
成田発

ドレーク海峡をフライトで越える
南極の船旅

2023年1月14日（土）～1月27日（金） 14日間

¥2,780,000 （アッパーデッキ・ツインキャビン）

FLY ＆ CRUISE    船酔いのご心配もなく南極へひとっ飛び
絶景クルーズを満喫します。

デンマーク製耐氷船 オーシャン・ノヴァ号利用

4年ぶりに待望の再開。わずか8キャビンのみご用意できました。

【南極航海時または上陸時の服装】【各地の月別の最高気温と最低気温、および降水量】

ズボン
ゾディアックに乗り降り
する際、こすれても破れ
ない防水性のズボンを
ご用意ください。

手袋
防水、できれば滑りに
くいものが理想です。
写真を撮るときに便利
なようにフリース素材
の5本指の手袋の上に
防水性の手袋を重ねて
使うとよいでしょう。

旅の服装と気候

南極へご旅行する際の大切なご案内
●今回のご旅行は南極という特殊な場所へのご旅行となり
ます。事前に船会社への報告が求められます。海外旅行保
険の加入がご参加にあたり必須の条件となります。

●ご出発の2カ月前を目安に船会社指定の健康診断書への
記入、および提出が求められます。他にもご出発前に環境
省への届け出とご署名が必要となりますので予めご了承
ください。

１月中下旬は１年中で最も暖かく、－5度から+7度前後で、天候と風向きに
よって温度が大きく左右されます。乗船中は現地で贈呈される極地用防
寒着（パルカ）、極地用ブーツ（船内で無料レンタル）を履いて上陸します。

都市によって大きく異なります。サンチャ
ゴは真夏で湿度も高めですが、一方で
プンタアレーナスは緯度が高く、冷涼で
雨が降ると気温が昼間でも大きく下がる
こともあります。雨具、重ね着をご用意
ください。

リュックサック
帽子やスカーフ、サング
ラス、日焼け止めクリー
ムやリップクリーム（南極
は紫外線が強く乾燥して
いるため、曇りの日でも
紫外線が強くなります） 
カメラ、双眼鏡など、上
陸時に必要なものを入れ
ておく、小型リュックが
あると便利です。

帽子、マフラー
（ネックウォーマー）
帽子は耳をカバーでき
るものをお奨めします。
一つあるとずいぶん暖
かく感じます。マフラー
やネックウォーマー（首
元を温めるもの）もあ
るとよいでしょう。

防寒ジャケット（パルカ）の下
ジャケットの下には、
ウールやフリース、ヒー
トテック素材のものが
お奨めです。これも厚
手のものよりも薄いも
のを重ね着した方が暖
かいでしょう。

靴
ひざまでの長さのあるロ
ングブーツ（極地用）は、
船内で無料貸し出し。

最高気温

最低気温

降水量
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パルカ（防寒着）着用イメージ

（イメージ）

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。クルーズの場合、
船ごとに取消料が定められており、ツアーによって取消料発生の時期、
金額等異なります。
なお、当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しており
ますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害保険に、上記の
特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。但し、付帯条
件がございますので詳しくはお問い合わせください。※キャンセル料半
額制度はクルーズツアーの場合、適用外となります。ご注意ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年8月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円　7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ

ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、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。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）

■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※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引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

旅行企画・実施

旅行契約解除の日 キャンセル料

旅行代金の37.5％

旅行代金の100％

旅行代金の25％

旅行代金の15％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって119
日目にあたる日以降～90日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89
日目にあたる日以降～60日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって59
日目にあたる日以降～30日目にあたる日まで

旅行代金の50％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって29
日目にあたる日以降～当日まで
旅行開始後または無連絡不参加
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ドレーク海峡をフライトで越える  南極の船旅　14日間

