始された時点、すなわち、CDPが旅

行者の予約を確認した時点を意味します。 

1.7 「販売約款」または「一般取引条件」。この文書の規定を指します。 

1.8 「特定販売約款」または「特定取引条件」。契約に適用される契約条件で、夏季また

は冬季の各クルーズシーズンに固有のものをいいます。 

1.9 「契約」。請求書とチケット、および販売約款と特定販売約款に記載されている、

CDPと旅行者のそれぞれの義務すべてをいいます。 

1.10 「クルーズ」。販売パンフレット、CDPのウェブサイト、およびクルーズチケット

に記載されている海上のツアーを指します。 

1.11 「エクスペディション・クルーズ」。ナチュラリスト・ガイドが同行し、ゾディア

ック®インフレータブル・ボートを使用した探検ツアーが企画されているクルーズをいい

ます。 

1.12 「予約済みのエクスカーション（および/または延長された）」。クルーズの前・最

中・後に提供される送迎、観光旅行、地上サービスを含むサービスを指します。 

1.13 「パッケージ」。クルーズとフライト、および／またはトランスファー、および／

またはクルーズ前後のサービス、および／または予約済みの小旅行／延長、および／また

は契約の受諾時に予約されたその他の観光サービスの組み合わせをいいます。ただし、ク

ルーズと同時に予約されていない陸上でのエクスカーションや、船上で提供されるサービ

スは含みません。 

1.14 「クルーズ主催者」。旅行者を海上運送業者に運送させ、乗船券に記載されたサー

ビスを提供することを請け負い、乗船券のレターヘッドに記載されている人または法人を

いいます。 

1.15 「身体障害者」または「移動能力の低下した人」。一つまたは一つ以上の身体的、

感覚的、精神的、認知的又は心理的機能の実質的な低下、複数の障害又は障害を伴う健康

上の問題により、活動が制限されている人、又は合意されたサービスへの参加が制限され

ている人をいいます。 

1.16 「サービス」。 クルーズ、パッケージ、フライト、トランスファー、クルーズ前後



のサービス、予約済みのエクスカーション/エクステンション、および契約の受諾時に予

約された観光サービスをいいます。 

1.17 「価格」。旅行者が予約したサービスの総費用。 

1.18 「クルーズ前後のサービス」。契約書に記載された、クルーズの前または後に行わ

れる送迎、観光旅行、地上サービスを含むサービスをいいます。 

1.19 「トランスファー」。乗船港または下船港と CDP が設定した待ち合わせ場所(空港、

ホテル、駅など)との間で旅行者を輸送する業務をいいます。 

1.20 「海上輸送業者」。旅行者を運ぶ船舶を運航し、乗客券のレターヘッドに記載され

ている人または法人を指します。 

1.21 「航空会社」。旅行者を航空で運ぶことを請け負う会社で、航空券のレターヘッド

が記載されてい５る法人を指します。 

1.22 「販売者」。契約に含まれるサービスを旅行者に直接販売した人または法人。 

1.23 「旅行者」。予約時／契約の受諾時に名前を上げた人、CDPまたは販売者が発行し

た請求書および／または航空券に記載されている人を指します。 

 

2. 一般約款の受諾および適用 

2.1 契約の受諾は、本一般取引条件および特定取引条件のすべて、ならびに乗客券および

クルーズ券の条項および条件を旅行者が無条件に受諾したことを意味します。 

 

3. 適用テキスト 

3.1 CDP が海上運送業者として行動する場合、CDPと旅行者の間の契約関係は、1966年

12 月 31 日付の施行令 により、乗客券と、フランス運輸法の規定（特に L 5420-1 条から

L 5421-12 条）に準拠します。また、1976年 11 月 19 日付のロンドン国際条約の規定、

および必要に応じて、乗客券の不可欠な部分である 2009 年 4 月 23 日付の欧州議会およ

び理事会規則 392/2009 の規定に準拠します。 

3.2 CDPがクルーズ主催者である場合、CDPと旅行者の間の契約関係は、クルーズ券を

含む契約書、および海上荷役および運送契約に関する 1966 年 6 月 18 日付フランス法第

66-420 号の第 47 条から第 49 条、ならびに 1966 年 12 月 31 日付同法施行令に準拠しま

す。 

3.3 CDP がフランス観光法 L.211-2 条の意味における観光パッケージの販売者である場合、

CDPと旅行者の間の契約関係は、契約書および観光法 L.211-1 条に準拠します。 

 

4. 代金の支払い 

4.1 契約の受諾には、旅行者が本サービスの価格の 25％に相当する保証金を支払い、残

額を契約の最初のサービス開始の 90 営業日前までに支払うものとします。 

4.2 本サービスの代金が全額支払われた後、旅行者はチケットを受け取ります。CDPか



ら直接購入した場合には、必要に応じて 引換券および保険契約書も受け取ります。 

 

