
アカデミック・アイオフィー号のご案内 

◎ シップ情報 

◆総トン数：6,450 トン  ◆巡航速度：14.5 ノット(オープン水域)   

◆アイスクラス：KM★L1A2,Canadian TypeB 

◆全長：117.04 メートル  ◆全幅：18.28 メートル  

◆乗客定員：96名  ◆客室数：48  ◆乗務員：63名  

◆喫水：6.09 メートル   ◆船籍：ロシア  

 

《船内設備》 

 ・通信室／デッキ６  ・医務室・ライブラリー／デッキ５ 

 ・サウナ＆プール／デッキ５  ・ダイニングルーム／デッキ３ 

 ・ラウンジ・バー／デッキ３  ・レクチャールーム／デッキ２  

http://www.polarcruise.jp/article/13473267.html


 

アカデミック・アイオフィー号 乗船のご案内 

＜服装＞ 

動きやすく風を通さない素材でアウトドア用の服装やカジュアルな服装をご用意ください。ウール、シルク、またフリース

など新製品の合成ファイバーの素材の衣服なら、綿製よりも暖かさが保てます。衣服を重ね着するようにしてください。 

◎ゴム長靴 

ゴム長靴はクルーズ期間中お貸しします。  

◎パーカー（防寒着） 

風を遮るたっぷりとした防寒服をご用意しております。 

◎手袋、帽子とマフラー 

手の暖かさと乾燥を保つため、少なくとも２組の手袋をご用意ください。 

耳を覆うような暖かいウールの帽子などをご用意ください。  

その他の顔を保護するようなフェイスウォーマー、ネックウォーマーなども役立ちます。  

◎パンツ／ズボン 

ナイロン・コーティングか塩水に耐久性のある GORE-TEXなど防水性のパンツ／ズボンをご用意ください。  

◎靴下 

少なくとも数組の靴下をご用意ください。 

◎上着と下着 

ウール、ニット、あるいは綿のセーターと中厚のフリースの上着をご用意ください。  

http://www.polarcruise.jp/article/13502677.html


下着は軽くてかさばらずさらに身体を温めてくれるシルクか化繊の下着をご用意ください。 

◎役立つグッズ類 

● 頑丈で、軽量、防水のバックパックかデイパック  

● 紫外線防止のサングラス  

● 水着・野生動物観察のための双眼鏡  

● カメラ、予備のバッテリー、必要と思われる量の２倍の量のフィルム  

● デジタルカメラ  

● 顔、唇、手に保護用の UVクリーム  

● 予備のメガネ  

● フィルムやカメラを入れるジッパー付きのビニールバッグ  

● 220V/110Vのアダプタープラグ・セット付きのコンバータ  

（ヨーロッパ仕様２つ丸穴タイプ）  

● 処方薬、腹痛やアレルギー、頭痛などの市販薬を入れたメディカルキット  

＜船内での通貨ほか＞ 

アメリカドルが船内での標準通貨です。船内では、Visa、MasterCard、Diner's Club、アメックスが、ご利用いただけます。  

◎支払い方法 

乗船すると自動的に個人口座が開かれます。クレジットカードで支払いすることができます。  

◎チップ 

クルーズ代金には船の乗務員への慣習的なチップは含まれていません。目安として１日当たり１人につき 11 ドルから 13

ドルです。これは、船内の個人口座と合算してお支払いすることもできます。  

＜医療設備ほか＞ 

船には英語を話す有資格の医師が乗船しています。お客様が何か慢性疾患にかかっている場合、十分な量の薬を自分

でご用意ください。  

◎揺れと酔い止め 

船酔いをしやすい方は、酔い止めの薬やその副作用などについて担当医に相談してください。  

◎障害者用の設備 

当社の船舶は、限られた動きしかできない人々や補助具を使用する人々のための特別な設備はございません。  

＜船内情報＞ 

◎キャビン 

すべてのキャビンに、シャワー、トイレ、洗面台、舷窓、ロッカーがございます。  

◎キャビン温度エアコンディショニング 

キャビン内のエアコンを調節するつまみがございます。  

◎キャビン掃除サービス 



キャビン内の掃除は毎日行われます。タオルの換えはご希望によります。又、ホテルと同じランドリーサービスがござい

ます。  

◎電圧 

船内の電圧は、220ボルト／50ヘルツです。プラグは、ヨーロッパ標準仕様の２本の丸ピンのついたものです。  

◎通信 

船にはｅメールサービスがございます。その他船への通信情報は、最終ご案内一式にてお知らせいたします。  

◎毎日のプログラム 

毎日の活動日程は、掲示板でお知らせいたします。  

◎船内スタッフと船内講義（レクチャー） 

極地についての豊富な経験、知識を持ったスタッフによる船内講義があります。又、探検リーダーとスタッフが上陸や旅

程変更などを詳細にご案内お知らせいたします。  

◎食事サービス 