皆様のご要望にお応えし、4年振りの再開。わずか8キャビンのご案内です。
　当社では、南極へはクルーズ船で行く旅をご案内しておりますが、南極へ訪れたくても、ドレーク海峡
の揺れをどうしても回避したいというお声もありました。そんな声にお応えしたのがフライトでドレーク海峡
を越える南極ツアー。これまで2016、17、19年と3回に渡りご案内しご好評いただきましたが、このたび、
１グループのみの募集となりますが、8キャビンのみお取りすることができました。外国のお客様と一緒に
旅することとなりますが、国際色豊かでそれも旅の楽しさのひとつ。当社添乗員が成田空港出発から
到着まで同行いたしますのでご安心ください。
　船で30～40時間かかるところを、往復ともにフライトでドレーク海峡を越え、わずか2時間半で、チリ
のプンタアレーナスからサウスシェトランド諸島のキングジョージ島へひとっ飛び。キングジョージ島沖合で
待っている船に乗り込み、そこから南極の5泊6日の旅が始まります。
　利用する船は、過去に何度も利用したオーシャン・ノヴァ号。私どもがこの船を選んだ理由はその
耐氷性と機動力。グリーランドを航行するためにデンマークで造船された極地探検船で、分厚い鉄板が
船首に入れ込まれているため、耐氷性でが優れています。さらに最大の特徴は定員67名の機動力。
他船が100名、200名と大勢を乗せる中、この船はわずか67名ゆえに、乗下船が断然にスピーディーで、
全員がそろって一度に上陸観光できるのも魅力です。天候が良ければ1日に場所を変えて2度、3度と
上陸観光を楽しむことができ、南極そのものを堪能したい方にはうってつけの船です。
　南極半島の西側を中心にハイライトを本格探検船で訪れる旅。船酔いが心配で諦めていた方はぜひ、
夢の南極への旅を実現させてください。

効率よく 南極のハイライトはしっかり網羅

② 旅のハイライト、パラダイス湾での氷山クルーズ
　小さな湾が入り組んで、様々な形の氷
山が浮遊する絶景の景観で知られるパラ
ダイス湾では、ゾディアックボートによ
る氷山クルーズを楽しみます。神秘的な
コバルトブルーの氷山や氷河、白銀の雪
山などまさに南極ならではの絶景をご覧
いただきます。運が良ければクジラのグ
ループに出会うチャンスもあります。

片道30～40時間のドレーク海峡越えも約2時間のフライトで憧れの南極大陸へ

　ドレーク海峡を越える航空機はリージョナルジェットとしてBAEシステムズが開発、製造した機材を利用
します（Bae146-200型機、座席数71席）。同機は低騒音と高離着陸性能を誇り、ジェット機として珍し
い機体天井部に翼のある高翼構造を採用しています。

南極現地事情とQ&A
■気温と服装
　南極では夏を迎え、1年で最も暖かい時期ですが、日
中の気温は０度前後とお考えください（稀に10度弱の
日もあり）。日本の冬の朝晩やスキー場での服装をイ
メージしてください。今回、現地でお渡しする極地用防
寒着の貸し出しはなく（長靴のみ無料貸し出し、受け取
りはホテルにて）、防寒用にダウンジャケットなどを着
用し、中には保温用の下着、フリース、トレーナーや
セーターなどの重ね着をおすすめいたします。また、ズ
ボンは防水加工のズボンもお持ちください。

■揺れはどうですか？
　往復ともにサウスシェットランド諸島のキングジョー
ジ島まで飛行機で飛び（片道2時間半）、そこから南極大
陸と島々に囲まれた内海のようなクルージングとなりま
すので、余程の悪天候でない限りは、揺れることはあり
ません（天候の条件次第です）。ご心配な方は船内にある
酔い止め（ただし強めなので日本からの酔い止めは必須）、
または船医も常駐しておりますのでご安心ください。

■上陸観光
　南極半島への上陸時や氷山を間近にするクルージング
時には、船に搭載しているゾディアックボート（エンジ
ン付強化ゴムボート）を利用します。どなたでも乗れる
安全なボートで、救命胴衣の着用が義務づけられていま
す。砂浜に上陸する場合もあり、現地で受け取る極地用
長靴を履いて上陸します。ボート上では水しぶきがかか
り、海水につかって砂浜に上陸する場合もあります。ス
キーウェアなど防水用のズボンもお持ちください。