5. お一人様および 1 クルーズあたりの料金および割引 

5.1 クルーズの参考価格は、クルーズの販売がされている限り利用可能であり、お一人様、

ステートルーム二人利用に基づいています。 

5.2 ポナンボーナス価格は、予約日にアクセスできる最もお得な価格です。クルーズの参

考価格（港から港までの価格のみで、入港税や保安税、航空運賃、陸上でのサービスは含

まれていません）よりも最大で 30％お得になります。ポナンボーナス価格は収量管理さ

れているため、空席状況によっては事前の予告なく変更されることがあります。ポナンボ

ーナス価格は、ル・ポール・ゴーギャンには適用されません。 

5.3 シングルサプリメント（追加料金）。シングルサプリメント（追加料金）は、旅行者

が単独で船室を利用される場合に適用されます。これは、現行のポナンボーナス料金の港

から港関連費（入港税を除く）に適用されます。この追加料金は、特定のクルーズでの満

席状況によって異なる場合があります。そのため、予告なしに一部のクルーズの特定のカ

テゴリー船室やスイートルームのみ、または両方で変更される場合があります。一部のク

ルーズの船室カテゴリーでは、シングル・サプリメントがありません。船室の選択につい

ては、特定のクルーズでの満席状況に応じて更新され、asia.ponant.com でオンラインで

確認することができます。 

5.4 予約時の満室状況によっては（ル・ポナンおよびル・ポール・ゴーギャンを除く）、

デラックス・ステートルーム・デッキ 3 カテゴリーが「保証付き」ステートルームとして

提供される場合があります。これは、デラックス ステートルーム デッキ 3 カテゴリー

での予約が成立しているが、客室番号が割り当てられていないことを意味します。客室の

割り当ては当社の裁量で行われ、乗船までの間にいつでも変更される可能性があります。

一旦客室番号が割り当てられた後は、変更のリクエストは受け付けられません。この方法

の利点は、旅行者が追加料金を支払うことなく上のクラスの客室を利用できることです。

いずれの場合も、予約時に選択した客室カテゴリーは最低保証されます。 

5.5 その他の割引 

本特典は、他の割引や特別オファーとの併用はできません。シングルトラベラーキャンペ

ーンとポナンボーナスを除き、以下のキャンペーンは併用できません。複数の割引に該当

する場合、2 つ目の割引の金額は、1 つ目の割引を差し引いた後の価格で計算されます。 

5.5.1 連続クルーズ。割引は、港湾税を除く港から港までのクルーズ料金のみに適用され、

予約時の空席状況によって適用されます。 

・当社すべてのクルーズで連続乗船の場合 10%割引 

・ 一部のクルーズでの連続乗船（リストは当社ウェブサイト（www.ponant.com）でい

つでもご覧いただけます。 

- 2 回目のクルーズが 20％オフ 



- 3 回目のクルーズが 30％オフ 

- 4 回目のクルーズは 40％オフ  

5.5.2 ポナンヨットクラブのメンバー 

コモドール： 港から港までのクルーズ料金のみ 12.5%割引（入港税・保安税を除く）。 

グランド・アドミラル：港から港までのクルーズ料金のみ 10％割引（入港税・保安税を

除く）。 

アドミラル：港から港までのクルーズ料金の 7.5%を割引（入港税・保安税を除く）。 

メジャー：港から港までのクルーズ料金の 5％オフ（入港税・保安税を除く）。 

5.5.3 ハネムーン特典： 

結婚またはシビルパートナーシップ（法的に承認されたパートナーシップ関係）のお祝い

から 12 ヶ月以内にクルーズにご参加いただくと、次のような特典があります。 

-港から港までのクルーズ料金のみを 5%割引（入港税および保安税を除く）。 

- ご到着時にシャンパンボトルをプレゼント。 

- 5 枚のカップル写真贈呈を含む写真撮影（ル・ポナンとル・ポール・ゴーギャンを除く

全船）。 

- 2 回の無料スパトリートメント（最高額：1 回につき 120 ユーロ）（ル・ポナンとル・

ポール・ゴーギャンを除く全船）。 

- 船内でのサプライズ。 

ル・ポール・ゴーギャンでは、ポリネシアの伝統的な祝福を受けられるほか、客室にシャ

ンパンをご用意します。 

本特典は、参加資格を証明する書類をご提示いただいた場合のみ有効です。 

5.5.4 ウェディングアニバーサリー 

結婚またはシビルパートナーシップから 5 年の倍数（5、10、15、20 など）ごとに、記

念の年として、クルーズを客室/スイートルームごとに 200 ユーロの割引でご利用いただ

けます。本キャンペーンは、資格証明書の提示が必要です。当割引は各記念年に 1 回のみ

適用できます。 

5.5.5 ご家族とご友人 

- ひとつの予約でお支払いいただくお客様が 5 名様以上いらっしゃる場合、ご予約のお客

様全員が港から港までのクルーズ（入港税を除く）を 5％割引でご利用いただけます。割

引を受けるには、すべてのお客様が同じ予約番号である必要があります。 

5.5.6 お子様のための特別割引 

大人 2 名と同室の 18歳未満のお子様（大人 2 名＋お子様 1 名：ヨットクルーズでは 1 歳

以上、エクスペディションクルーズでは 6 歳以上、ル・コマンダン・シャルコ号では 8 歳

以上）は、無料で大人との同室をご利用頂けます。大人 1 名様のキャビンに同室されるお

子様（大人 1 名様＋お子様 1 名様）は、お子様でも大人とみなされ大人料金を請求させて

頂きます。 



5.5.7 ご紹介プログラム。お知り合いの方をご紹介頂くと、ご紹介いただいた方がクルー

ズに申し込み、最初の預り金を入金した後に、次回のクルーズで使える 1 室あたり 500

ユーロの割引を受けることができます。また、ご紹介いただいた方も、最初のクルーズで

1 室あたり 500 ユーロの割引を受けることができます。ご紹介いただいた方がキャンセル

された場合、割引は適用されなくなりますが、ご紹介いただいた方が新たにご予約される

際には、再度この特典をご利用いただけます。ご紹介者およびご紹介された方への割引は、

現金でのお支払いや払い戻しの対象にはなりません。ご紹介いただいた方への割引は直ち

に適用され、1 客室、1 人のご紹介者につき 1 回のみご利用いただけます。ご紹介された

方の割引は、一度に使用されなければなりません。ご紹介者の割引は、次回のクルーズの

最終支払日まで、ご紹介者の予約に累積して追加することができます。ご紹介者は、紹介

する人にご自身のポナン・ヨットクラブの番号、または当社で紹介者を識別できる十分な

情報をお伝え下さい。十分な識別情報がない場合は、紹介プログラムを進めることはでき

ません。ご紹介者は、すでに過去にポナンで航海したことがある人でなければなりません。

ご紹介される人は、まだポナンの船に未航海者でなければなりません。ご紹介者は、ポナ

ン社のスタッフであったり、旅行会社に勤務したことがあったりしてはなりません。紹介

される人数に制限はありませんが、ご紹介者は 1 世帯につき 1 名とし、紹介者と紹介され

る人が同一世帯であってはなりません。また、ご紹介者とご紹介される人が同じ客室に入

ることはできません。また、ご紹介された 2 人が同じ客室に入ることもできません。ご紹

介者またはご紹介者の家族がすでに紹介されている場合は、当紹介プログラムを進めるこ

とはできません。 

ご紹介者に対する割引は、他の選択された特典と併用することができます。ただし、ご紹

介された方に提供される割引は、上記の他の割引と併用することはできません（ポナンボ

ーナスおよび連続乗船の割引を除く）。旅行代理店の方は、ご紹介プログラムの対象外で

す。紹介プログラムによる割引は、団体予約またはチャーター予約には適用されません。 

5.5.8 船上でのご予約。船上で当社のオンボードスタッフを通じて新規にクルーズを予約

された場合、港から港のクルーズ料金のみ（入港税、保安税を除く）を 5％割引します。 

 

6. パスポート、ビザ、予防接種証明書 

6.1 契約の受諾に先立ち、各旅行者は、本サービスに関係する国で必要とされる行政上お

よび／または健康上の手続き、特に CDPがお知らせする手続きおよび、asia.ponant.com

のウェブサイトおよびパンフレットでお知らせする必要な手続きを適切に行う責任があり

ます。 

6.2 契約の受諾に先立ち、旅行者は関連する大使館および／または領事館に連絡し、本サ

ービスに関わる国で必要とされる行政上および／または健康上の手続きを行う必要があり

ます。 

6.3 CDP は、いかなる場合も、旅行者がサービス期間の前または期間中に警察、税関、ま



たは健康上の手続きに従わなかった場合の結果について責任を負いません。必要な書類を

提示しなかったために航空便または船舶に搭乗できなかった旅行者は、衛生プロトコルの

不遵守による搭乗拒否を除き、いかなる返金または補償も請求できません。 

6.4 いずれの場合も、旅行者は出発日前にすべての情報を関連当局に確認することが推奨

されます。CDPは、旅行者に、選択した目的地に関する政府の最新の旅行アドバイスを

オンラインで読むことをお勧めします。CDPは旅行者に、提供された情報は出発日まで

に変更される可能性があることを警告し、旅行者の出発日まで情報を確認する必要性を言

及いたします。CDPは旅行者に、目的地に適した行動と警戒をお願いし、また海外旅行

中には貴重品を持ち歩かないようお願いします。 

6.5 旅行者のパスポートは、インターポールを含む国内および国際的な犯罪データベース

と照合されます。 

 

