追加代金は
不要です。

紀行

大自然が生み出す造形美 。

青 く 深 い 海 と 、野 生 の 動 物 た ち 。

地 球 最 後 の 秘 境 、南 極へ。

2021年

イメージ

特典

早期

お申し込み

10

万円
引き

16

日間

190

名様

2月20日（土）出発

クルーズプラネット 南極チャータークルーズ特別企画

国際線出発空港まで
国内線または鉄道の

校了紙

フランスが誇る名船「ロストラル」
で航く

日本全国各地から
羽田または成田の

南極パンフ クルーズプラネット様用 PT821

大自然感動体験

8月14日校了

南極

田中 様

限定

2019年
12月27日
（金）
までの
お申込み

イメージ

ポナンクルーズ
「ロストラル」を株式会社阪急交通社と共同チャーターいたします。
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田中 様

8月14日校了

南極パンフ クルーズプラネット様用 PT821

夕食の前にキャプテン（船長）によるウェルカム・パーティー！
舞台では船長さんと添乗員との漫才!?が繰り広げられまし
た！ 本日の夕食はデッキ2のレストラン「ラ・リコン」でフラ
ンス料理のコース！ フォアグラや子羊肉など絶品メニュー
が続きました！

ポート
レ
添乗

大 自 然 感 動 体 験

南極紀行
南極チャータークルーズに添乗し、
実際に行って確かめてきました！

16日
間

イメージ

イメージ

イメージ

の
ある写真は
田中が撮影
しました！

イメージ

南極

阪急交通社 ツアー
企画担当 田中駿さん

1

日
目

イメージ

イメージ

6 日目

いよいよ南極に到着！
まずはネコハーバーに上陸です！

（注）
2019年度の南極ツアーは、
ポナン社のル・ボレアルを阪急交通社がチャーターしました。

1 日目

校了紙

南極

2

4 日目

東 京（ 羽 田 又は成 田 空 港 ）
から世界の各地を乗り継ぎ、
まずはアルゼンチンのブエノ
スアイレスへ！今晩のホテル
は飛行機の中…

ここか
風光

いよいよドレーク海 峡を横 断！高 波がどんなに激しくても
ル・ボレアルには揺れを軽減するスタビライザー装置が付
いているので安心です！

ド レ ー ク 海 峡 を 越 え て

2 日目
ブエノスアイレスに到 着！到
着後、ホテルへ。明日はいよ
いよウシュアイアへ出発！

イメージ

上 陸 の 地、ネ コ ハ ー バ ー！

イメージ

3 日目
お弁当を持って空港へ。ブエ
ノスアイレスから南極クルー
ズの出発地・ウシュアイアに
向かいます。およそ3時間30
分の空の旅で
“ウシュアイア”
に到着！

イメージ

南アメリカ・ホーン岬と南 極 大 陸との間の海 峡。
南氷洋の一部でもあり世界でも最も荒れる海峡
の一つです。ギネスブックで世 界 一 幅の広い海
峡として認定されています。
イメージ

夕方からはエクスペディションスタッフのMr.伊知地さんに
よる
“南極について”のお勉強会。
「南極大陸の面積は約
1387万5000平方kmで日本の約37倍にもなります！」

ウ シ ュ ア イ ア は こ ん な 街

◀エクスペディションチー
ム唯一の日本人スタッフ伊
知地さんは南極のことなら
なんでもご存知です！なん
なりと質問してみましょう！

イメージ

ブエノスアイレスから南へ3,250km。南極からわずか
1000kmに位置する南極に最も近い“世界最南端の
都市”
。マゼラン海峡、ビーグル水道と大西洋に囲ま
れ海岸線に面したティエラフエゴ国立公園観光など
の、海と湖、森の美しい自然が楽しめます。
ウシュアイアの観光後、いざ“ル・ボレアル”に乗船！

5 日目
午 前 中 にIAATO・南 極 条
約の説 明 会とゾディアック
（ボート）の乗り方の説明が
ありました！これは 全 員 参
加。欠席してしまうと寄港地
に上陸できません。そして午
後いよいよ遠くに第1氷 山
が見えてきました！

イメージ

南極のエレラ海峡を11km南に下ったアンドヴァー湾
の東端にあります。この湾で操 業していた捕 鯨 母 船
「ネコ号」にちなんで名付けられました。ここではジェン
ツーペンギンの営巣地が見どころ！
南 極 の 大 地 に、
記 念 す べき第 一
歩 を 記しました！
ここから本格的な
南極の旅が始まり
ます！

南極へ
上陸！

第1氷山発見!