① ルメール海峡
　峻険な稜線の雪山が周囲を囲むこの海
峡には、多くの氷山が流れ込み、大型客
船や耐氷船ではない船では奥まで入り込
めない景勝地です。氷や天候によっては
海峡まで到達できない場合もあります
が、全ての条件が揃ったときの景観は一
生の思い出になることでしょう。

④ 最も古い南極基地　ポートロックロイ基地
　南極の中で最も古い基地であるポート
ロックロイは、かつて大戦中はドイツの
Ｕボートが太平洋へ入るのを見張ってい
たという歴史があり、南極史跡に認定さ
れています。現在の基地は往時の状態を
復元した博物館のようになっており、こ
こからペンギン絵柄の切手を貼って絵葉
書を出すこともできます。

※天候、波、氷の状況によってルートは随時変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※地図上の訪問地および航路はあくまで予定であり、天候や氷、上陸地の混み具合によっては船長
の判断により変更となる場合が多々あります。また、それに伴う返金はございませんので、ご承知
おきください。



③

プンタアレーナス（チリ）
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②

ドレーク海峡をフライトで越える  南極の船旅　14日間

皆様のご要望にお応えし、4年振りの再開。わずか8キャビンのご案内です。
　当社では、南極へはクルーズ船で行く旅をご案内しておりますが、南極へ訪れたくても、ドレーク海峡
の揺れをどうしても回避したいというお声もありました。そんな声にお応えしたのがフライトでドレーク海峡
を越える南極ツアー。これまで2016、17、19年と3回に渡りご案内しご好評いただきましたが、このたび、
１グループのみの募集となりますが、8キャビンのみお取りすることができました。外国のお客様と一緒に
旅することとなりますが、国際色豊かでそれも旅の楽しさのひとつ。当社添乗員が成田空港出発から
到着まで同行いたしますのでご安心ください。
　船で30～40時間かかるところを、往復ともにフライトでドレーク海峡を越え、わずか2時間半で、チリ
のプンタアレーナスからサウスシェトランド諸島のキングジョージ島へひとっ飛び。キングジョージ島沖合で
待っている船に乗り込み、そこから南極の5泊6日の旅が始まります。
　利用する船は、過去に何度も利用したオーシャン・ノヴァ号。私どもがこの船を選んだ理由はその
耐氷性と機動力。グリーランドを航行するためにデンマークで造船された極地探検船で、分厚い鉄板が
船首に入れ込まれているため、耐氷性でが優れています。さらに最大の特徴は定員67名の機動力。
他船が100名、200名と大勢を乗せる中、この船はわずか67名ゆえに、乗下船が断然にスピーディーで、
全員がそろって一度に上陸観光できるのも魅力です。天候が良ければ1日に場所を変えて2度、3度と
上陸観光を楽しむことができ、南極そのものを堪能したい方にはうってつけの船です。
　南極半島の西側を中心にハイライトを本格探検船で訪れる旅。船酔いが心配で諦めていた方はぜひ、
夢の南極への旅を実現させてください。

効率よく 南極のハイライトはしっかり網羅

② 旅のハイライト、パラダイス湾での氷山クルーズ
　小さな湾が入り組んで、様々な形の氷
山が浮遊する絶景の景観で知られるパラ
ダイス湾では、ゾディアックボートによ
る氷山クルーズを楽しみます。神秘的な
コバルトブルーの氷山や氷河、白銀の雪
山などまさに南極ならではの絶景をご覧
いただきます。運が良ければクジラのグ
ループに出会うチャンスもあります。

片道30～40時間のドレーク海峡越えも約2時間のフライトで憧れの南極大陸へ

　ドレーク海峡を越える航空機はリージョナルジェットとしてBAEシステムズが開発、製造した機材を利用
します（Bae146-200型機、座席数71席）。同機は低騒音と高離着陸性能を誇り、ジェット機として珍し
い機体天井部に翼のある高翼構造を採用しています。

南極現地事情とQ&A
■気温と服装
　南極では夏を迎え、1年で最も暖かい時期ですが、日
中の気温は０度前後とお考えください（稀に10度弱の
日もあり）。日本の冬の朝晩やスキー場での服装をイ
メージしてください。今回、現地でお渡しする極地用防
寒着の貸し出しはなく（長靴のみ無料貸し出し、受け取
りはホテルにて）、防寒用にダウンジャケットなどを着
用し、中には保温用の下着、フリース、トレーナーや
セーターなどの重ね着をおすすめいたします。また、ズ
ボンは防水加工のズボンもお持ちください。