7. 乗船および海上輸送の条件 

・一般規則 

7.1 旅行者は、乗客券に記載された条件に沿って、船の出港予定時刻の少なくとも 2 時間

前に乗船しなければなりません。CDPが発行する乗客券および／またはクルーズ券は、

その券に記載されたクルーズおよび船舶に対してのみ有効です。 

7.2 乗客券の目的は、旅行者およびその荷物を出発港での乗船から目的地での下船まで輸

送することにあります。 

7.3 すべての旅行者は、帰国日から 6 ヶ月間有効なパスポートまたは必要に応じて身分証

明書、および船の寄港地および到着地で必要とされる可能性のあるビザおよび予防接種証

明書を所持していなければなりません。すべての旅行者は、出発前に法律上および規制上

の要件を遵守することに個人的責任を負います。運送業者、クルーズ主催者および/また

は CDPおよび/または船長は、予定された到着地および寄港地での下船を許可する正しい

書類を持たない旅行者の乗船または下船を拒否することができます。 

7.4 港発着クルーズを予約した旅行者が、乗船地まで、および／または下船地から自宅ま

での航空輸送または陸上輸送を自ら手配する場合は、変更および払い戻しが可能な航空券

を購入し、駅、空港、港での乗り換え時間に余裕を持たせることを強くお勧めします。遅

延、キャンセル、変更が発生した場合、CDPは交通費、移動費、またはクルーズ券の規

定外のサービス（CDPから直接購入していないもの）をカバーしません。CDP は、船ま

でまたは船から移動中に発生した対人、対物に関わる事件や事故について責任を一切負い

ません。 

7.4.1 遠洋航海の場合：出発日に乗船の準備ができているように、出発都市で前夜を過ご

すことをお勧めします。同様に、下船に関しても、到着翌日のフライトを予約することを

強くお勧めします。長期間にわたる船旅では、風や海流などの天候に左右されることが他

の種類の旅行よりも多くあり、出航時刻の前倒しや船の到着の遅れが生じることがありま



す。 

7.5 各旅行者は、自分が海上旅行をするのに適していること、自分の健康状態や行動が他

の旅行者や、合意および／または提供されたサービスの円滑な運営に悪影響を与えないこ

とを保証します。旅行者の健康状態が、合意されたサービスを遂行する能力を制限する可

能性がある場合、またはサービスを妨害する可能性がある場合、旅行者は CDP に警告し、

要求に応じて健康状態を証明する診断書を提供しなければなりません。既知の健康上の問

題は、契約の受諾時、または遅くとも船の出発前（またはサービス開始前）に、CDPの

医療サービスに書面で報告しなければなりません。 

7.5.1 旅行者は、CDPから通知され、購入前に旅行者が承諾し、場合によっては出発前に

更新された健康プロトコルで定められた条件下で乗船しなければならず、航海中はこれを

正しく尊重しなければなりません。また、CDPは旅行者に対し、CDPのウェブサイト

（https://asia.ponant.com/sail-with-confidence）の更新情報を定期的に確認するよう呼

びかけています。 

 乗船日に旅行者が健康プロトコル（その条件は累積的なもの）を追従していない場合に

は、運航者、クルーズ主催者、CDPおよび/または司令官は乗船を拒否することができま

す。この唯一の理由により、CDPは、例外的に、旅行者に対して、将来のクルーズで有

効な、予約のために支払われた金額の 100％に相当するクレジットを発行することを約束

します（差し引かれる金額、利用されたその他のサービス、クルーズ前後のサービスの実

費を除く）。 

7.6 陸上および船上での医療相談、ケア、投薬は旅行者の責任となります。すべての旅行

者は、適切な医療保険に加入しなければなりません。 

7.7 伝染病のリスクがある場合、運送会社、クルーズ主催者、CDP、船長、または地元の

保健機関は、途中降機時を含め、乗船前または下船時に、旅行者に健康に関する質問票の

記入と、必要に応じてスクリーニング検査を要求することができる。 

7.8 エクスペディション・クルーズ・プログラムでは、前述のように医療施設に数日の航

海をしないとアクセスできない為、サービス開始の 90 日から 45 日前の間に、旅行者の

一般医が強制的に完全な健康診断書（契約の受諾時に提供される）を記入しなければなり

ません。この書類は、サービス開始の 40 日前までに、CDP医療部門

（qm@medical.ponant.com）に郵送または電子メールで返送されなければなりません。

この期間以前に発行された医療証明書は有効ではありません。自己証明書は認められませ

ん。記入済みの強制健康診断書を返送しない旅行者は、乗船を拒否され、返金も受けられ

ません。 

7.9 旅行者は旅行中、規律ある行動を取らなければなりません。旅行者は船内で行われる

安全に関するデモンストレーションや説明に参加し、常に乗組員の指示に従わなければな

りません。 

7.10 運送会社、クルーズ主催者、CDPおよび／または船長は、必要と判断した場合、旅



行者との契約を解除し、目的地の港の国の入国要件に従わない旅行者や、船上での存在が

他の旅行者や乗組員の快適性、健康、安全に悪影響を及ぼす可能性のある旅行者、または

本船が寄港する港の法令に反する可能性のある旅行者、または運送人、クルーズ主催者お

よび／または CDPにその保護や送還の責任を負わせる可能性のある旅行者の運送を拒否

することができます。これらの理由により、クルーズ主催者、運送会社、CDP および／

または船長は、以下の適切な措置を取ることを決定することができます。1）旅行者の本

船寄港地での乗船または下船を禁止する、2）旅行者を本船寄港地で下船させる、3）旅行

者を他の船にトランファーさせる、4）旅行者を船内の客室または医療サービス用客室に

監禁する、5）船内の医師が必要と判断した場合、医師またはそのチームに許可された薬

物、薬品、その他の物質を投与させる、および／または旅行者を目的地の港の病院または

類似の施設に監禁する。 

 

- お身体の不自由な方および移動能力の低下した方 

7.11 安全上の理由から、すべての旅行者は自立しているか、またはサービス期間中に必

要なすべての支援を提供できる人と一緒に旅行する必要があります。 

7.12 身体的障害または特別な治療および／または特別な支援を必要とする状態のために

移動能力が制限されている旅行者（車椅子使用者を含む）は、旅行者が物理的に船上での

クルーズおよび／または合意されたサービスを遂行できることを CDPが確認できるよう

に、予約依頼時または予約後に障害が発生した場合は旅行者が障害を認識した時点で、い

ずれの場合もサービス開始の 30 日前までに CDPに書面で警告しなければなりません。 

7.13 クルーズ主催者、運航会社、CDPおよび船長は、障害または支援の必要性を CDP

または販売者に通知していない旅行者に対してまたは、障害または支援の必要性が航行地

域の安全規則および規制に適合しない場合や、CDPおよび／または航空会社が提供でき

ないケアを必要とする場合や、または旅客船、インフラおよび港湾ターミナルを含む港湾

設備の設計により、十分に安全な状態での当該人物の乗船、下船および輸送が不可能な場

合に、乗船を拒否する権利を留保します。 

7.14 移動能力の低い旅行者や障害のある旅行者にとって、特に船上での下船やゾディア

ックでの外出の際には、上陸が困難または不可能な場合があります。 

7.15 車椅子を使用する旅行者は、CDPの書面による同意を得た上で、自分の車椅子で乗

船し、いつでも介助できる人を同伴しなければなりません。いずれの場合も、下船の際に

は船長の承認が必要です。 

7.16 ル・ボレアル、ロストラル、ル・ソレアル、ル・リリアル、ル・コマンダン・シャ

ルコーの各船には、お身体の不自由な方または移動能力の低い方のために特別に用意され

た 3 つの客室があります（ポナンエクスプローラーズのシリーズ船の場合は 2 つの客室、

ル・ポール ゴーギャン船の場合は 1 つの客室）。なお、ル・ポナンはデザインが異なる

ため、お身体の不自由な方やお身体の不自由な方のご利用はできませんのでご了承くださ



い。 

 

・お子様と妊娠中の女性 

7.17 CDP では、一定の年齢からお子様の乗船を許可しています。 

- ヨット・クルーズでは 1 歳から（エクスペディション・クルーズとル・コマンダン・シ

ャルコークルーズを除くすべてのクルーズ） 

- エクスペディション・クルーズでは 6 歳から 

- ル・コマンダン・シャルコークルーズでは 8 歳から 

7.18 すべての探検クルーズ(ル・コマンダン・シャルコ号を含む)において、お子様は、

外部で企画された活動中およびゾディアック®社製インフレータブル・ボートで下船する

際に完全に自立していなければならず、船のゴム製の側面に座るのに十分な大きさであり、

責任者の指示を理解して即座に対応しなければなりません。したがって、お子様がゾディ

アック®のアクティビティに参加するには、海の状況や訪問先での下船の難易度に応じて、

船長およびエクスペディション・リーダーの承認が必要となります。船には子供用サイズ

のパーカーはありません。極地探検クルーズでは、保護者が子供用の適切なパーカーを持

参するよう手配しなければなりません。 

7.19 船上／エクスカーション中、両親または保護者が未成年者である子供の全面的な責

任を負うものとします。 

7.20 ポナンは、船舶に乗船する 8 歳未満の子供の数を制限する権利を有します。 

7.21 船には出産設備がないため、妊娠 26週目以上の女性は乗船できません。いずれにし

ても、船舶での旅行を希望する妊娠中の女性は、出発前に医師に相談し、自分の健康状態

が希望されているクルーズに適合していることを確認することをお勧めします。 

また、妊娠中の方は、南極、北西航路、遠洋航海への乗船はできません。 

7.22 ル・ポール ゴーギャンでは、18 歳未満のお子様には、21歳以上の大人の方の同伴

が必要です。同伴者が子供の親でない場合は、「親の同意書」をポナン社に送付する必要

があります。 

 

