
オーシャン・ノバ号のご案内 

 

◎ シップ情報 

◆総トン数：2,118 トン  ◆巡航速度：12 ノット 

◆全長：73.0 メートル  ◆アイスクラス：Ice 1B,E0(Hull Ice 1A) 

◆全幅：11.0 メートル  ◆乗客定員：96名 

◆喫水：3.7 メートル  ◆乗務員：34名   ◆船籍：バハマ  

 

http://www.polarcruise.jp/article/13473263.html


 

 

  

 

◎コース ： 南極半島フライ＆クルーズ／サウスシェットランド諸島コース 

◎往路ゲートウェイ ： ウスワイア（アルゼンチン） 

◎出港地 ： ウスワイア（アルゼンチン） 

◎帰港地：プンタアレーナス（チリ） 

◎復路ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ）  

往路：ウスワイア 

成田 →北米又は欧州，豪州の都市経由 →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：プンタアレーナス 

プンタアレーナス（チリ） →サンチャゴ（チリ） →北米又は欧州，豪州の都市経由 →成田  

キャビン＼期間  【FC15】2012/11/29～12/3  

【FC16】2013/1/14～1/18  

円建て概算（US$） 

トリプル  ￥342,000 （US$3,800） 

ツイン（ロ-ア-２ベッド付）  ￥387,000 （US$4,300） 

シングル  ￥531,000 （US$5,900） 

※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  

 第一日目と航海最終日の空港送迎、ホテル、空港の送迎付  

 船内での全ての飲み物代金（アルコール飲料、ソフトドリンク、水）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。  

 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 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。（後泊ご希望の場合は無料でリクエストが可能です） 

 申請書類は、ご出発の 60日前までに提出して下さい。  

 予約金おひとり様 US$2,000が必要です。残金は 120日前までにお支払い下さい。お支払いが確認できない場合は予約が取

り消される場合があります。  

 120日前以降にご予約の場合は、全額のお支払いとなります。  

 120日前までにキャンセルした場合は、予約金の 50％がキャンセル料となります。ご出発の 60日前から 119日前までの間に

キャンセルした場合は、料金の 70％を返金します。 

（いずれもその他 US$250の必要経費がかかります）  

 ご出発の 30日前から 59日前までの間にキャンセルした場合は、料金の 40％を返金します。 

（その他 US$250の必要経費がかかります） 

 ご出発の 30日前以降出発日までの間にキャンセルした場合は、100％となり返金はありません。  

 予告なくフライ＆クルーズ料金やキャンセル条件及び天候によるコース変更や中止などがあります事をご了承下さい。 

（天候によりフライトが中止となった場合には、代替案としてプンタアレーナスの観光ツアーとなります。過去の事例で 2～

3％程あります） 

 主催会社 Antarctica XXIの条件に準ずるものとします。（詳しくはお問い合わせ下さい） 

 海外旅行傷害保険のご加入を強くお勧めします。  

◎コース ： フライ＆クルーズ／南極半島＆サウスシェットランド諸島 7日間コース 

◎ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： プンタアレーナス  

往路：プンタアレーナス 

成田 →北米または欧州、豪州の都市経由 →サンチャゴ（チリ） →プンタアレーナス（チリ）  

復路：プンタアレーナス 

プンタアレーナス（チリ） →サンチャゴ（チリ） →北米または欧州、豪州の都市経由 →成田  

【ツアーオプショナル情報】 

キャビン＼期間  

【FC1】 2012/12/2～12/8           

【FC2】2012/12/12～12/18 満席 

【FC3】2012/12/22～12/28 満席 

【FC4】2012/12/27～2013/1/2 満席 

【FC5】2013/1/17～1/23 

【FC6】2013/1/27-2/2 

【FC7】2013/2/1～2/7 

【FC8】2013/2/11～2/17 



料金：円建て概算（US$）  

トリプル  ￥873,000 （US$9,700） 

ツイン（ローアー２ベッド付）  ￥972,000 （US$10,800） 

シングル  ￥1,341,000 （US$14,900） 

※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  

 第一日目と航海最終日の空港送迎、ホテル、空港の送迎付  

 上記の料金には前泊のホテル代金が含まれております。 

（後泊ご希望の場合は無料でリクエストが可能です。又前泊時はウエルカムディナーが付いてます）  

 船内での全ての飲み物代金（アルコール飲料、ソフトドリンク、水）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。  

 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 申請書類は、ご出発の 60日前までに提出して下さい。  

 予約金おひとり様 US$2,000が必要です。残金は 120日前までにお支払い下さい。お支払いが確認できない場合は予約が取

り消される場合があります。  

 120日前以降にご予約の場合は、全額のお支払いとなります。  

 120日前までにキャンセルした場合は、予約金の 50％がキャンセル料となります。ご出発の 60日前から 119日前までの間に

キャンセルした場合は、料金の 70％を返金します。 

（いずれもその他 US$250の必要経費がかかります）  

 ご出発の 30日前から 59日前までの間にキャンセルした場合は、料金の 40％を返金します。 

（その他 US$250の必要経費がかかります） 

 ご出発の 30日前以降出発日までの間にキャンセルした場合は、100％となり返金はありません。  

 予告なくフライ＆クルーズ料金やキャンセル条件及び天候によるコース変更や中止などがあります事をご了承下さい。 

（天候によりフライトが中止となった場合には、代替案としてプンタアレーナスの観光ツアーとなります。過去の事例で 2～

3％程あります） 

 主催会社 Antarctica XXIの条件に準ずるものとします。（詳しくはお問い合わせ下さい） 

 海外旅行傷害保険のご加入を強くお勧めします。  

 