船内にはダイニングルームがあります。朝食はビュッフェ、昼・夕食はコースメニューとなり、肉、魚、ベジタリアンよりお選

びいただけます。  

コーヒーとお茶、ミネラルウォーターは１日中いつでもご用意しております。  

◎バーとワインのサービス 

船内のバーは、いつでもオープンしています(アルコール飲料は有料)。  

◎エレベーター 

船内にはエレベーターはありません。  

◎美容・理容室 

船内には美容･理容室はありません。   

◎図書室 

船内には、小さな図書室があります。ゲームやトランプなども楽しめます。  

◎郵便 

船から郵便を出すことができます。  

◎サウナ／プール 

船内には、サウナ及びプールがあります。  

◎喫煙 

キャビン、バー、ダイニングルーム、講義室、ゾディアックのデッキは禁煙です。喫煙場所は、指定されたデッキ場所とな

ります。  

◎貴重品 

備え付けの貴重品入れ封筒に貴重品を入れホテル・マネージャーに預けてください。  

＜注意事項＞ 



● コース開始日の 90日前より全額の取消料がかかります 

● 自己責任でのお申込となります  

● 海外旅行傷害保険(治療・救援費用含む)に必ずご加入いただきます  

● クルーズ旅行契約は、お客様とクォーク社(船会社)との間で締結されます 

 

 

 

★全コースに日本人コーディネーターが乗船    

◎航海コース ： 南極半島アドベンチャー 

◎ゲートウェイ ： ウスワイア（アルゼンチン） 

◎出・帰港地 ： ウスワイア  

往路：ウスワイア  

成田 →北米または欧州、豪州または中東の都市経由 →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →ウスワイア（アルゼ

ンチン）  

復路：ウスワイア 

ウスワイア（アルゼンチン） →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →北米または欧州、豪州または中東の都市経由

→成田  

【クルーズオプション情報】シーカヤック（US$795）、キャンプ（無料） 

南極半島アドベンチャー 11日間 

キャビン＼期間  

【IO1】2012/12/8～12/18 

料金：円建て概算（US$） 

トリプル（施設共用）  ￥539,100 （US$5,990）  

ツイン（セミプライベート）  ￥737,100 （US$8,190）  

ツイン  ￥791,100 （US$8,790）  

スーペリア  ￥827,100 （US$9,190）  

シャクルトンスイート  ￥863,100 （US$9,590）  

ワンオーシャンスイート  ￥953,100 （US$10,590）  

※上記料金は US$1＝90にて換算  円建料金は、あくまで目安です。  

◆特典＆ご注意事項  

 上記全コースに日本人コーディネーターが乗船します。  

 上記の料金には、乗船前ウスワイアの指定場所から桟橋までの送迎、及び下船後の船→空港又は指定下

車場所の送迎が含まれております。  

http://www.polarcruise.jp/article/14289354.html


 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 オプション：シーカヤック・US$795、キャンプ・無料  

オプショナル（シーカヤック）は、一度だけでなく、気象条件が整えば何度も催行します。ご予約は、キャビ

ンお申込み時にリクエストしてください。船内では、お申込みできません。  

 料金は予告無く変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認ください。 

 上記の料金には、前泊のホテル代金が含まれておりません。 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 シングル料金はツインキャビンの 1.5倍となり、スィートキャビンは 2倍となります。トリプルキャビンのシング

ル使用は出来ません。 

 お申込の際には、海外旅行傷害保険(治療・救援費用を含む)にご加入することが義務付けられています。 

 上記コースはご予約金として US$2,000 を申し受けます。  

 

◎航海コース ： 王者の南極＜皇帝ペンギンとキングペンギンの王国でクリスマス＞日本人コーディネーターが乗船   

◎ゲートウェイ ： ウスワイア（アルゼンチン） 

◎出港地 ： ウスワイア 

◎帰港地：ポートスタンレー（フォークランド）  

往路：ウスワイア 

成田 →北米または欧州、豪州または中東の都市経由 →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →ウスワイア（アルゼンチン）  

