
2023年10月30日発⇒11月19日着 【21日間】

心に残る高品質な旅心に残る高品質な旅心に残る高品質な旅

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記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）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又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。 当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。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
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。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●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＝航空機 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。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（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による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

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 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 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

●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、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2023年1月20日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

憧れの皇帝ペンギンを探して
南極 ウェッデル海への船旅

世界最高クラスの最新ラグジュアリー砕氷船
ル コマンダン シャルコーでゆく
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　手つかずのままの大自然が残されている南極地域（南緯60度以南）の世界。これまでは限られた探検家や研究者だけ
が訪ねる場所でしたが、造船技術などの発展に伴い、以前には考えられないレベルの高い快適なクルーズ線に滞在しな
がら、南極を訪ねることが出来るようになりました。このたび利用するル コマンダン シャルコーは最高峰のレベルを誇
る極地探索船の一つ。この船だからこそ組むことが可能な航路が、このたびのウェッデル海の船旅です。南極クルーズ
の多くは南極半島の西側を巡り、パラダイス湾やピーターマン島、ルメール海峡などを見学するコースを取ります。勿論、
このルートでも美しい景観はありますが、南極半島の東側、ウェッデル海の大自然と絶景は完全に別次元。ここでしか
見ることが出来ない巨大な卓上氷山や皇帝ペンギン、深いブルーの海に輝く氷山やどこまでも続く白一色の大地、氷床
から姿を覗かせる山脈、シャチやクジラ、そしてアザラシなどの生き物たちの営みなど、ウェッデル海、いや世界で唯
一無二の景観が形成されています。一生に一度の感動の旅へお出かけください。

ツアープランナーより

   

世界最高クラスの最新ラグジュアリー砕氷船
ル コマンダン シャルコーでゆく

憧れの皇帝ペンギンを探して
南極 ウェッデル海への船旅
【21日間】

※日程表や写真でご案内しているスケジュールは一例
です。天候や自然条件、氷の状況により航路を調整
していきます。様々な要素を総合的に鑑みて船長が
最終判断をして運行をいたしますので、予めご理解
の上お申し込みください。また、このパンフレットに
掲載している写真や日程表内の動物は見られないこ
ともあります。

©PONANT-Julien Fabro
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　近年、多くの外洋船が南極を訪れるようになりましたが、南極海峡を越えた南極半島
の東側の海域、ウェッデル海を訪れる船は殆どありません。南極大陸に降る雪が押しつ
ぶされて氷となり、それが最後に巨大な氷の塊となってウェッデル海に流れ込む為、この
海域には大小多くの氷があって、並みの耐氷船では航行出来ません。自由に航行出来る
のは、「ル コマンダン シャルコー」のように氷を砕きながら航行することもできる砕氷船だ
けです。
　その意味で、隔絶された世界である南極の中でもウェッデル海は更に別格の秘境と言
えます。ウェッデル海の最大の魅力は他では見られない圧倒的な絶景。生み出されたば
かりの氷塊の発生源に近い為、幅200メートル～１キロ、高さ50メートル～ 80メートルも
ある、信じられない大きさの棚氷や卓上氷山などが次 に々現れます。（過去には東京23区、
或いは福岡市程の面積があるテーブル氷山が生まれたニュースをご覧になった方もいらっ
しゃるかもしれません。その場所がウェッデル海です。）天気や風、波の動きによって一つ
一つの氷塊は全く異なる表情を見せてくれるので、いくら見ても飽きることはありません。

　ほぼ一年中浮氷に覆われているウェッデル海の訪問は困難を極めます。その過酷な環境の中で生息しているのが、出会うことが難しい皇
帝ペンギンです。南半球が春を迎えるこの時期には、生後数週間のヒナが「クレイシ」と呼ばれる群を作り、エサ取りをする親鳥たちも密集し
て生活するので、観測できる確率も高まります。ほかにもこの海域でしか見られない珍しいウェッデルアザラシやカニクイアザラシ、ヒョウアザ
ラシ、あるいはアデリーペンギン、ジェンツーペンギン、ザトウクジラ、そしてユキドリをはじめとする数多くの海鳥が見られるかもしれません。