◎コース ： フライ＆クルーズ／南極半島＆サウスシェットランド諸島 7日間コース 

◎ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： プンタアレーナス  

往路：プンタアレーナス 

成田 →北米または欧州、豪州の都市経由 →サンチャゴ（チリ） →プンタアレーナス（チリ）  

復路：プンタアレーナス 

プンタアレーナス（チリ） →サンチャゴ（チリ） →北米または欧州、豪州の都市経由 →成田 

【ツアーオプショナル情報】 



キャビン＼期間  

【FC9】 2012/12/7～12/13           

【FC10】2012/12/17～12/23 

【FC11】2013/1/22～1/28 

【FC12】2013/2/6～2/12 

料金：円建て概算（US$）  

トリプル  ￥873,000 （US$9,700） 

ツイン（ローアー２ベッド付）  ￥972,000 （US$10,800） 

シングル  ￥1,341,000 （US$14,900） 

※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  

 第一日目と航海最終日の空港送迎、ホテル、空港の送迎付  

 上記の料金には前泊のホテル代金が含まれております。 

（後泊ご希望の場合は無料でリクエストが可能です。又前泊時はウエルカムディナーが付いてます）  

 船内での全ての飲み物代金（アルコール飲料、ソフトドリンク、水）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。  

 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 申請書類は、ご出発の 60日前までに提出して下さい。  

 予約金おひとり様 US$2,000が必要です。残金は 120日前までにお支払い下さい。お支払いが確認できない場合は予約が取

り消される場合があります。  

 120日前以降にご予約の場合は、全額のお支払いとなります。  

 120日前までにキャンセルした場合は、予約金の 50％がキャンセル料となります。ご出発の 60日前から 119日前までの間に

キャンセルした場合は、料金の 70％を返金します。 

（いずれもその他 US$250の必要経費がかかります）  

 ご出発の 30日前から 59日前までの間にキャンセルした場合は、料金の 40％を返金します。 

（その他 US$250の必要経費がかかります） 

 ご出発の 30日前以降出発日までの間にキャンセルした場合は、100％となり返金はありません。  

 予告なくフライ＆クルーズ料金やキャンセル条件及び天候によるコース変更や中止などがあります事をご了承下さい。 

（天候によりフライトが中止となった場合には、代替案としてプンタアレーナスの観光ツアーとなります。過去の事例で 2～

3％程あります） 

 主催会社 Antarctica XXIの条件に準ずるものとします。（詳しくはお問い合わせ下さい） 

 海外旅行傷害保険のご加入を強くお勧めします 

 

 

 

 

 



◎コース ： フライ＆クルーズ／南極半島＆サウスシェットランド諸島 7日間コース 

◎ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： プンタアレーナス  

往路：プンタアレーナス 

成田 →北米または欧州、豪州の都市経由 →サンチャゴ（チリ） →プンタアレーナス（チリ）  

復路：プンタアレーナス 

プンタアレーナス（チリ） →サンチャゴ（チリ） →北米または欧州、豪州の都市経由 →成田 

◎コース ： フライ＆クルーズ／南極圏横断 9日間コース 

◎ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： プンタアレーナス  

 

【ツアーオプショナル情報】 【ツアーオプショナル情報】 

キャビン＼期間  

【FC13】 2013/1/1～1/9 

【FC14】2013/2/16～2/24 

料金：円建て概算（US$）  

トリプル  ￥1,053,000 （US$11,700） 

ツイン（ローアー２ベッド付）  ￥1,161,000 （US$12,900） 

シングル  ￥1,611,000 （US$17,900） 

※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  

 第一日目と航海最終日の空港送迎、ホテル、空港の送迎付  

 上記の料金には前泊のホテル代金が含まれております。 

（後泊ご希望の場合は無料でリクエストが可能です。又前泊時はウエルカムディナーが付いてます）  

 船内での全ての飲み物代金（アルコール飲料、ソフトドリンク、水）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。  

 

 上記料金は日本発着の国際航空券代金は含みません。 

 申請書類は、ご出発の 60日前までに提出して下さい。  

 予約金おひとり様 US$2,000が必要です。残金は 120日前までにお支払い下さい。お支払いが確認できない場合は予約が取

り消される場合があります。  

 120日前以降にご予約の場合は、全額のお支払いとなります。  

 120日前までにキャンセルした場合は、予約金の 50％がキャンセル料となります。ご出発の 60日前から 119日前までの間に

キャンセルした場合は、料金の 70％を返金します。 

（いずれもその他 US$250の必要経費がかかります）  

 ご出発の 30日前から 59日前までの間にキャンセルした場合は、料金の 40％を返金します。 

（その他 US$250の必要経費がかかります） 

 ご出発の 30日前以降出発日までの間にキャンセルした場合は、100％となり返金はありません。  

 予告なくフライ＆クルーズ料金やキャンセル条件及び天候によるコース変更や中止などがあります事をご了承下さい。 

（天候によりフライトが中止となった場合には、代替案としてプンタアレーナスの観光ツアーとなります。過去の事例で 2～

3％程あります） 



 主催会社 Antarctica XXIの条件に準ずるものとします。（詳しくはお問い合わせ下さい） 

 海外旅行傷害保険のご加入を強くお勧めします。  

 

 