・ 許可された手荷物 

7.21 すべての旅行者は、それぞれの荷物に、氏名、船名、目的地、客室番号を正確かつ

明確に表示しなければなりません。この情報は、目に見える、消えない文字で書かれてい

なければなりません。 

7.22 他の旅行者や彼らの荷物、人や物品の健康や健全性を脅かす可能性のある商品や物

品、船を損傷したり汚染したりする可能性のある荷物、または、可燃性、爆発性、腐食性、

危険性、臭気があるもの、漏れやすいもの、輸入がされていない可能性のあるもの、税関

や警察の規制に準拠していないもの、一般的に旅行者が個人的に使用するもの以外の商品

や物品の船内および荷物への持ち込みは禁止されています（以下、「禁止品目」といいま



す）。旅行者はいかなる場合においても、手荷物または客室内に禁止物品があったことに

より生じた傷害、損失または損害に対して責任を負い、これらの禁止物品が船上または乗

船中・下船中に発見されたことにより、クルーズ主催者、運送者および/または CDPに対

して提起される可能性のあるいかなる法的措置に対しても無害でなければなりません。こ

れらの禁止物品は、いつでも、どこでも、クルーズ主催者、運送者、乗組員および/また

は CDPによって、補償なしに、また旅行者が破壊費用を支払うかどうかにかかわらず、

荷降ろし、破壊、海への投棄または無害化されることができます。 

7.23 旅行者は、乗船中、乗換中、下船中を含むサービス期間中、手荷物および身の回り

品を監視しなければなりません。クルーズ主催者、運送者および/または CDP は、旅行者

が監視せずに放置した荷物、および盗難、紛失または損傷を避けるために必要なすべての

予防措置を講じなかった荷物について、一切の責任を負いません。クルーズ主催者、運送

者および/または CDPは、旅行者が貴重品であると申告せず、それぞれの説明とおおよそ

の価値を添えて船上で手渡さなかった壊れやすい物品、宝石類、時計、金銭、現金、コン

ピューターその他の電子機器、携帯電話、その他の貴重品について責任を負いません。ま

た、旅行者が必要なクロークルーム料金を支払ってない貴重品についても責任をおいませ

ん。 

7.24 旅行者は、直接的または間接的にクルーズ主催者、運送人および/または CDP、他

の旅行者または第三者に損害を与えた場合、民事上および刑事上の責任を負います。また、

その結果として所轄官庁から課せられる罰金や罰則についても単独で責任を負います。 

7.25 旅行者は、要求された場合には直ちに、クルーズ主催者、運送人、乗組員および/ま

たは CDPに対して、客室、荷物および身の回り品への完全なアクセスを提供することに

同意します。これは、途中降機国または旗国の税関、保健所、行政機関にも適用されます。 

7.26 クルーズ主催者、運送人および/または CDPは、船内、ゾディアック®インフレータ

ブルボート、乗船中、下船中を問わず、本サービスの提供中に発生した写真、電話、電子

機器の損害、カメラの紛失・破損、および水中に落下した物体の損害については責任を負

いません。 

 

・ 動物 

7.27 介助用および医療補助用の動物を含む動物は、船内への持ち込みが禁止されており、

乗船することもできません。 

 

・ 喫煙ポリシー 

7.28 外のデッキの指定された場所を除き、船内は禁煙となっています（電子タバコも同

様）。 

 

8. 航空輸送 



8.1 すべての航空券は電子チケットとして発行されます。表示される名字と名前は、有効

な旅行者のパスポートに記載されているものと同一でなければなりません。誤りや変更要

求があった場合は、新しい航空券を購入する必要があります。 

8.2 航空会社の身元を旅行者に通知する義務に関する 2007 年 5 月 2 日付フランス国政令

第 2007-669 号に基づき、CDP は旅行者の予約時に、その時点で航空輸送を提供する可

能性が高いと判明している航空会社を通知します。契約の受諾後に航空会社が変更された

場合、CDPは出発前に航空会社に変更があったことを知り次第、それを伝えることを約

束します。 

8.3 航空会社はコードシェア契約を結ぶことができ、それによって 2 社以上が同じフライ

トを共有し、一方が指定航空会社であり、他方が自社の飛行機でフライトを運航します。 

8.4 「直行便」とは、航空機の乗り換えがないことを意味しますが、1 回または数回の停

留所に立ち寄る可能性を排除するものではありません。「ノンストップの直行便」とは、

航空機の乗り換えがなく、停留所もないことを意味します。 

8.5 CDP が言及しているスケジュールおよび輸送タイプは、航空会社が提供するものです。

したがって、これらは出発までの指標であり、さまざまな理由（追加の停留所、大気の状

態、航空交通機関の許可、ストライキなど）で変更される可能性があります。ワルシャワ

条約およびモントリオール条約に基づき、フライトスケジュールとルート、出発地空港と

目的地空港は、旅行券の契約上の要素ではないため、CDPは制御不能なこれらの変更に

対して責任を負うことはできません。 

8.6 航空輸送の提供中に発生した技術的、気候的、政治的事件、遅延、キャンセル、スト

ライキ、追加停留、航空機の変更、ルートの変更などは、理由の如何を問わず、CDPの

責任とはならず、補償の対象とはなりません。旅行者がサービスを受けないことを希望す

る場合は、以下に示す取消料を支払う必要があります。 

8.7 航空会社の責任は、航空券規約に基づくあらゆる種類の損害、苦情、クレームの場合

に限定されます。CDPは、旅行者が航空会社の責任となった後のいかなる費用（タクシ

ー、食事、ホテルなど）も払い戻さないものとします。航空輸送中に発生する可能性のあ

る事故／事件の結果については、ワルシャワ条約およびモントリオール条約、または当該

国の国内輸送を管理する現地の規則が適用されます。 

 

8.8 国際線の定期便では、航空会社によって、一般受託手荷物許容量（ロイヤルティプロ

グラム会員の特典を除く）は、最大 23kg、機内持ち込みでは旅行者 1 人あたり最大 8kg

と厳しく制限されています。国内線の定期便では、手荷物許容量は通常、最大 15～20kg

となっています。CDPのチャーター便では、受託手荷物の許容量は 23kg（選択した航空

会社による確認が必要）、機内持ち込み手荷物は 1 個につき 5kg までとなります。旅行

者はこれらの制限を考慮して慎重に荷造りする必要があります。航空会社は超過手荷物料

金を請求することを躊躇せず、厳格なセキュリティ上の理由から、過度に重いまたはかさ



ばる荷物のチェックインを拒否することもあります。手荷物が重すぎるという理由で旅行

者がチェックインを拒否された場合、CDPおよび航空会社は責任を負いません。 

 

9. 契約の譲渡 

9.1 フランス観光法 R.211-7 に基づき、同法が CDP に適用される場合に限り、旅行者は、

すべてのサービスで同じ条件を満たす第三者に契約を譲渡することができます（旅行者の

契約行使が始まっていない限り）。 

9.2 譲渡人および譲受人は、本サービス開始の 10 営業日前までに、受領確認が可能な手

段（書留郵便、電子メール、ファックスなど）で、この決定を CDPに通知しなければな

りません。それ以降は料金が発生する場合があります。 

9.3 旅行者が上記のプロセスに沿って CDPに通知することなく契約を譲渡した場合、こ

の譲渡は有効ではなく、契約に含まれるサービスは払い戻しなしでキャンセルされます。 

 

