
極上のポナンクルーズで巡る
南極半島とサウス・シェットランド諸島の旅

千歳発着15日間 ㈱世界紀行バルコニー付き 海側キャビンご利用

（燃油サーチャージは旅行代金に含まれています）（燃油サーチャージは旅行代金に含まれています）

ポナンクルーズの特長

１　客室の９５％がバルコニー付きです。他の船には殆どバルコニー付きはありません。
２　建造年数が新しい。フィンスタビライザー（船の揺れを減少させ、安定させる装置）の性能も非常に高く、ドレーク海峡を渡る際もテー
ブルのものが落ちることは基本的にほとんどありません。

３　部屋が広い。デラックス・キャビンでも２２㎡バルコニー付きですので、他の船と比べるとジュニア・スイート並みです。
４　フランスの船ならではの食事に定評があります。
５　操舵室（ブリッジ）がオープンしていますので、南極海域では非常に眺めのいい場所、特別の場所でご覧いただけます。
６　日本人コーディネーターが乗船します。日本語対応が可能です。
７　寄港地での上陸回数及びゾディアックでのクルージング回数は一日２回、合計１０か所の遊覧と上陸を毎クルーズお楽しみいただい
ております。

８　南極見学用のパルカ（寒冷地対応の防寒具）は無料でお渡しいたします。ブーツは無料でレンタルいたします。

ポイント1
今回利用するル・リリアル号は、ポナン・クルーズの最新鋭の探検船です。
バルコニー付の南極探検船は非常に少ないですが、全体の９５％はバルコニー付で２２.5㎡の広さを誇っています。運が良ければバルコ
ニーからクジラやペンギンが泳ぐ姿が間近に見えます。流氷や各国の基地も部屋からご覧になれますので、カメラやビデオ撮影にも最適
です。

ポイント4
操舵室（ブリッジ）を開放しています。通常操舵室は安全上の
理由で入れませんが、ポナンクルーズは南極海域に入るとブ
リッジは解放されています。また操舵室は海を眺めるのに一
番最適の場所であることはお分かりいただけると思います。

ポイント2
船内の設備はグレードが高いフランス船籍のスモール・ラグジュアリー船です。
食事は一回制の自由席でランチやディナーの時のワイン（ヴィンテージワインを除く）、ビールはクルーズ代金に含まれています。２か所
のレストランがあり、フランス料理やイタリア料理など各国の料理をお楽しみいただけます。朝はお粥などもご用意しております。

ポイント5
電圧は１１０ボルト。部屋でもWIFI（有料）が可能です。

ポイント3
南極探検に適した最新鋭の装備です。ダイナミック・ポジショ
ン（碇を降ろさないで位置を固定できるエンジン）、海に排
水をしないエコシップです。

2016年1月12日（火）発～1月26日（火）着…￥1,975,000
￥998,000（バルコニーなし）￥1,228,000（バルコニー付）一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

パラダイス湾（イメージ）

ポナンクルーズのモットーは、大型のクルーズ船では決して味わうことのできない親しみやすさや陽気な雰囲気、そ
してお客様一人一人に対する細やかなサービスです。そして小さな入り江や人の訪れない場所にフレンチ・スタイル
のエレガントさとプロフェッショナルなスタッフのサービスで皆様に忘れられない旅の思い出をお届けします。クル
ーズというよりも豪華なヨットによる旅の発見。親しい仲間との質の高い料理、行き届いた心遣い、エレガントな５
つ星の客船での新しい発見と感動をご提供します。

Le Lyrial　ル・リリアル号
総トン数:10,700トン　全長:142ｍ　全幅：18ｍ　船客定員：264名　クルー：140名　就航：2014年
キャビン数：122室（全室海側　うち１１５室が海側ベランダ付）