南極の他地域では見られない圧倒的迫力、
ウェッデル海の絶景

極地で力強く生きる野生動物

皇帝ペンギン（イメージ） ザトウクジラ（イメージ） ユキドリ（イメージ）

子育てをするアデリーペンギン（イメージ） ウェッデルアザラシ（イメージ）

世界最高クラスの最新ラグジュアリー砕氷船  ル コマンダン シャルコーでゆく

憧れの皇帝ペンギンを探して
南極・ウェッデル海への船旅　【21日間】

■最少催行人員：8 名様　■食事：朝食 17 回、昼食 16 回、夕食 18 回　■添乗員：成田空港または羽田空港ご出発
から成田空港または羽田空港ご到着まで随行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時 6 か月以上
■パスポート査証未使用欄：2 ページ以上必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税は含まれております。
■当ツアーは健康診断書の提出が必要となる場合があります。詳しくは出発前に書面にてご案内します。
■現地にて乗船時（もしくはパリにて）、船会社が実施する PCR もしくは抗原検査を受けていただく場合もございます（ご
実費・船会社の施策により変更となる場合がございます）。
■当ツアーでは海外旅行傷害保険の「救援者費用等保険金額」のご加入が必要となります。
■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る場合もございます。
■旅行代金には港湾税（￥105,000）及び船内チップ（1泊あたり12 ユーロ）は含まれておりません（チップは船内で
の精算となります）。
■このツアーのお申し込金は￥500,000 となります

利用予定ホテル
■ サンパウロ：マリオット・サンパウロ・エアポート
■ サンチャゴ：サンチャゴ・マリオット
■ プンタアレーナス：カボ・デ・オルノス
※サンパウロ以外のホテルはシャワーのみの客室となります。

ご旅行条件とご注意

利用予定航空会社： ターキッシュ・エアラインズ、アエロメヒコ航空 ツアーコード：RT036T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田または羽田空港集合・21日間】 10月30日（月）
プレステージ・ステート

（20㎡ +バルコニー 5㎡・シャワー）
エコノミークラス利用
￥4,980,000

ビジネスクラス利用
￥5,730,000

（おひとりでご参加のお客様は、
1名室利用追加代金 船のみ￥1,200,000  ホテルのみ¥80,000にて承ります）

デラックス・スイート
（28㎡ +バルコニー 5㎡・シャワー）

エコノミークラス利用
￥5,650,000

ビジネスクラス利用
￥6,400,000

（船は2名様利用のみ）（1名室利用追加代金ホテルのみ¥80,000にて承ります）

プレステージ・スイート
（40㎡ +バルコニー 10㎡・シャワー）

エコノミークラス利用
￥6,780,000

ビジネスクラス利用
￥7,530,000

（船は2名様利用のみ）（1名室利用追加代金ホテルのみ¥80,000にて承ります）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：
往路 ： 羽田～イスタンブール～サンパウロ間　復路 ： ブエノスアイレス～イスタンブール～羽田間
燃油サーチャージ別途目安：￥131,000：2月1日現在

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 羽田空港22:55発H 深夜、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ssk

2
イスタンブール
06：15着　10：45発H
サンパウロ17：55着

着後、航空機を乗り換え、サンパウロへ。
サンパウロ着後、ホテルへ。
 （サンパウロ：空港ホテル泊）kky

3
サンパウロ07：05発H
サンチャゴ11：20着

朝、航空機にてチリの首都サンチャゴへ。
着後、○アルマス広場、○モネダ宮殿、○中央市場などサンチャ
ゴの簡単な市内観光へご案内します。
 （サンチャゴ：空港ホテル泊）lhy

4
サンチャゴ10：10発F
プンタアレーナス
13：25着

午前、航空機にてプンタアレーナスへ。 着後、マゼラン海峡を
一望する展望台に立ち寄り、ホテルへ。ご夕食はキングクラブを
ご用意しました。  （プンタアレーナス泊）aky

5

プンタアレーナス
18：00発F

午前、●サレシア博物館、●ヴィクトリア博物館などプンタアレー
ナスの観光へご案内します。
午後、プンタアレーナスにて最高クラスの設備を誇る探検船、ル 
コマンダン シャルコー号に乗船。14泊15日の船旅の始まりです。
 （ル コマンダン シャルコー泊）ahy

6
・
7

ドレーク海峡F 2日間かけて、ドレーク海峡を越えて南極大陸を目指します。 船
内でのレクチャーやナチュラリストによる海鳥の説明などお楽しみ
ください。  （ル コマンダン シャルコー泊）ahy

8

〜

15

ウェッデル海 8日目から15日目にかけては、最新鋭の設備を備えたル コマン
ダン シャルコーだからこそ訪問可能なウェッデル海のクルーズに
ご案内します。
南極大陸からはじきだされた巨大な卓上氷山が海流に乗って北上
する姿は圧巻です。見たことが無い大きさの氷山はまさに美しき
青と白の世界です。
また、春を迎えた南極では、動物たちが繁殖期を迎えます。多く
のアデレーペンギンの群生、ウェッデルアザラシやミンククジラ、
シャチ、そして皇帝ペンギンなどを探しながら神秘の南極世界の
真髄を体験ください。（注）
 （ル コマンダン シャルコー泊）ahy