復路：ブンタアレーナス 

ブンタアレーナス（チリ） →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →北米または欧州、豪州または中東の都市経由 →成田  

【クルーズオプション情報】 シーカヤック（US$795）、キャンプ（無料） 

キャビン＼期間  

【IO2】2012/12/18～12/29 

 料金：円建て概算（US$）  

トリプル（施設共用）  ￥692,100 （US$7,690） 

ツイン（セミプライベート）  ￥881,100 （US$9,790） 

ツイン  ￥926,100 （US$10,290） 

スーペリア  ￥980,100 （US$10,890） 

シャクルトンスイート  ￥1,016,100 （US$11,290） 

ワンオーシャンスイート  ￥1,151,100 （US$12,790） 

※上記料金は US$1＝90にて換算  円建料金は、あくまで目安です。  

◆特典＆ご注意事項  

 上記コースに日本人コーディネーターが乗船します。  

 上記の料金には、乗船前ウスワイアの指定場所から桟橋までの送迎、及び下船後の船→空港又は指定下車場所の送迎が

含まれております。  

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  



 オプション：シーカヤック・US$795、キャンプ・無料  

オプショナル（シーカヤック）は、一度だけでなく、気象条件が整えば何度も催行します。ご予約は、キャビンお申込み時にリ

クエストしてください。船内では、お申込みできません。  

 料金は予告無く変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認ください。 

 上記の料金には、前泊のホテル代金が含まれておりません。 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 シングル料金はツインキャビンの 1.5倍となり、スィートキャビンは 2倍となります。トリプルキャビンのシングル使用は出来ま

せん。 

 お申込の際には、海外旅行傷害保険(治療・救援費用を含む)にご加入することが義務付けられています。 

 上記コースはご予約金として US$2,000 を申し受けます。 

 

★全コースに日本人コーディネーターが乗船  

◆デッキのご案内→  ◆乗船のご案内→    

◎航海コース ： 南極圏クルーズ 

◎ゲートウェイ ： ウスワイア（アルゼンチン） 

◎出・帰港地 ： ウスワイア  

往路：ウスワイア  

成田 →北米または欧州、豪州または中東の都市経由 →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →ウスワイア（アルゼ

ンチン）  

復路：ウスワイア 

ウスワイア（アルゼンチン） →ブエノスアイレス（アルゼンチン） →北米または欧州、豪州または中東の都市経由

→成田 

【クルーズオプション情報】シーカヤック（US$795）、キャンプ（無料） 

キャビン＼期間  

【IO3】2013/2/18～3/3 満席 

料金：円建て概算（US$）  

トリプル（施設共用）  ￥809,100 （US$8,990） 

ツイン（セミプライベート）  ￥1,034,100 （US$11,490） 

ツイン  ￥1,088,100 （US$12,090） 

スーペリア  ￥1,160,100 （US$12,890） 

シャクルトンスイート  ￥1,196,100 （US$13,290） 

ワンオーシャンスイート  ￥1,349,100 （US$14,990） 

※上記料金は US$1＝90にて換算  円建料金は、あくまで目安です。  

◆特典＆ご注意事項  

 上記全コースに日本人コーディネーターが乗船します。  

http://www.polarcruise.jp/article/13473267.html
http://www.polarcruise.jp/article/13502677.html


 上記の料金には、乗船前ウスワイアの指定場所から桟橋までの送迎、及び下船後の船→空港又は指定下車場所の送迎が

含まれております。  

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 オプション：シーカヤック・US$795、キャンプ・無料  

オプショナル（シーカヤック）は、一度だけでなく、気象条件が整えば何度も催行します。ご予約は、キャビンお申込み時にリ

クエストしてください。船内では、お申込みできません。  

 料金は予告無く変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認ください。 

 上記の料金には、前泊のホテル代金が含まれておりません。 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 シングル料金はツインキャビンの 1.5倍となり、スィートキャビンは 2倍となります。トリプルキャビンのシングル使用は出来ま

せん。 

 お申込の際には、海外旅行傷害保険(治療・救援費用を含む)にご加入することが義務付けられています。 

 上記コースはご予約金として US$2,000 を申し受けます。 

 