10. 契約の解除または修正 

10.1 フランス消費者法第 L.121-21 条に基づき、旅行者は消費者法第 L.121-17 条に定め

る契約を撤回する権利を有していないことに留意する必要があります。 

10.2 CDP との別段の合意がない限り、旅行者は契約書に記載されたサービスを変更する

ことはできません。 

10.3 旅行者が契約に記載されたサービスの一部または全部を修正またはキャンセルする

ことを希望する場合、修正またはキャンセルが必要となるような状況の変化があった時点

で、受領確認が可能な手段（ファックス、電子メール、書留郵便など）により CDPに通

知しなければなりません。変更および／またはキャンセル料金の請求日は、書類の発送日

とします。 

ポナン・ヨットクラブのグランド・アドミラルおよびコモドールを除き、すべての変更要

求はキャンセル要求として扱われ、キャンセル料に関する第 10.5項が適用されます。 

 

10.4 PONANT ヨット・クラブのグランド・アドミラルおよびコモドールからの変更依頼

に関する特定の条件。 

ツーリズムパッケージの最初の変更は、クルーズの出発日の少なくとも 90 日前までに申

請された場合に限り、クルーズ・サービスには手数料が追加されません。この期間は、エ

クスペディション・クルーズ・プログラムの場合、150 日まで延長されます。変更後の再

出発は、当初予定されていた出発日から 12ヶ月以内でなければなりません。グランド ア

ドミラルおよびコモドールの会員資格をお持ちのお客様は、クルーズに関わらず、お一人

様につき 12 ヶ月間に 1 回のみ、違約金なしで変更を行うことができます。最初のクルー

ズの変更以外のすべての変更要求は、既定で一般販売条件に従うものとします。 

 



10.5 取消料 

ポナンとポール・ゴーギャンの全クルーズが対象です。 

クルーズのキャンセル要請には、ステートルームまたはスイートルームの再販にかかわら

ず、以下の料金がかかります。 

- 契約確定後 15 日以内：クルーズサービスのみの場合、取消料はありません。 

- 契約確定後 15 日目からクルーズ開始日の 365 日前まで：クルーズサービスのみの場合、

お一人様、1 クルーズにつき 150 ユーロ。 

- クルーズ開始日の 364 日前から 211 日前まで：サービスの総額の 10％。 

- クルーズ開始日の 210 日前から 91 日前まで：サービスの総額の 25％。 

- クルーズ開始日の 91 日前以降：本サービスの総額の 100％。 

 

その他のサービスの場合 

契約に含まれる航空または陸上のサービス、またはクルーズの一部を構成するサービスを

キャンセルまたはその権利が剥奪された場合は、理由の如何を問わず、一切の払い戻しを

行いません。 

10.6 不可抗力または死亡により旅行者が欠席した場合、契約開始前に旅行者またはその

代理人から通知がなされた時点で契約は終了します。その後、契約価格の 4 分の 1 が

CDP に支払われます。不可抗力または死亡により旅行ができなくなった旅行者の家族で、

一緒に旅行を予定していた人にも、本人の希望により同じ条件が適用されます。 

10.7 本サービスの出発に間に合わなかった旅行者、または理由の如何を問わず（交通機

関の遅延によるものを含む）出発が不可能になった、もしくは権利を剥奪された旅行者に

は、払い戻しを受ける権利はありません。 

10.8 本サービスが開始された後、旅行者は、本サービスを放棄するに至った理由が何で

あれ、契約料金の全額を支払う義務があります。 

 

11. CDP による契約の解除、停止、修正 

11.1 到着時刻および出発時刻は目安であり、最終的なものではありません。CDPは、ク

ルーズ主催者および／または運送業者および／またはパッケージ販売者として、交通機関

（飛行機、列車など）の接続時刻を保証することはできません。 

11.2 CDP は、当初予定していた客室以外の客室を旅行者に割り当てることがあります。 

11.3 CDP は、正当な理由があると判断した場合には、クルーズを中断したり、旅程を変

更する権利を有し、この場合の損失や損害については責任を負いません。 

11.4 好ましくない天候の場合、寄港地の政治的・社会的状況悪化の場合、旅行者・物

品・船舶の安全性を損なう可能性のあるその他の理由による場合、または公的機関による

命令など、クルーズ主催者および/または運送業者および/または CDPは、プログラムの

延長・短縮を意味する場合であっても、旅程・寄港地・目的地の変更、旅行の遅延・終了、



船舶の迂回、曳航・曳航されること、または旅行者およびその荷物を別の輸送手段に移す

権利を有します。 

11.5 本船はいかなる状況下でも海上で人的、物的救助を行うかもしれませんが、上記の

理由でクルーズプログラムが変更された場合、そのいかなる結果についても責任を負いま

せん。 

11.6 旅行者が乗船した後に、CDP の管理外の理由でクルーズの変更が必要となった場合、

旅行者は CDP、航空会社またはクルーズ主催者のいずれに対しても、履行されなかった

または他に移行されなかったサービス、または使用されなかった航空券のシェアに対する

払い戻しから発生したすべての費用を差し引いた金額以外の補償を請求することはできま

せん。ただし、CDPは、旅行が延長されたことにより旅行者に提供された追加サービス

にかかる追加費用を旅行者に請求することができます。 

11.7 クルーズ主催者および/または運送業者および/または CDPが制御できない外部事象

が発生した場合、または旅行者や船舶の安全に関わる理由がある時、または参加者不足の

場合には、CDPはクルーズを中止することができ、旅行者および/または必要に応じてク

ルーズ主催者に、受領確認付き書留郵便や電子メール、またはプレスリリースにより通知

しなければなりません。 

11.8 クルーズおよびその他の CDPのサービスは、最少催行人数が条件となります。 

11.8.1 登録されている旅行者の数が船の「乗客定員」の 50%以下の場合、CDP は出発の

21 日前までにクルーズをキャンセルする権利を有します（エクスペディション・クルー

ズ・プログラムは 200名、その他のクルーズはロストラル、ル・ボレアル、ル・リリア

ルおよびル・ソレアルの各船で 244 名、ル・ポナンは 55 名、ポナンエクスプローラーは

172 名、ル・コマンダン・シャルコーは 270名、ル・ポールゴーギャンは 332 名）。 

11.8.2 旅客参加者数が 20 名を下回った場合、CDPはクルーズ以外のサービスをキャン

セルする権利を有します（別段の記載がない限り）。 

11.9 CDP がクルーズの主催者である場合、キャンセルの理由を問わず、旅行者にはいか

なる補償も行われませんが、旅行者は以下の解決策のいずれかを選択することができます。 

(i)契約価格の全額払い戻し、(ii)同一価格の別のサービス、(iii)より低価格のサービスと、

宣伝価格に基づく 2 つのサービスの価格差の払い戻し。旅行者は、キャンセル書類に記載

されている期限までに、可能な限り速やかに自らの選択を CDPに通知しなければなりま

せん。 

11.10 サービスに含まれる輸送は、各サービス提供者の条件に沿って CDP が予約します。

CDPは、ある交通手段を別の交通手段に、または同じカテゴリーのあるホテルを別のホ

テルに変更する権利を留保します。後者の場合、ホテルのカテゴリーが低い場合、旅行者

には過払い金が返金されます。 

11.11 すべてのサービスは空き状況に応じて提供されます。提供されたクラスに空きがな

い場合、CDPは空き状況に応じて追加料金を請求し、サービスを提供することができま



す。 

 