■揺れはどうですか？
　往復ともにサウスシェットランド諸島のキングジョー
ジ島まで飛行機で飛び（片道2時間半）、そこから南極大
陸と島々に囲まれた内海のようなクルージングとなりま
すので、余程の悪天候でない限りは、揺れることはあり
ません（天候の条件次第です）。ご心配な方は船内にある
酔い止め（ただし強めなので日本からの酔い止めは必須）、
または船医も常駐しておりますのでご安心ください。

■上陸観光
　南極半島への上陸時や氷山を間近にするクルージング
時には、船に搭載しているゾディアックボート（エンジ
ン付強化ゴムボート）を利用します。どなたでも乗れる
安全なボートで、救命胴衣の着用が義務づけられていま
す。砂浜に上陸する場合もあり、現地で受け取る極地用
長靴を履いて上陸します。ボート上では水しぶきがかか
り、海水につかって砂浜に上陸する場合もあります。ス
キーウェアなど防水用のズボンもお持ちください。

① ルメール海峡
　峻険な稜線の雪山が周囲を囲むこの海
峡には、多くの氷山が流れ込み、大型客
船や耐氷船ではない船では奥まで入り込
めない景勝地です。氷や天候によっては
海峡まで到達できない場合もあります
が、全ての条件が揃ったときの景観は一
生の思い出になることでしょう。

④ 最も古い南極基地　ポートロックロイ基地
　南極の中で最も古い基地であるポート
ロックロイは、かつて大戦中はドイツの
Ｕボートが太平洋へ入るのを見張ってい
たという歴史があり、南極史跡に認定さ
れています。現在の基地は往時の状態を
復元した博物館のようになっており、こ
こからペンギン絵柄の切手を貼って絵葉
書を出すこともできます。

※天候、波、氷の状況によってルートは随時変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※地図上の訪問地および航路はあくまで予定であり、天候や氷、上陸地の混み具合によっては船長
の判断により変更となる場合が多々あります。また、それに伴う返金はございませんので、ご承知
おきください。



極地をゆくためにデンマークで造船された小型耐氷船
オーシャン・ノヴァ号

全室海側角窓でシャワーのみ。エアコン、ヘアードライヤー、セイフティボック
ス、タオル、石鹸等が備えつけられています（全キャビン、シャワーのみ）。

トリプルキャビン
（3階、角窓、ベッド×2つ+上段ベッド、13.5㎡）

アッパーデッキキャビン（3階、9.7㎡）
ブリッジデッキキャビン（4階、9.7㎡）

ご利用キャビン　

●デッキプラン

トップデッキ
ブリッジデッキ
アッパーデッキ
メインデッキ

4階
ブリッジデッキ
（ツインキャビン）

3階
アッパーデッキ
（トリプル＆ツイン&シングル
 キャビン）

トリプルキャビン ツインキャビン シングルキャビン

●SHIP DATA
●総トン数：2118トン ●全長73ｍ ●全幅11ｍ
●全室海側窓付 ●乗客定員67名 ●乗務員38名
●アイスクラス：1B ●喫水3.4m
●製造1992年、改装2004年/2005年

　スピッツベルゲンへの船旅や以前、このコースでも利用実績があるオーシャン・ノヴァ号を今回も選びました。元々デンマークで極地探検船と
して造船されているため、耐氷の度合いを示すアイスクラスも他船と比べ高く、船前方を覆う青い部分の鉄板は後から加えたのではなく、最初
から極地用に造られているため、厚い氷の中まで入れるのが最大の特徴です。加えて、67名乗りの小型船にも関わらず、ゾディアック（エンジン
付の強化ゴムボート）を7艘も備えているのは特筆すべきこと。乗客人数が少なく、且つゾディアックが多いと、乗下船のスピードが他船と比べ
て格段に早く、野生動物が出現したときや一度に下船するときの時間が短かくてすむことから、上陸回数や場所を多く取ることができます。
　公共スペースは、いつでも入室できる操舵室、大きなガラス窓を備えた展望ラウンジ、バー、ダイニングルーム（全員が一度に座れます。朝、
昼はビュッフェ、夜はテーブルサーブ）など、明るい雰囲気の船で、6日間のクルーズとしては十分な設備を備えています。※エレベーターはござ
いません。