ツアーマップ

■募集人員／１８名様定員
■最小催行人数／８名様
■全食事付／朝食１１回・昼食１２回・夕食１２回
■成田空港使用料／￥２,６１０（別途必要）
■旅券残存期間／６ヶ月以上必要
■米国事前電子渡航承認システム［ESTA］取得手数料／￥２,５００
（弊社取得の場合、別途必要）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空保安税が含まれてお
ります。
■港湾税／￥78,000（別途必要）
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いたしません。
■千歳空港より、全工程、社員添乗員同行。
■乗・下船時のポーターチップは含まれております。
■船内スタッフ及び乗組員へのチップは、各お客様のご判断となり
ます。クルーズ最終日に客室に封筒が入りますので、お気持ちの
金額を封筒に入れて、受付にお渡しいただきます。通常は１日当
たり１０ユーロが目安となります（計120ユーロ）。
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※成田発着：￥１０,０００引き
※大阪・中部・福岡発着：同一料金
※相部屋希望は原則お受けできませんが、お問合せください。調整
させていただける場合がございます。
■クルーズ中に含まれるもの：食事、船長主催のカクテル・ガラディ
ナー、食事中のお飲み物（ヴィンテージ・ワインを除く）、船内のイ
ベントやレクチャー、24時間ルームサービス
■クルーズ中に含まれないもの：チップ、ランドリー、スパ

ご旅行条件ご旅行条件

お食事について
メインダイニングとビュッフェレストランがございます。
メインダイニングは、自由席の一回制でフレンチを中心にきめ細や
かなサービスをお楽しみいただけます。食事の際に提供いたします
お飲物は含まれております。
ビュッフェレストランでは、朝食やランチをお好みのスタイルで気軽
にお楽しみいただけます。
また、日中はどのような服装でも構いません。夕刻以降はエレガン
ト・カジュアル（男性でもネクタイは不要です）ですが、ガラ・イヴニン
グには、男性はスーツ、女性はカクテル用の服装が必要となります
（1回～２回）。

海側ベランダ付プレステージ（例）　
デッキ４，５，６　22.5㎡
●ツインベッド　●ベランダ　●シャワー　●洗面台　●独立トイレ　
●エアーコンディショナー　●ミニバー　●フラットスクリーンＴＶ　
●ＤＶＤ／ＣＤ、　iPodプレーヤー　●オンデマンド・ビデオ　●金庫　
●ヘヤドライヤー　●バスローブ　●電話　●１１０／２２０ボルト電源　
●インターネットアクセスＷｉ－ＦＩ（有料）　●２４時間ルームサービス　
●ロクシタンのアメニティ
各キャビンには、ヘアドライヤーとミニバー（冷蔵庫）、金庫があります。アイ
ロンの持ち込みは禁止されております。
船内通貨はユーロとなります。トラベラーズチェック、クレジットカード（ビザ、
マスター、アメックス）が利用可能です。

デセプション島

ネコ・ハーバーポート・
ロックオイ

ポート・シャルコー

プレノー島

パラダイス湾

サウスシェトランド諸島

南極半島

ウェッデル海

0 0



※渡航手続き諸費用は、これと関係なく、
　実費をいただきます
　（シングル料、ビジネスクラス追加料金も
　対象です）。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

クルーズ保険の加入をオススメします

出航46日以上前
出航45日前より31日前まで
出航30日前より21日前まで
出航20日前より出航日まで

クルーズ旅行取消料 解除時期等 旅行代金取消料
クルーズ料金の10％
クルーズ料金の50％
クルーズ料金の75％
クルーズ料金の100％

ご予約条件

★寒くないでしょうか？
A.この時期の南極は、プラス5度からマイナス5度ですが、船内は常に23～24℃を保っています。

★服装は？
A.ポナンクルーズでは、パルカ（防寒用の厚手の上着）は乗船後にサイズのあったものをくれます。その下に着る服装としては、乾きや
すい長袖シャツ、その上にフリースの長袖や、セーターの重ね着をお勧めします。上陸後に歩く場所もありますので、汗をかくことも
あります。こまめに体温調節を行ってください。下も厚手のステテコやスパッツ、その上に登山で使うようなズボン、その上に防水の
合羽（ビニール製で水を通さないもの）、足元は厚手の靴下の上にゴム長靴を履きます（長靴はレンタル、又は事前購入が可能で
す）。