イメージ

南 極 の 氷 の 塊！硬く
冷たく、そしてとても
綺麗な透明に見える
んです！

IAATOとは？

イメージ ＊

19：15…いざ出港!!行ってきます!!
ウシュアイアの港ではガイドさんが
横断幕を持って見送ってくれました。

イメージ

国際南極ツアー・オペレーター協会の事。南極の観光客の数
は毎年増加しています。このような観光の増加がもたらす
潜在的な環境への影響を認識して、南極大陸での小旅行ツ
アーを行っている7つの民間ツアー運営者が1991年に協力
して、安全で環境に配慮した民間セクターの南極への旅行
を提唱し、促進しています。

イメージ

イメージ
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ここは
様々な
で幸せ

了紙

ティー！
れまし
でフラ
ニュー

イメージ

美 し い ぞ！ パ ラ ダ イ ス 湾

午後はデセプション島・テレフォンベイへ！

8 日目

3

日
目

テレフォンベイで火山に遭遇！

クーバービル島で動物ウォッチ！

イメージ
イメージ

地球上で最も美しいと呼ばれる「パラダイス湾」。その
昔、捕鯨船の船員がこの湾を見て「ここは天国だ！」と
叫んだことからこの名が付けられました。

南極半島とロン
ゲ島の間のエレ
ラ海峡に浮かぶ
小さな島。標 高
250ｍのドーム
型 の 山が 特 徴
です。

南極

ここには沢山のジェンツーペンギンが！ウェッデルアザラシ
も気持ちよさそうに寝ています！海岸にはクジラの骨…！山
に上がっていくと岩場には緑の苔…南極にも緑があるん
ですね！

7 日目

2

日
目

ここからルメール海峡に入ります。
風光明媚な絶景に心うばわれます。

雄 大 な ル メ ー ル 海 峡 へ！

メージ
イメージ

海岸近くには、とても珍しい白いウエッデルアザラシが！こ
こで南極上陸は終わり。なんだか寂しいですね…。
イメージ

イメージ

幅の平均が1.6km
（最狭部は800m）
という細長い海峡
で、南極半島西岸
で 世 界 一 美しい
難所といわれてい
ます。

イメージ

1909年 に修 理 の 為 に停 泊していた救 難 船「 テレ
フォン号」にちなんで名付けられました。島の内側は天
然の良港で湾の入り口はとても狭く、火山の影響で地
熱が高く温泉が湧き出ています。
1970年に噴火し観測基地が被害を受け島はほぼ円
形。南極付近では珍しく地表がむき出しています。

上 陸はせず、湾を
クルージング。する
となんと幸運なこと
にザトウ・クジラが！
潮を吹 いたり、時
には頭を出したり、
これには大感動！

イメージ

地 に、
第一
した！
格的な
始まり

南極

夕方からは「アザラシ」について
のレクチャーがありました。ユニー
クで面白い先生がアザラシの鳴
き声までやってくれました。

船内レクチャーで
僕たちがなぜ白いのか
しっかり学んでね!

ウェッデルアザラシ／イメージ

南極

11 日目
本日は、
ドレーク海峡を横断。船内ではイベントが！
「アホウドリ」のレクチャーやドキュメンタリー映画の上映
も！楽しい思い出が忘れられない記憶として心に焼き付け
られるでしょう。

12 日目
夕 方 にはドレーク 海 峡 からウシュアイア に 戻 ってき
ました。ル・ボレアルでの最後の夕食もお楽しみください!

9 日目

4

日
目

本日は、ジョインビル島ケネスコーブへ！
海には氷がプカプカと浮き、空は晴天青空！
なんとも言えない絶景！
イメージ

ジョインビル島にもペンギンが！

ポートシャルコーをクルージング

イメージ

波も穏 やか、
天気にも恵ま
れ、 ゾ デ ィ
アックボート
で南極の海を
クルージング
です！

イメージ

氷 河が ずっと広がり遠くには
卓 上 氷 山が 見えます。お部 屋
からの景色もお見逃しなく!