12. 責任 

12.1 CDP は海上輸送業者として行動する場合、それぞれの適用分野に応じ以下の条文の

補償規定および制限に沿って、旅行者へのあらゆる損害に対して責任を負います。フラン

ス運輸法第 L5421-1条から第 L5421-8 条および 2009 年 4 月 23 日の欧州議会および理事

会の規則（EC）No.392/2009。本規則が適用される場合、死亡または人身傷害の場合の

運送人の補償限度額は、旅行者 1 人および 1事象につき 40 万特別引出権となります。 

12.2 CDP は海上運送業者として行動する場合、それぞれの適用分野に応じ以下の条文の

補償規定および制限に沿って、手荷物のあらゆる損害に対して責任を負います。フランス

運輸法第 L5421-9 条から第 L5421-12 条、1986 年 9 月 24 日付政令第 86-1065 号により

改正された 1967 年 3月 23 日付フランス政令第 67-268 号、2009年 4 月 23 日付欧州議

会および理事会規則（EC）No.392/2009。本規則が適用される場合、手荷物の紛失また

は損傷に対する運送業者の補償限度額は、旅客 1 人および 1 運送あたり 2,250 特別引出権

であり、すべての場合において旅行者 1 人あたり 149 特別引出権の手当が適用されます。

規則（EC）No.392/2009 が適用されない場合、手荷物の紛失または損傷に対する運送人

の補償限度額は、旅行者 1 人および 1 運送につき 1,520 ユーロです。 

12.3 CDP は海上運送業者として行動する場合、1996 年の議定書によって改正された

1976 年 11 月 19 日のロンドン国際条約に記載された補償限度額に常に従うものとし、こ

れらの限度額は非強制的な文章によって示された他の限度額よりも優先されます。 

12.4 CDP が、クルーズ主催者として行動する場合、乗船中、下船中、または海上輸送中

に船上またはインフレータブルボート ゾディアック®で被った人身傷害または物的損害に

ついては、運送業者と同一の制限および条件の範囲内で責任を負います。上記の状況以外

で、クルーズの開始から終了までの間に傷害または損害が発生した場合、クルーズ主催者

および／または CDPから旅行者に支払われる賠償金は、クルーズ料金の半額を上限とし

ます。 

12.5 CDP がフランス観光法の意味における旅行パッケージ販売者として行動する場合、

同法の L.211-16 条に定められた制限および条件の範囲内で、旅行者またはその手荷物に

対する損害に責任を負います。CDPは以下の事象の結果について責任を負わないものと

します。 

a) 航空券の紛失・盗難、身分証明書および／または健康証明書の不提示、期限切れの書

類や有効期間が不十分な書類の提示（身分証明書、パスポート、ビザ、予防接種証明書な

ど）、または旅行者に発行された書類の情報との不一致。 

b) 旅行契約外の第三者が関与した予見不可能な事件・事象（不可抗力）。不可抗力の状

況および／または旅行者の安全上の理由により、および／またはフランスまたは外国の行

政当局によって要求され、キャンセルが必要な場合。 



12.6 CDP は、クルーズ主催者、運送業者および／またはパッケージ販売者として、重要

でない損害、楽しみの喪失、懲罰的または同義的な損害について明示的に責任を負いませ

ん。 

12.7 第 6 条に記載された状況下で旅行者が乗船を許されない場合（途中寄港後または途

中寄港中を含む）、クルーズ主催者、運送業者および／またはパッケージ販売者としての

CDP、船舶の船長または乗組員はいかなる形でも責任を負いません。 

12.8 CDP は、戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為、テロ行為、伝染

病、検疫、災害、自然災害、核融合、核分裂、汚染、爆発またはそれらの結果、出発港、

途中寄港、目的地港の閉鎖、何らかの理由による船舶の拘留、要求、差し押さえ、国家の

特別なニーズのための船舶の使用、または上記の事象の単純な脅威によって生じた身体的

傷害、物質的または非物質的な損害については、一切責任を負いません。また、人命救助

に必要のない乱闘や危険な行為に旅行者が自発的に参加したことによって生じた損害につ

いても責任を負いません。 

12. 9 CDP は、不可抗力、戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為または

テロ行為、伝染病または検疫、災害および自然災害、核融合、核分裂、汚染または爆発、

出発港／途中寄港／最終目的港の閉鎖、何らかの理由による船舶の拘留、徴発、差し押さ

え、国家の特別な必要性による船舶の使用、または上記事象の単純な脅威、その他の事由

による旅行の中断および／または変更によって生じた損害または追加費用について責任を

負いません。 

12.10 クルーズ主催者および／または運送業者および／またはパッケージ販売者である

CDPが、着岸前または着岸後の期間に荷物を輸送する責任を負う場合、CDP は旅行者の

権限ある代理人として行動し、その責任は荷物の輸送を担当する運送業者の責任に取って

代わるものではありません。 

12.11 船舶またはその他の輸送手段の到着時に要求されなかった手荷物は、旅行者の費用

とリスクで港に留まります。 

12.12 旅行者に不利益となる手荷物の配達の遅れは、第 12.2 条の条件に基づき、保留さ

れた手荷物が紛失した場合に生じる金額の 20％を超えない範囲でのみ補償の対象となり

ます。CDPは紛失した荷物を探すために 3 ヶ月間の猶予を与えられます。 

12.13 これと異なる契約上の合意が書面でなされている場合を除き、陸上および航空輸送、

送迎、船上でのウォータースポーツ活動およびスキューバダイビング、クルーズ前後のサ

ービスに含まれるサービス、エクスカーション／エクステンション、関連する場合にはホ

テルおよびレストランの予約を含む陸上でのエクスカーション、ガイド付きツアーは、船

上または CDPを通じて予約され、CDPが請求した場合であっても、クルーズ主催者、航

空会社、パッケージ販売者および／または CDPの代表者または従業員ではない独立した

第三者の請負業者によって提供されます。旅行者は自らの責任でこれらのサービスを利用

し、CDPはクルーズ主催者、運送業者および／またはパッケージ販売者として、仲介者



としてのみ機能し、人身事故や物的損害、キャンセル、遅延、プログラム変更の場合を含

め、これらのサービスに対していかなる責任も負いません。 

12.14 エクスペディションクルーズにおいて、外部の活動に参加するすべての旅行者は、

良心に基づき、自らの責任においてのみ参加することに同意するものとする。各自が自分

の体力、安全性、行動、快適性に責任を負います。旅行者は、船内で行われる情報説明会

に出席しなければなりません。CDP、その取締役、管理者、役員、乗組員、探検チームメ

ンバー、活動リーダーは、エクスペディション・クルーズ中に提供された外部活動に参加

している間に被ったいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。 

 

13. 価格調整 

13.1 CDP が提示する価格は、発行日の経済状況に基づいています。これらの経済データ

には、とりわけ、輸送費および燃料費、提供されるサービスに関連する料金および税金

（訪問国への入出国料、空港税または入湾税、乗船税または下船税、査証料、観光地入場

料）、プログラムの価格を作成する際に使用される為替レートが含まれます。CDPは、

価格を調整する権利を明示的に留保します。輸送費、燃料費、税金、料金、ユーロやドル

の為替レート、特別引出権、ビザ代などの変更があった場合は、必要に応じて代理店手数

料を加えて旅行代金に反映させます。フランスの観光法が適用される場合、CDP は、こ

の場合、出発予定日の 30 営業日以内に価格変更が発生しないことを理解した上で、第

L.211-12 条を適用することによって価格を下げることもできます。  

13.2 フランス観光規定が適用される場合、旅行者は出発の 30 日前までの通知期間で、受

領を確認できる書留郵便、または受領を確認できるその他の手段によって値上げについて

通知されます。通知を受けた旅行者および／またはチケット購入者は、値上げの通知を受

けた日から 7 日以内に販売会社に書面で連絡することにより、契約を解除し、違約金なし

で既に支払われた金額の即時払い戻しを受けることができます。 

クルーズサービスに限り、1 日あたりの潜在的な追加料金（S）は以下のように計算され

ます。 

 

S = [(MDO*価格の変動 X MDO 一日の消費量**) / 船の定員***] X MDOの航続時間 + 

[(LNG*価格の変動 X LNG**一日の消費量 + MDO*価格の変動 X MDO**一日の消費量

/k**) / 船の定員***] 。/ 船の容量***] X X LNG 航続時間 

 

(*): MDO: Gasoil 0.1 FOB Rotterdam barge (US$) 

LNG 北半球の巡航。TTF+$2.5/MMBtu を LNG の燃焼熱=46MJ/kg でトンに換算。

$2.5/MMBtu はロッテルダム地区の LNG ターミナルでの使用料と燃料補給費にします相

当します。 

LNG 南半球クルーズ。ヘンリーハブ＋7 ドル/MMBtuを LNG の燃焼熱＝46MJ/kg でトン



換算した場合、7 ドル/MMBtu は、液化サイトまでの中継費用＋液化費用＋配送費用＋使

用料・バンカリング費用に相当します。 

(**): ロストラル, ル・ボレアル, ル・ソレアル, ル・リリアル: 20t; ル・ポナン: 5.5t; ポ

ナンエクスプローラーズ: 15t; ル・コマンダン・シャルコー: LNG 36t; MDO 43t; k = 72. 