16
南極半島F 南極海峡を越え、船は北上します。アデレーペンギンやヒョウア

ザラシを船上から探します（注）。
 （ル コマンダン シャルコー泊）ahy

17
・
18

ドレーク海峡F 2日かけて、ドレーク海峡を北上して南米大陸を目指します。 船
内でのレクチャーやナチュラリストによる海鳥の説明などお楽しみ
ください。  （ル コマンダン シャルコー泊）ahy

19
ウシュアイア08：00下船
ウシュアイア13：15発H
ブエノスアイレス
16：40着　23：50発H

午前、ウシュアイアにて下船。
午後、航空機にてブエノスアイレスへ。
着後、航空機を乗り換えイスタンブールへ。
 （機中泊）aly

20 イスタンブール22：10着 イスタンブール着後、航空機を乗りかえます。  （機中泊）kkk

21 イスタンブール02：50発H
羽田空港19：45着

深夜、帰国の途へ。
夜、羽田空港へ到着。  kks

※日程表の時刻は、ターキッシュエアラインズの羽田空港発着を想定したものです。他の航
空会社を利用した場合は発着空港、時間、及び日程が異なります。
（注）日程表や写真でご案内しているスケジュールは一例です。天候や自然条件、氷の状況
により航路を調整していきます。様々な要素を総合的に鑑みて船長が最終判断をして運行を
いたします。予めご理解の上お申し込みください。また、このホームページに掲載している
写真や日程表内の動物は見られないこともあります。

＜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、安全を優先に風や波、天候などの
自然状況や航路、寄港地の混み具合などにより航路が大きく左右されます。日程は
あくまでも目安の航路であり、様々な状況によって随時変更されます。最終決定は
現場での船長の判断に従うことになります。下記日程表に記載した場所へ行けない
ことも十分にありえますので、これら極地クルーズの特性を十分ご理解いただいた
上で、ご検討ください。

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
なお、航空会社の指定および便の指定はできません。その他、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。

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、取消料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。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって210日目に当たる日以降91日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の7.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■ 取消料について　※「旅行代金」とはキャビン毎の旅行代金及び1名利用追加代金、ビジネス
クラス利用の場合はビジネスクラス利用追加代金を含む「お支払対象旅行代金」のことをいいます。

Emperor
Penguin

Adelie
Penguin

Gentoo
Penguin

皇帝ペンギン アデリーペンギン ジェンツーペンギン

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

世界最北の営巣地、皇帝ペンギンが住むスノーヒル島（2022年上陸時撮影
©PONANT_Photo-Ambassador-Cindy�Miller�Hopkins
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ポナン社初の砕氷船ル コマンダン シャルコー
LE COMMANDANT CHARCOT

船の展望デッキでは、リサイクルエネ
ルギーでベンチまで温められており、
外にいながらも快適にお過ごしいただ
けるようにさりげない配慮がされており
ます。

船内の内装は、有名ホテルの改装などで人気の建築家兼デザイナーのジャン＝フィリップ・ニュエルが手掛けました。オシャレでモダンながらも居心地の
良い空間が広がります。暖炉のオブジェなど、各所に極地船の寒さを感じさせない温かさを感じる演出も。

3ヶ所あるレストランのうち、メインダイニング「ヌナ」はフレンチの巨匠アラン・デュカスの監修。ソムリエ
の選んだ食事に合わせたワインもお楽しみいただけます。シェフやパン職人、パティシエはデュカス氏のレ
ストランから派遣された精鋭です。船内でのお食事もゆっくりとお楽しみください。 船内はオールインクルー
シブとなります。船内チップ及び一部のビンテージワイン、スパやマッサージ、ヘアーサロン以外の代金は
含まれております。

6年の開発と氷上テストの末に2021年、世界の砕氷船の
中でも初のラグジュアリー客船と言える船「ル コマンダン 
シャルコー」が誕生しました。船名は、フランスの探検家ジャ
ン・パプティスト・シャルコー氏に由来。LNG（液化天然ガス）
を燃料とする環境に配慮した船でもあり、まさに極地探索
クルーズ船の革命的な存在です。就航がコロナ禍であった
為、知名度がまださほどありませんが、既にキャビンの確
保が困難な人気のクルーズ客船です。

全長：150ⅿ　全幅：28ⅿ
客室数：123室　乗組員数：215人
就航年：2021年
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プレスティージ スイート
40㎡＋プライベート・バルコニー10㎡
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プレスティージ ステートルーム
20㎡＋プライベート・バルコニー5㎡
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プリビレッジ スイート
48㎡+プライベート・バルコニー12.5㎡
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デラックス スイート
28㎡＋プライベート・バルコニー5㎡