★ドレーク海峡は揺れませんか？
A.ドレーク海峡が揺れるという話は有名ですが、毎回揺れるわけでも、何日も揺れ続けるというわけでもありません。ポナンクルーズ
は南極クルーズに最適な最新の設備（フィンスタビライザー）を備えておりますので、横揺れには非常に強く、それほど強い揺れを
感じるということは、それほどありません。予防としては。酔い止めの薬を受付で無料でもらえますので、早めに服用していただくと
良いでしょう。船医も常駐しておりますので、いつでも診察してくれます。
　南極海域に入りますと、通常海は非常に穏やかで揺れはほとんど気になりません。

★南極でどんなものが見られますか？
A.ペンギンは18種類中7種類が生息しています。特にアデリー・ペンギン、ジェンツー・ペンギン、アゴヒゲ・ペンギンは多くの場所で間
近にご覧いただけます。通常クジラ（ザトウクジラ、ミンククジラ）やアザラシ（ミナミゾウアザラシ、ヒョウアザラシ、カニクイアザラ
シ）もご覧いただけます。鳥類はアルバトロス、トウゾクカモメなどがご覧いただけます。南極半島はプランクトンも豊富でクジラやペ
ンギンその他の動物にとって暮らすのに適している場所なので多くの動物哺乳類や鳥類を見ることが出来ます。

★オーロラは見えますか？
A.白夜に近いので、オーロラは南極にも出ていますがこの時期は南極が夏にあたるのでご覧になれません。

★アルゼンチンまで行かないと南極には行けないのでしょうか？
A.アルゼンチンのウシュアイアから南極半島まで1,000kmです。オーストラリアからは3,500km、南アフリカからは4,000km離れ
ていますので、所要時間としては一番近い場所となります。

★南極に関するレクチャーはありますか？
A.はい。あります。英語とフランス語で行われますが、日本人コーディネーターが乗船しておりますし、添乗員もお手伝いしますので、
ご安心ください。

■予約変更及び取り消し：

■スケジュールの変更・中止：現地のやむを得ない事情により、日程、出発、到着時刻、寄港地、船内プログラム等が予告なしに変更される
場合があります。それらの変更に対する払い戻しは一切いたしかねますのでご了承ください。
■乗船の拒否：専属医より、乗客の健康上や精神上の理由で、クルーズ継続が不可能と判断された場合、乗船中のほかの乗客に危害が及
ぶと船長が判断した場合は、乗船を拒否されたり、途中下船していただく場合があります。その際いかなるクルーズ料金も返金されま
せん。ペットと一緒の乗船は禁じられています。クルーズ前に指定の医師の英文診断書をご提出いただきます。
■お体の不自由なお客様：お体の不自由なお客様にご利用いただけるキャビンには数に限りがあります。ご予約時にお知らせください。車
椅子が必要な方は、ご自身で標準サイズの折りたたみ式車椅子をご用意いただき、必ず付き添いの方が必要です。ゾディアックボート利
用の寄港地では、車椅子での上陸が出来ない場合があります。予めお含みおきください。
■パスポート：パスポートの必要残存期限は下船日より起算して6ヶ月以上、日本帰国時までが必要です。ご乗船の際にパスポートをお預
かりいたします。航海中はお渡しする「クルーズカード」が身分証となります。船内でのお買い物、支払いも全てこのカードで行っていた
だきます。
■医療サービス：船内には、資格を有した専属医師や、看護婦が乗船いたします。薬の処方などの医療サービスには、別途料金がかかりま
す。
■貴重品：個人的な所持品や客室に置いてあるものの紛失に関しましては一切責任を負いかねます。貴重品の保管は客室内のセーフティ
ボックスをご利用ください。
■上陸手段：クルーズによりゾディアック・ボートでの上陸を伴いますが、天候等の条件で船長の判断により上陸できない場合があります。
予めお含みおきください。

南極クルーズ　Q&A日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

午前、航空機にて、成田空港へ。
午後、アメリカ主要都市を経由し、アルゼンチンの首都・ブエノスアイレスへ。　　　　　　　　　　
－日付変更線通過－

─
午前、ブエノスアイレス到着後、入国審査・税関検査。
着後、簡単なブエノスアイレス市内観光。
─

午前、航空機にて、南極観光の拠点・ウシュアイアへ。
着後、混載車にて、90種以上の動物や南極ブナの森林などが楽しめ、1960年に国立公園に指定されたティエラ・フエゴ
国立公園を訪ねます。
夕刻、 いよいよ10泊11日のポナンクルーズに乗船 です。
─