ペンギンとオーシャン・ノヴァ号 添乗員が撮影したクジラのジャンプまるで内海をクルーズしているかのような静かなフィヨルドへ



★日程表内の太字はその日の見どころ訪問地です。

1 成田H
ロサンゼルス
ロサンゼルスH

18：30発
11：30着
19：30発

午後、航空機にてロサンゼルスへ。
ロサンゼルス着後、航空機を乗り換え、サンチャゴ
へ（途中、リマを経由します）。 （機中泊）skk

2 サンチャゴ 14：00着 サンチャゴ着後、空港近くのホテルへチェックイ
ン。 （サンチャゴ空港泊）kky

3 サンチャゴH
プンタアレーナス

08：20発
12：35着

航空機にてプンタアレーナスへ。着後、ホテルへ。
 【2連泊】（プンタアレーナス泊）aky

4 プンタアレーナス 午前、港町プンタアレーナスの半日観光へ。●パタ
ゴニア博物館、マゼランが探検した時のビクトリア
号のレプリカのある●ナオ・ビクトリア博物館へご
案内します。
夕刻、乗船前の事前説明会を行います。
 （プンタアレーナス泊）ahy

5 プンタアレーナスH
キングジョージ島
（サウスシェトランド諸島）
南極クルーズ
F

午前発
昼頃着

プンタアレーナスより航空機にてドレーク海峡を越
え、キングジョージ島へ（約2時間30分）。着後チリ
やロシアの基地を見学。その後、ゾディアックボー
トで乗船します。南極半島クルーズの始まりです。
 【5連泊】（オーシャン・ノヴァ泊）ahy

6 南極クルーズ クルーズ中の基本的な日程は、午前、午後各1回の上
陸観光、またはゾディアックボートでの遊覧となり
ます。クルーズ中は、船のエクスペディションス
タッフによる船内レクチャーもお楽しみください。
 （オーシャン・ノヴァ泊）ahy

7 南極クルーズ 火山性のカルデラであるデセプション島を訪ねま
す。 （オーシャン・ノヴァ泊）ahy

8 南極クルーズ 鏡のように澄んだ水面に大小の氷山が浮かび、ペン
ギンたちが泳ぐパラダイス湾を目指します。手つか
ずの自然景観をお楽しみください。
 （オーシャン・ノヴァ泊）ahy

9 南極クルーズ ペンギンの営巣地があるピーターマン島、ハイライ
トのひとつ、ルメール海峡の通峡を試みます。通峡
後は南緯65度以南のペンギン営巣地があるピー
ターマン島かプレノー島を目指します。
 （オーシャン・ノヴァ泊）ahy

10 キングジョージ島H
（サウスシェトランド諸島）
プンタアレーナス

午前発

昼頃着

下船し、航空機にてドレーク海峡を越え、プンタア
レーナスへ。着後、ホテルへチェックイン。
 【2連泊】（プンタアレーナス泊）ahy

11 プンタアレーナス 万が一、悪天候の場合に備えての予備日です。
終日、ボートとバスにてキングペンギンの私設保護
区へご案内いたします。
ご夕食は地元レストランにて、キングクラブをご用
意しました。 （プンタアレーナス泊）ahy