(***): ロストラル, ル・ボレアル, ル・ソレアル, ル・リリアル：探検クルーズでは 200

名、その他のプログラムでは 244 名、ル・ポナン：55 名、ポナンエクスポローラー各船。

172 名、 ル・コマンダン・シャルコー ：北半球で 270 名、南半球で 200 名、ル・ポー

ルゴーギャン：332 名。 

 

14. 旅行保険 

14.1 CDP による本サービスの販売には、いかなる種類の保険も含まれていません。 

14.2 CDP は、すべての旅行者が、キャンセル、必要な支援、本国送還、手荷物の破損お

よび紛失、医療費のリスクをカバーする完全かつ適切な旅行保険に加入することをお願い

しています。この保険の証明は、出発前に CDPに送付されなければなりません。 

旅行者は、自己負担でこのような保険に加入する責任を単独で負います。CDP では、こ

れらのリスクをカバーする保険を提供しており、契約の受諾時に加入して全額を支払うこ

とができます。詳細はお問い合わせください。旅行者がこのような保険に加入していない

場合、旅行者は医療費、健康上の理由による退避、本国送還に関連する費用の責任を負い

ます。 

いくつかの特定のクルーズでは、CDPは保険の証明書を提供しない旅行者に権利棄却書

への署名を求めることができます。 

 

15. アフターセールス 

15.1 旅行または滞在に関連する意見またはクレームは、旅行者が CDPと直接契約を結ん

だ場合は Compagnie du Ponant - 408 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE, FRANCE 宛

に、またはサービスを販売した旅行代理店宛に、どのようにしてその出来事が起き展開さ

れたのか、申し立てられた損害の詳細を正確に記載した受領通知付きの書留郵便で送られ

なければなりません。これは下船日から 1 ヶ月以内に行われなければならず、さもないと

その権利は失われます。CDP は、クルーズ終了時に船上で配布される満足度調査に記入

することを乗客に推奨します。 

15.2 第 15.1 条に記載されたアフターサービスに連絡した後、60日以内に満足のいく回

答が得られない場合、旅行者はフランス旅行観光オンブズマンに連絡することができます。

オンブズマンの詳細は、www.mtv.travel を御覧ください。 

15.3 旅行者がクルーズ主催者および／または運送業者である CDPに対して訴訟を起こす

場合は、旅行者が下船した日または下船すべきであった日から一定期間内に行う必要があ

ります。物的損害については 1 年、人身傷害については 2 年とし、それ以降は請求する権



利が失われます。 

15.4 パッケージ販売者としての CDPに対するいかなる法的措置もフランス民法第 2224

条および第 2226 条に定められた期間内に提起されなければなりません。 

 

16. 適用法および管轄権 

16.1 本契約はフランス法に準拠します。 

16.2 フランスのマルセイユ大審裁判所の管轄内の裁判所のみが、第三者の紹介があって

も、CDP、その従業員、子会社、または下請け業者に対する訴訟を審理する権限を有しま

す。 

 

17. 個人情報および肖像権 

・未成年者および旅行者の世話をしている人を含む旅行者は、商業目的のために滞在中の

写真および／またはビデオを撮影される可能性があります（旅行者が写っている前述の写

真およびビデオは、前者が記念品として購入することができます）。クルーズ前、クルー

ズ中、またはクルーズ後に企画されたアクティビティに参加することにより、旅行者は、

CDPが配信、宣伝、販売を行うために、デジタル端末、デジタルモニター、コンピュー

タ、客室および共用エリアのテレビ画面、CDPアプリおよびタブレットで、旅行者の画

像を放送または複製することを許可します。 

・肖像権の複製や放送は、クルーズの期間中、随時行われます。撮影されたフィルムや写

真は、関係者が下船後は、船内での放送や複製は行われず、必要に応じて質の高いアフタ

ーサービスを確保するため、2 ヶ月以内に破棄されます。  

 ・旅行者が報道や写真への関与を希望しない場合は、船上のスタッフ（レセプション、

レセプション＆トラベルマネージャー、ホテルディレクター、クルーズディレクター、フ

ォトグラファー、ビデオメーカー）に相談するか、予約時にその旨を伝える必要がありま

す。 

・写真の削除は、旅行者からの要請があった場合のみ可能です。 

 

