
 



 

 

 

南極半島＆サウスシェットランド諸島クルーズ 11・12日間 

◎航海コース ： 南極半島＆サウスシェットランド諸島 

◎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  

 

http://www.polarcruise.jp/article/13884621.html


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 

【ツアーオプション情報】 ■2013/2/23発：写真教室（無料） ■その他のコース：キャンプ（US$225）、写真教室（無料） 

【パッケージプラン情報】 飲み放題セットプランあり  

期間／ 

キャビン 

【CL1】 

'12/11/25～12/6(12日間)  

【CL2】 

'12/12/5 ～12/16(12日間)

  

【CL6】 

'13/2/23～3/6(12日間)  

料金：円建て概算（US$） 

【CL3】 

'12/12/15～12/26(12日間)  

【CL5】 

'13/1/21～1/31(11日間)  

 

料金：円建て概算（US$） 

【CL4】 

'12/12/25～'13/1/4(11日間)  

 

 

料金：円建て概算（US$）  

トリプル  
￥494,500 

（US$5,495）  

￥611,500 

（US$6,795） 

￥629,500 

（US$6,995）  

ローアー 

デッキ 

ツイン  

￥629,500 

（US$6,995）  

￥764,500 

（US$8,495） 

￥800,500 

（US$8,895）  

メイン 

デッキ 

ツイン 

（丸窓）  

￥719,500 

（US$7,995）  

￥845,500 

（US$9,395） 

￥845,500 

（US$9,495）  

メイン 

デッキ 

ツイン  

￥773,500 

（US$8,595）  

￥890,50 

（US$9,895） 

￥899,500 

（US$9,995）  

スーペリア  
￥809,500 

（US$8,995）  

￥971,500 

（US$10,795） 

￥989,500 

（US$10,995）  

デラックス  
￥845,500 

（US$9,395）  

￥1,016,500 

（US$11,295） 

￥1,025,500 

（US$11,395）  

スイート  
￥953,500 

（US$10,595）  

￥1,133,500 

（US$12,595） 

￥1,169,500 

（US$12,995）  

※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  

 上記の料金には、前泊のホテル代金が含まれております。  

前泊のホテルについては、キャビンのカテゴリーと同じとなります。スィート以上のキャビンは、ホテルの部屋数に制限があ

るため、スタンダードとなる場合がありますのでご了承ください。   

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 防寒服(パーカー付)  

 上記のコースはオプション付きとなります。 

【CL6】2013/2/23発：写真教室(無料)   

その他のコース【CL1～5】:キャンプ(US$225)、写真教室(無料)  

 船内にて「飲み放題セットプラン」をご用意しています。    

 料金は予告なく変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認下さい。 

 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 1.7倍、デラックス以上のキャビンは 2倍となります。 

 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。 

 ゲートウェイ発着のフライト便は充分な接続時間のある便をご予約下さい。又、帰国フライトへの接続には、午後発のフライト

便でご予約願います。  

 ご予約金はクルーズ代金の 20％(最低 US$1,000)となります。 

 

◎航海コース ： フォークランド（マルビナス）諸島、サウスジョージア＆南極半島 

◎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 

【ツアーオプション情報】 写真教室（無料） 

【パッケージプラン情報】 飲み放題セットプランあり   

キャビン＼期間 【CL7】2012/11/7～11/26  

料金：円建て概算（US$） 

トリプル  ￥899,500 （US$9,995） 

ローアーデッキツイン  ￥1,142,500 （US$12,695） 

メインデッキツイン（丸窓）  ￥1,259,500 （US$13,995） 

メインデッキツイン  ￥1,340,500 （US$14,895） 

スーペリア  ￥1,430,500 （US$15,895） 



デラックス  ￥1,484,500 （US$16,495） 

スイート  ￥1,709,500 （US$18,995） 

※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  

 上記の料金には、前泊のホテル代金が含まれております。  

前泊のホテルについては、キャビンのカテゴリーと同じとなります。スィート以上のキャビンは、ホテルの部屋数に制限があ

るため、スタンダードとなる場合がありますのでご了承ください。  

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 防寒服(パーカー付)  

 上記のコースはオプション付きとなります。写真教室(無料)    

 船内にて「飲み放題セットプラン」をご用意しています。   

 料金は予告なく変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認下さい。 

 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 1.7倍、デラックス以上のキャビンは 2倍となります。 

 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。 

 ゲートウェイ発着のフライト便は充分な接続時間のある便をご予約下さい。又、帰国フライトへの接続には、午後発のフライト

便でご予約願います。  

 ご予約金はクルーズ代金の 20％(最低 US$1,000)となります。 

 

◎航海コース ： フライ＆クルーズ／南極半島＆サウスシェットランド諸島 

◎ゲートウェイ ： 往路・プンタアレーナス（チリ）／復路・プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： キングジョージ島（サウスシェットランド諸島）  

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  

【ツアーオプション情報】 キャンプ（US$225）、写真教室（無料）  

【パッケージプラン情報】 飲み放題セットプランあり   

キャビン＼期間 【CL8】2013/1/30～2/8 

料金：円建て概算（US$） 

トリプル  ￥719,500 （US$7,995） 

ローアーデッキツイン  ￥854,500 （US$9,495） 

メインデッキツイン（丸窓）  ￥899,5000 （US$9,995） 



メインデッキツイン  ￥935,500 （US$10,395） 

スーペリア  ￥1,016,500 （US$11,295） 

デラックス  ￥1,079,500 （US$11,995） 

スイート  ￥1,169,500 （US$12,995） 

※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  

 上記の料金には、ウスワイア前泊、プンタアレーナスでの後泊のホテル宿泊代金が含まれます。   

前泊のホテルについては、キャビンのカテゴリーと同じとなります。スィート以上のキャビンは、ホテルの部屋数に制限があ

るため、スタンダードとなる場合がありますのでご了承ください。   

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 防寒服(パーカー付)  