12
プンタアレーナスH
サンチャゴ
サンチャゴH

14：35発
16：55着
19：40発

出発まで、港町プンタアレーナスでのんびりお過ご
しください。
午後、空路にてサンチャゴで乗り継ぎ、ロサンゼル
スへ。 （機中泊）ask

13 ロサンゼルス
ロサンゼルスH

06：55着
12：45発

ロサンゼルス着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
 （機中泊）ksk

14 成田 17：30着 夕刻、成田空港に到着。 kss

※日程表の時刻は成田発のシンガポール航空及びLATAMチリ航空利用を想定したものです。他航空会社利用の場
合、発着空港および時刻は異なります。

■食事：朝食10回、昼食8回、夕食10回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到着まで随行いたします。 
■最少催行人員：10名様　■パスポート必要残存期間：下船時6カ月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以
上　■旅行代金には船内チップ（1泊あたり12米ドル）は含まれておりません（船内で精算となります）。　■相部
屋希望は現在お引き受けしておりません。　■旅行代金には海外の空港税と出国税が含まれております。（ただし、
成田空港の施設使用料及び保安サービス料合計2,660円､国際観光旅客税1,000円はお客様のご負担となります)
■2011年3月1日以降に、イラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航または滞在
したことがある方は、米国ビザの取得が必要となるため必ずお申し出ください。
■上記以外の方は、米国入国の際、電子渡航認証(ESTA)が必要となります。ご自身で取得される場合は、ESTA専
用サイト(https://esta.cbp.dhs.gov/)にアクセスして取得ください(実費21米ドル。クレジットカードが必要と
なります)。当社で代行取得をご希望の方は、5,000円（税込、申請料、手数料含む）にて承ります。確認のためパス
ポートの顔写真のページのコピーを申込書と一緒にお送りください。

ご旅行条件とご注意

Hotel
■ サンチャゴ空港ホテル：ホリデイイン・サンチャゴ・エアポート（2日目） 
長時間のフライトのため、空港至近の快適なホテルをご用意しております。

■ プンタアレーナス：ディエゴ・デ・アルマグロ・プンタアレーナス
　 （3,4日目、および10,11日目）
プンタアレーナス中心部に位置する好立地なホテルです。

　天候による遅延に対応するため、南極へのフ
ライト前後にはプンタアレーナスに2泊ずつ、予
備日を持たせております。うち１日は、マゼラン
海峡を渡り、フエゴ島にあるキングペンギンの
私設保護区へ終日ご案内します。今回の航路
では、二番目に大きなキングペンギンは見られ
ないので南極から戻ってからお楽しみください。
※フライトが悪天候その他の事由で1日遅れた
場合は、ご案内出来ませんので予めご了承くだ
さい。

プンタアレーナスでは、キングペンギンの
私設保護区へご案内します。

利用予定航空会社：シンガポール航空、LATAM航空

1名利用追加料金はダブルベッドの場合があります

ビジネスクラス利用追加代金

ツアーコード：RT031T

お席に限りがございますので、
お早めにお手続きをお願いします。

アッパーデッキ・ツインキャビン
（3階、角窓、シャワー、9.7㎡） ￥2,780,000 1名利用追加料金

￥1,400,000

2023年1月14日（土）
出発日・旅行代金

成田～ロサンゼルス間往復････････････￥600,000 
ロサンゼルス～リマ間往復 ････････････￥300,000  
地方発着追加料金

お申し込み金は¥500,000です。

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせください。

大阪・名古屋～東京／片道・・・・・・・・・・・・・・ ￥5,000
福岡・札幌～東京／片道・・・・・・・・・・・・・・ ￥10,000

マゼラン海峡を臨む
プンタアレーナスに計4泊
　ドレーク海峡をフライトで越える拠点となるプンタアレーナス
に計4泊します。南極前夜には、最終説明会がホテルで行わ
れ、長靴のサイズあわせもここで行います。天候によって南極
からのスケジュールがずれることも想定し、クルーズ前後に余
裕を持たせてそれぞれ2泊しております。
　プンタアレーナスは、大航海時代の東西の交易路マゼラン
海峡に面する旅情溢れる町です。マゼラン海峡を一望する展
望台や水際まで行くなどこの町の観光にご案内します。

＜大切なご案内＞
　極地探検クルーズは、通常のクルーズとは異なり、風や波、天候などの自然状況に航路が
大きく左右されます。日程はあくまでも予定航路であり、自然状況によって最終決定は船長
の判断に従いますので、予定していた場所へ行けないこともございます。極地クルーズの
特性として十分ご理解いただいた上で、ご検討ください。