18. フランス観光法からの抜粋 

紙のパンフレットおよび CDP のウェブサイトに掲載され、旅行者に提供されている事前

情報は、フランス観光法 L.211-9 条に記載されている情報で構成されています。ただし、

フランス観光法の第 R.211-5 条に基づき、ポナン社は、契約の受諾前に特定の要素を修正

する権利を明示的に留保します。旅行または滞在の手配および販売に関する業務の規則を

定めたフランス観光法からの抜粋は以下。 

第 R.211-3 条 

第 L.211-7 条の第 3 段落および第 4 段落に記載されている除外事項を条件として、旅行サ

ービスまたは滞在の提供および販売は、本項に記載されている要件を満たす適切な文書の



交付を必要とします。関連するサービスを除く、定期路線のルートでの航空券または輸送

チケットを販売する場合、販売者は、航空会社またはその責任で発行された全旅程の 1 枚

または数枚のチケットを購入者に交付しなければなりません。オンデマンド輸送の場合は、

チケットを発行した輸送業者の名前と住所を記載しなければなりません。 

同一の観光パッケージ料金の様々な要素を別々に請求することは、本項の規制規定に基づ

く販売者の義務を免除するものではありません。 

第 R.211-3-1 条 

契約前の情報交換または契約条件の提供は、書面で行わなければなりません。これは、フ

ランス民法第 1369-1条から第 1369-11 条に規定されている有効期間および条件の下で、

電子的に行われる場合があります。販売者の氏名または商号、住所、第 L.141-3 条の a項

に規定された登録簿のへの登録、または該当する場合は第 R.211-2条の第 2 項に記載され

た連盟または組合の名称、住所、登録が記載されます。 

第 R.211-4 条 

契約の受諾に先立ち、販売者は顧客に対し、価格、日程、および旅行または滞在中に提供

されるサービスのその他の構成要素に関する以下の情報を提供しなければなりません。 

1) 目的地、使用される交通手段の特徴とカテゴリー。 

2) 宿泊施設の種類、所在地、快適さのレベル、主な特徴、その承認、受入国の規制また

は慣習に対応する観光客の分類。 

3) 提供される食事。 

4) ツアーの場合は、旅程の説明。 

5) 特に国境を越える場合には、他の EU加盟国の国民または欧州経済領域協定の締約国

によって完了するべき行政および健康の手続きとその手続きが完了する時間。  

6) パッケージに含まれる、または追加料金で利用可能な訪問、エクスカージョン、その

他のサービス。 

7) 旅行または滞在の実施に必要なグループの最小または最大人数、および旅行または滞

在が最少催行人数を条件としている場合は、旅行または滞在がキャンセルされた場合にお

客様に通知するために設定された期限。この期限は出発日の 21 日前を下回ることはでき

ません。 

8) 契約の承諾時に手付金として支払う代金の額または割合、および残金の支払いスケジ

ュール。 

9) 第 R.211-8 条に基づき契約書に定められた価格調整の方法。 

10) 契約上のキャンセルに関する条件。 

11) 第 R.211-9 条、第 R.211-10 条および第 R.211-11 条に定めるキャンセル条件。 

12) 特定のキャンセルの結果をカバーする保険契約、または事故や病気の場合の本国送還

費用を含む特定のリスクをカバーする支援契約の任意加入に関する情報。 

13) 契約に航空輸送が含まれる場合は、第 R.211-15 条から第 R.211-18 条に基づき、各



飛行区間に関する情報。 

第 R.211-5 条 

顧客に提供された事前情報は、販売者がその中の特定の要素を修正する権利を明示的に留

保している場合を除き、販売者を拘束します。このような場合、販売者は、どのような変

更がどの程度まで起こりうるか、どのような要素に対して行われるかを明確に示さなけれ

ばなりません。 

いずれにしても、事前情報に加えられた変更は、契約の受諾前に書面で顧客に通知されな

ければならなりません。 

第 R.211-6 条 

売主と買主の間の契約は書面で行わなければならず、両当事者が署名した 2 通のコピーを

作成し、そのうちの 1 通を買主に渡さなければなりません。契約が電子的に締結される場

合、フランス民法第 1369-1 条から第 1369-11 条に従って締結されます。契約書には、以

下の条項が含まれていなければなりません。 

1) 販売者、保証人、保険会社の名前と住所、主催者の名前と住所。 

2) 旅行の目的地および複数の目的地がある場合には関連する期間とその日付。 

3) 利用する交通手段、特徴、およびカテゴリー。出発・帰着日時、地点。 

4) 宿泊施設の種類、場所、快適さのレベル、主な特徴、および受入国の規則または習慣

に対応する観光客の分類。 

5) 提供される食事。 

6) ツアーの場合の旅程。 

7) 旅行または滞在の合計金額に含まれる訪問、エクスカージョンまたはその他のサービ

ス。 

8) 請求書に記載されたサービスの合計金額、および第 R.211-8 条の規定に基づく請求額

の調整の表示。 

9)  該当する場合、港や空港での上陸料、下船料、乗船料、観光税など、特定のサービス

に関連する料金や税金が提供されたサービスの価格に含まれていない場合、それらの表示。 

10) 支払いのタイミングおよび条件。購入者が行う最終的な支払いは、旅行または滞在の

価格の 30％未満であってはならず、旅行または滞在の書類が発行されたときに行わなけ

ればなりません。 

11) 買い手が要求し、売り手が同意した特定の契約条件。 

12) 契約の不履行または不履行に対する買主の売主への苦情の申し出方法。苦情は、受領

確認が可能な手段（ファックス、電子メール、書留郵便など）を用いて可能な限り速やか

に送付し、該当する場合は旅行主催者および当該サービス提供者に書面で通知しなければ

なりません。 

13) 第 R.211-4 条第 7項の規定に基づき、旅行または滞在が最少催行人員を条件としてい

る場合、販売者が旅行または滞在を中止した場合の購入者への通知の期限。 



14) 契約上の性質のキャンセルに関する利用規約。 

15) 第 R.211-9 条、第 R.211-10 条および第 R.211-11 条に定めるキャンセル条件。 

16) 販売者の職業上の責任の結果をカバーする保険契約でカバーされるリスクと補償額に

関する詳細。 

17) 購入者が加入した特定のキャンセルの結果をカバーする保険契約の詳細（保険番号と

保険会社名）、および事故や病気の場合の本国送還費用を含む特定のリスクをカバーする

支援契約の詳細。この場合、売り手は買い手に対し、少なくともカバーされるリスクと除

外されるリスクを明記した文書を提供しなければなりません。 

18) 買い手が契約を譲渡した場合の売り手への通知期限。 

19) 出発予定日の少なくとも 10 日前に、以下の情報を買い手に提供することの約束しま

す。 

a) 販売者の現地代理人の氏名、住所、電話番号、またはそれがない場合には、問題が発

生した場合に支援を受けることができる現地法人の氏名、住所、電話番号、またはそれが

ない場合には、緊急時に販売者に連絡を取ることができる電話番号。 

b) 未成年者の海外旅行および滞在については、未成年者または現地の旅行担当者と直接

連絡が取れる電話番号および住所 

20) 第 R.211-4 条第 13 項の情報提供義務に違反した場合には、購入者が支払った金額を

キャンセルし、罰則なしに返金することを規定した条項 

21) 購入者に対し、旅行または滞在の開始前に余裕を持って出発時刻と到着時刻を提供す

るという約束。 

第 R.211-7 条 

買い手は、契約の効力が発生していない限り、旅行または滞在に関する条件と同じ条件を

満たす譲受人に契約を譲渡することができます。譲渡人にとってより有利な規定がない限

り、譲渡人は旅行開始日の 7 日前までに、受領確認が可能な手段（ファックス、電子メー

ル、書留郵便など）で販売者にその旨を通知する義務があります。クルーズの場合、この

期間は 15 日間に延長されます。譲渡はいかなる場合も販売者の事前承認を必要としませ

ん。 

第 R.211-8 条 

契約書に第 L.211-12条に規定された範囲内で価格を変更する明示的な権利が含まれてい

る場合には、関連する輸送費および税金の額、旅行または滞在の価格に影響を与える可能

性のある通貨または複数通貨、価格のうち変更が適用される部分、契約書に記載された価

格を設定する際に参照される通貨または複数通貨の為替レートなど、価格の変更を計算す

るための具体的な条件を示さなければなりません。 

第 R.211-9 条 

買い手の出発前に、売主が大幅な値上げなど契約の重要な要素の 1 つの変更を余儀なくさ

れ、R.211-4 条の 13項に記載された通知義務を無視した場合、買い手は、被った損害の



賠償請求を損なうことなく、売主から受領確認が可能な手段（ファックス、電子メール、

書留郵便など）を用いてその旨を通知された後、以下のことを行うことができます。 

- 契約を解除し、支払われた金額の払い戻しを直ちに受ける。 

- または、販売者が提供する変更または交換の旅行を受け入れます。 そして次に、行わ

れた変更を指定する契約の修正が当事者によって署名されます。 価格の低下は、購入者

の未払いの金額から差し引かれます。購入者がすでに行った支払いが修正されたサービス

の価格を超える場合は、出発日の前に過払いを返済する必要があります 。 

第 R.211-10 条 

第 L.211-14 条に定める事由において、購入者が出発する前に販売者が旅行または滞在を

取り消す場合、販売者は受領確認が可能な手段（ファックス、電子メール、書留郵便な

ど）で購入者に通知しなければなりません。購入者は、被った損害の賠償を請求すること

を妨げることなく、販売者から違約金なしで直ちに支払った金額の払い戻しを受けなけれ

ばなりません。この場合、購入者は、少なくとも、その日に自らの行為によって取り消し

が行われた場合に負担したであろう違約金と同額の補償金を受け取るものとします。 

本条の規定は、売主が提案する代替旅行または代替滞在を買主が受け入れることを目的と

した友好的な合意の締結を何ら妨げるものではありません。 

第 R.211-11 条 

買主の出発後、売主が契約に基づくサービスの大部分を提供することができず、それが買

主が支払った対価の重要な割合に相当する場合、売主は、被った損害の賠償を請求するこ

とを妨げることなく、直ちに以下の規定を行わなければなりません。 

- 指定されたサービスに代わるサービスを、場合によっては追加料金を負担して提案し、

買い手が受け入れたサービスの品質が低い場合には、売り手はその返却時に価格差を補償

しなければなりません。 

- または、代替サービスを提案できない場合、または購入者がこれを拒否した場合には、

追加料金なしで輸送券を提供し、同等とみなされる条件で、出発地または両当事者間で合

意された他の場所への返送を保証すること。本条の規定は、第 R.211-4 条第 13 項の義務

に従わない場合に適用されます。 

第 R.211-12 条 

第 R.211-3 条から第 R.211-11 条までの規定は、第 L.211-1 条に記載された者のパンフレ

ットおよび旅行契約書に記載されなければなりません。 

第 R.211-13 条 

購入者は、サービスが提供された後は、第 R.211-6 条の第 20 項に定める条項の利益を主

張することはできません。 