 上記のコースはオプション付きとなります。キャンプ（US$225）、写真教室（無料）  

オプショナル（キャンプ）は、一度だけでなく、気象条件が整えば何度も催行することがあります。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。  

 船内にて「飲み放題セットプラン」をご用意しています。 

  

   

航海コース ： フライ＆クルーズ／南極半島＆サウスシェットランド諸島 

◎ゲートウェイ ： プンタアレーナス（チリ） 

◎出・帰港地 ： キングジョージ島（サウスシェットランド諸島）  

◎日本からゲートシティまでのおすすめフライト情報はこちら→  

【ツアーオプション情報】 キャンプ（US$225）、写真教室（無料）  

【パッケージプラン情報】 飲み放題セットプランあり 【詳細はこちら】  

キャビン＼期間 
【CL9】2013/2/6～2/13   

【CL10】2013/2/11～2/18 

料金：円建て概算（US$） 

トリプル  ￥719,500 （US$7,995） 

ローアーデッキツイン  ￥854,500 （US$9,495） 

http://www.polarcruise.jp/article/13862443.html
http://www.polarcruise.jp/category/1605530.html


メインデッキツイン（丸窓）  ￥899,500 （US$9,995） 

メインデッキツイン  ￥935,500 （US$10,395） 

スーペリア  ￥1,016,500 （US$11,295） 

デラックス  ￥1,079,500 （US$11,995） 

スイート  ￥1,169,500 （US$12,995） 

※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  

 上記の料金には、プンタアレーナスでの前後泊のホテル代金が含まれております。  

前泊のホテルについては、キャビンのカテゴリーと同じとなります。スィート以上のキャビンは、ホテルの

部屋数に制限があるため、スタンダードとなる場合がありますのでご了承ください。  

 クルーズ期間中は長靴を無料でお貸しします。  

 防寒服(パーカー付)  

 上記のコースはオプション付きとなります。キャンプ（US$225）、写真教室（無料）   

オプショナル（キャンプ）は、一度だけでなく、気象条件が整えば何度も催行することがあります。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。  

 船内にて「飲み放題セットプラン」をご用意しております。 

   

 料金は予告なく変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認下さい。 

 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 1.7倍、デラックス以上のキャビンは 2倍となります。 

 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。 

 ゲートウェイ発着のフライト便は充分な接続時間のある便をご予約下さい。又、帰国フライトへの接続には、

午後発のフライト便でご予約願います。  

 ご予約金はクルーズ代金の 20％(最低 US$1,000)となります。 

 

 料金は予告なく変更される場合もございます。ご予約時に必ずご確認下さい。 

 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 1.7倍、デラックス以上のキャビンは 2倍となります。 

 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。 

 ゲートウェイ発着のフライト便は充分な接続時間のある便をご予約下さい。又、帰国フライトへの接続には、午後発のフライト

便でご予約願います。  



 ご予約金はクルーズ代金の 20％(最低 US$1,000)となります。 

  

飲み放題セットプランのご案内  

 オーシャンダイアモンド号とシーアベンチャー号では、アルコールを含む全ドリンク飲料・飲み放題セットプランとノンアルコール飲

料・飲み放題セットプランをご用意しております。  

 「アルコールを含む飲み放題セットプラン」では、国内、海外ビール、スピリッツ、ミックスドリンク、カクテル、2種類の赤・白ワインを

ご用意しています。また、「ノンアルコール飲み放題セットプラン」では、飲み放題のソフトドリンク、水、ジュース類、コーヒー各種を

ご用意しています。  

 ご旅行前までにお申し込みください。  

 ※2012年 10月より、船名「クリッパーアドベンチャー号」が「シーアドベンチャー号」に変わりました。 

  船内の施設やアメニティー、サービスに変更はございません。 

  

ツアーコース＼セットプラン（お一人様料金） 
ノンアルコール 

飲み放題セットプラン 

アルコールを含む 

飲み放題セットプラン 

南極フライ＆クルーズ：南極エクスプレス（Ⅱ） 8日間 
US$59  US$149 

南極フライ＆クルーズ：南極エクスプレス（Ⅰ） 10日間  
US$79  US$199 

南極入門編クルーズ 10日間 
US$89 US$239  

南極半島＆サウスシェットランド諸島クルーズ 11日間・12日間  
US$99  US$299  

フォークランド（マルビナス）諸島、 

  サウスジョージア＆南極半島クルーズ 20日間  
US$179  US$499  

 【ご注意事項】 

 ※このサービスは、オーシャンダイアモンド号とシーアドベンチャー号のみ適用となりますので、ご注意ください。  

 ※このセットプランを他の人に譲渡することはできません。  

 ※このセットプランの予約は、必ずご出発の 2週間前までにお済ませください。それ以降または、船内でのご予約・販売は承れませ

ん。  

 ※バーテンダーの判断で下記のようなお客様にはサービスを中止することがありますのでご了承ください。  

 アルコール中毒と見受けられる方や不適当なふるまいをとる方。 

セットプランを悪用する方または他のお客様やスタッフへ飲み物をサービスしている方。 

飲み物を無駄にするような方や無謀にオーダーするような方。  

 ※飲み物の最終オーダーは、バーの閉店時間の 30分前となります。  

 