マゼラン海峡に面する町プンタアレーナス　©Mike Fernwood

燃油サーチャージ：7/1現在のシンガポール航空、LATAM航空の燃油サーチャージは旅行代金
に含まれております。今後、別途燃油サーチャージが徴収される場合は別途ご案内致します。



成田発

ドレーク海峡をフライトで越える
南極の船旅

2023年1月14日（土）～1月27日（金） 14日間

¥2,780,000 （アッパーデッキ・ツインキャビン）

FLY ＆ CRUISE    船酔いのご心配もなく南極へひとっ飛び
絶景クルーズを満喫します。

デンマーク製耐氷船 オーシャン・ノヴァ号利用

4年ぶりに待望の再開。わずか8キャビンのみご用意できました。

【南極航海時または上陸時の服装】【各地の月別の最高気温と最低気温、および降水量】

ズボン
ゾディアックに乗り降り
する際、こすれても破れ
ない防水性のズボンを
ご用意ください。

手袋
防水、できれば滑りに
くいものが理想です。
写真を撮るときに便利
なようにフリース素材
の5本指の手袋の上に
防水性の手袋を重ねて
使うとよいでしょう。

旅の服装と気候

南極へご旅行する際の大切なご案内
●今回のご旅行は南極という特殊な場所へのご旅行となり
ます。事前に船会社への報告が求められます。海外旅行保
険の加入がご参加にあたり必須の条件となります。

●ご出発の2カ月前を目安に船会社指定の健康診断書への
記入、および提出が求められます。他にもご出発前に環境
省への届け出とご署名が必要となりますので予めご了承
ください。

１月中下旬は１年中で最も暖かく、－5度から+7度前後で、天候と風向きに
よって温度が大きく左右されます。南極では、極地用ブーツ（船内で無料
レンタル）を履いて上陸します。尚、防寒着は日本よりご用意ください。

都市によって大きく異なります。サンチャ
ゴは真夏で湿度も高めですが、一方で
プンタアレーナスは緯度が高く、冷涼で
雨が降ると気温が昼間でも大きく下がる
こともあります。雨具、重ね着をご用意
ください。

リュックサック
帽子やスカーフ、サング
ラス、日焼け止めクリー
ムやリップクリーム（南極
は紫外線が強く乾燥して
いるため、曇りの日でも
紫外線が強くなります） 
カメラ、双眼鏡など、上
陸時に必要なものを入れ
ておく、小型リュックが
あると便利です。

帽子、マフラー
（ネックウォーマー）
帽子は耳をカバーでき
るものをお奨めします。
一つあるとずいぶん暖
かく感じます。マフラー
やネックウォーマー（首
元を温めるもの）もあ
るとよいでしょう。

防寒ジャケットの下
ジャケットの下には、
ウールやフリース、ヒー
トテック素材のものが
お奨めです。これも厚
手のものよりも薄いも
のを重ね着した方が暖
かいでしょう。

靴
ひざまでの長さのあるロ
ングブーツ（極地用）は、
船内で無料貸し出し。

最高気温

最低気温

降水量

 1月

28℃

12℃

2.1mm

サンチャゴ

14℃

6℃

28.6mm

プンタアレーナス

3℃

-2℃

39mm

南極半島周辺

12℃

3℃

51mm

関東地方

12℃

5℃

43.8mm

関西地方

防寒着着用イメージ
（ダウンジャケットやスキーウェア）

（イメージ）

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。クルーズの場合、
船ごとに取消料が定められており、ツアーによって取消料発生の時期、
金額等異なります。
なお、当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しており
ますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害保険に、上記の
特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。但し、付帯条
件がございますので詳しくはお問い合わせください。※キャンセル料半
額制度はクルーズツアーの場合、適用外となります。ご注意ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年8月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円　7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ

ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、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。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※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引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

旅行企画・実施

旅行契約解除の日 キャンセル料

旅行代金の37.5％

旅行代金の100％

旅行代金の25％

旅行代金の15％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって119
日目にあたる日以降～90日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89
日目にあたる日以降～60日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって59
日目にあたる日以降～30日目にあたる日まで

旅行代金の50％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって29
日目にあたる日以降～当日まで
旅行開始後または無連絡不参加