終日、ドレーク海峡を渡ります。
サンデッキや、各お部屋のバルコニーから雄大な自然や野生動物を眺めたり、思い思いの時間をお過ごしください。
ご希望の方は添乗員が船内散策などをご案内します。
─

終日、ドレーク海峡を渡ります。
サンデッキや、各お部屋のバルコニーから雄大な自然や野生動物を眺めたり、思い思いの時間をお過ごしください。

─
終日、南極クルーズへご案内します。
捕鯨船ネコ号にちなんで名付けられたネコ・ハーバーへ。氷河が数十メートルの高さまで岩壁にへばりついた景観をお楽
しみください。ネコ・ハーバーは、ジェンツー・ペンギンのコロニーがあることでも知られています。
また、南極半島で最も美しいと言われる湾パラダイス・ベイも見学します。大小さまざまな形をした氷の塊が湾に浮かんで
います。
─

終日、南極クルーズへご案内します。
午前、プレノー島到着。遥か南にあるロス棚氷から分離し流れ着いた様々な氷山を見ることができ、氷山の墓場とも言われ
ています。
その後、ブース島の北海岸に位置するポート・シャルコーへ。1904年にフランスのシャルコー隊が越冬した際の基地小屋
が残っています。
─

ジェンツー・ペンギンのコロニーがあるポート・ロックロイ到着。天然の良港で古くから捕鯨基地として知られているイギリ
ス基地です。郵便局もありますので、こちらから日本へのお便りを出すことも可能です。

─
サウス・シェトランド諸島のデセプション島に到着。島内のホエラーズ湾は火山の噴火口が崩れ、そこに海水が入り込んで形
成されたカルデラ湾で温泉が湧き出ています。かつての捕鯨基地があり、その建物も残っています。
─

終日、巨大な卓上氷河で知られるウエッデル海をクルージングします。
南極半島の西側海域とは異なった景観をお楽しみください。
─

終日、ドレーク海峡を渡ります。
サンデッキや、各お部屋のバルコニーから雄大な自然や野生動物を眺めたり、思い思いの時間をお過ごしください。

─
終日、ドレーク海峡を渡ります。
サンデッキや、各お部屋のバルコニーから雄大な自然や野生動物を眺めたり、思い思いの時間をお過ごしください。

─
午前、ウシュアイア港着。着後、航空機にて、ブエノスアイレスへ。
夜、航空機にて、アメリカ主要都市へ。
─

着後、航空機を乗継ぎ、帰国の途へ。
－日付変更線通過－

─
午後、成田空港到着。入国後、リムジンバス（実費：￥3,100）にて羽田へ。
羽田空港より、国内線にて、千歳へ。
夜、千歳空港到着後、解散［20:20着］。

千歳
成田
アメリカ主要都市

ブエノスアイレス

ブエノスアイレス
ウシュアイア

ドレーク海峡

ドレーク海峡

南極
（ネコ・ハーバー）

（パラダイス・ベイ）

南極
（プレノー島）

（ポート・シャルコー）

南極
（ポート・ロックロイ）

デセプション島

ウエッデル海

ドレーク海峡

ドレーク海峡

ウシュアイア
ブエノスアイレス

アメリカ主要都市

成田
羽田
千歳
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［機中泊］－×Ｋ

［ブエノスアイレス泊］ＫＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［船中泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＬＤ

［機中泊］Ｋ×Ｋ

－Ｋ×

※上記の時間は､すべて現地時間で表示されております。

※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がございます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。

※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内食」を示します。×印の食事は含まれておりません。

※天候に大きく左右される地域ですので、日程はあくまでも予定となります。最終的なスケジュールは乗客の安全を最優先に配慮し、現地当局の許可も得ながら乗船中に決定されます。

氷塊などにより、航行の変更が余儀なくされる場合がございます。
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