客室設備
■ エアコン（各室で調整可能）　■ 衛星テレビ（航海の状況によっては使用不可なタイミングがあります）　■ ビデオオンデマンド　■ セーフティーボックス
■ ディプティック・パリのシャンプー、ボディーソープなどのバスルーム　■ アメニティ　■ ドレッサー、バスローブ、ヘアドライヤー
■ 電話（外部から直通で繋がります）　■ 110V電源（A型、2フラットピン）／220V電源（C型、2丸ピン）　■ 24時間ルームサービス
■ インターネットアクセス（Wi-Fi）はございますが、極地を訪れる行程のため、電波が入るところが限られております。予めご了承ください。
■ ミニバー　■ Bluetoothスピーカー（Bose™）

パブリックエリア
レセプション
エクスペディションデスク／ショップ
／映像＆写真デスク

ラウンジ
メインラウンジ／シガーラウンジ／
ティー・ルーム＆バー
（特定日夜に音楽の生演奏があります）

展望ラウンジ
ライブラリー、読書エリア／
ライブ・エンターテイメント（特定日夜に開催）

屋外バー「イネク」
デトックス・バー
焚き火台

レストラン
ガストロノミックレストラン「ヌナ」
レストラン「シラ」

レクリエーション／リラクゼーション
プロムナードデッキ

エクスペディションゾディアック：14隻

エクスペディションルーム、会議室

ウェルネス・エリア
スパ「ビオロジックルシェルシュ」
サウナ／屋内温水プール

シアター収容人数：270名

　　　

©PONANT-JulienFabro

インフォメーションインフォメーション

【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Q&A

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る場合もございます。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。

Qドレーク海峡の揺れはどれくらい？
一番多い質問のひとつです。通常、片道30 ～ 40時間かかり、

その時の天候によってかなり差があります。全く揺れなかった年、
片道しか揺れなかった年、往復とも揺れた年も。海流の変化なの
か必ず揺れる訳でもありませんし、絶対揺れないとも言い切れませ
ん。それゆえに船医が常駐し、最新の揺れ制御装置を備えたル コ
マンダン シャルコー号を利用します。

A

Q 南極ではどれくらい歩きますか？
個人差はありますが全体的にはゆっくりしています。ご体調に

あわせ、観光に参加するかお決めください。各下船地での滞在は
1.5 ～ 2時間。ペンギン営巣地を見る場合も一本道を歩くので引
き返していただけます（島によってはなだらかな坂もありますので
山登り用のスティックがあると便利です）。
上陸時は船上にて無料でお貸出しする極地用ブーツを着用くださ
い。欧州の旧市街散策の方が歩きます。

A

Q 南極は査証がいるの？
南極への査証は必要ありません。12カ国が参加した南極条約

にて領有権は一旦凍結された唯一国境のない大陸です。現在、研
究目的の平和利用のみ基地が認められており、19カ国が設置して
います。南極の査証は不要ですが、2011年以降にイラン、スー
ダンなど訪問し、米国乗継ぎの場合は米国の査証が必要となりま
す。しかし当社では中東または欧州経由のため不要です。

A

Q 氷河しかないのでは？
実に多くの方がグリーンランドと一緒にされがちですが、あく

までも島であり、南極は世界7番目の大陸です。最高峰は4892m
にも及び、山脈や活火山もあり、複雑に入り組んだフィヨルド地形
に太古の氷河が被さっています。世界のどこよりも起伏と変化に富
んだ自然景観に加え、ペンギンやアザラシ、鯨などが棲息してい
ます。ぜひ一度、南極の神秘を体感ください。

A

1月は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。ブエノス
アイレスは真夏で湿度も高めですが、一
方でウシュアイアやパタゴニアは緯度が
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

 1月

30℃

20℃

121.6mm

ブエノスアイレス

15℃

5℃

30.7mm

ウシュアイア

2℃

-1℃

48mm

南極半島周辺

9℃

2℃

52.3mm

関東地方

9℃

2℃

45.4mm

関西地方

パルカ（防寒着）着用イメージ

（イメージ）

Q 正装はいるの？
必要ありません。航行中のドレスコードはエレガントカジュア

ル。男性は襟付きのシャツ（ノーネクタイ）、女性はブラウスなど､
通常の海外旅行の服装でご夕食をお楽しみください（2回の船長主
催のパーティーでは男性はネクタイ、女性はワンピースやブラウス
などのちょっとしたお洒落でお楽しみください）。しかし、ご夕食時
の短パン、サンダル、ジーンズ等はお控えください。

A