ここは氷山のミュージアム！
？と言わんばかり沢山の氷山が
様々な形でプカプカと浮かんでいます。アザラシも氷の上
で幸せそうに眠っています！
海の上には様々な形の氷山が。
大自然の造形美に感動の連続
です！午後はピーターマン島に上
陸です。

ジョインビル諸島の中では
最 大の島。アルゼンチン、
イギリス、チリが 領 有 権を
主張している範囲内に存在
しています。ここにはアデリー
ペ ン ギ ン とジ ェン ツ ー
ペンギンがいっぱい！
！

イメージ

南極

5

日
目

10 日 目

本日は、
グリニッジ島・フォースポイントに上陸です！

反対側へ
回ると

グリニッジ島・フォースポイントとは？

イメージ

！硬く
とても
見える

イメージ

南極半島の北方、サウ
スシェットランド諸 島 の
島。長さ20ｋｍ、最狭部
8ｋｍのひょうたん島で
す。1820年 の 捕 鯨 時
代から18ヵ国が 基 地を
置いています。

この島にいるのは、ヒゲペン
ギン・ミナミゾウアザラシ・ナン
キョクオットセイです！
！
イメージ
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ミナミゾウアザラシ／イメージ

イメージ

ウシュアイアに戻ってくると南 極
には無い緑が見えてきます。どこ
かなつかしく感じ、地球に戻ってき
たような気持ちになります。同じホ
シにいたはずなのに…

イメージ

13 日目
10日間ずっと住まいだった
ル・ボレアルとお別れ…。
ウシュアイアの観光をして
ブエノスアイレスへ。
ホテルへ到 着 後、最 後の
パーティー！オプショナルツ
アーでタンゴショーを見に
行かれた方も！
！
イメージ

14 日目
午前：ブエノスアイレス観光
午後：ブエノスアイレス発空路、帰国の途へ。

15・16 日目
東京（羽田又は成田空
港）
へ到着！
南極ツアーは大感動の
連続でした！

＊
ツアーにご参加の皆様と
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田中 様

8月14日校了

南極パンフ クルーズプラネット様用 PT821

Q ues tion A nswer

校了紙

…だから私も

南極に行けました!

&

南極旅行の３つの不安要素にお答えします

体
 力にさほど自信がなくても
参加できますでしょうか？

安心ください。南極での上陸活動は
A.ごご自身のペースでお楽しみ頂けます。
元気な時は丘の上まで登ってみたり、
ちょっと疲れたときは丘の中腹、または
上らずに周りの景色や動物の観察をす
ることが可能です。歩行可能な範囲内に
て添乗員やガイドがご案内をいたしま
すのでどこを散策していても、漏らすこ
となく観光をお楽しみいただけます。

寒
南極は向いて
 がりの私に、
いないと思うのですが。

南
 極と聞くと寒いというイメージが先行
A.しますが、
実際に訪れる南極半島周辺の

ド
 レーク海峡の揺れが
不安です。

A.

船はフィンスタビライザーと呼ばれる横揺れ防止
装置で揺れを最小限に抑えます。
その為、テーブル
から食器が落ちたり、
部屋のものが散乱するような
こと は ご ざ い ま せ ん。し かし な が ら や は り
ドレーク海峡は揺れます。
酔い止め薬は必ずご持
参下さい。
添乗員や船のスタッフも服用いたしま
す。
また、船医が常駐し診察や酔い止め注射など
の対応もいたします（有料）
。
南極海域に入ると天
候や海象によりますが、例年海は非常に穏やかで
揺れを感じることはありません。

外気温は－5度から+5度です。北海道の
冬の最低気温よりも高いのです。
また、船
内にて「パルカ」という防水性の防寒着が
配布されますのでこちらを着用すれば、
寒さを忘れて楽しんで頂けます！（パル
カは無料でプレゼントいたします）
。

南極クルーズにご参加された お客様のお声
●寒いと思って中に着る物をたくさん でした。
人の手が加わっていない地球
持っていきましたが、意外と寒くなく汗 の美しさには大変感動いたしました。
もかきました！寒さを忘れて楽しむ南極 （70代 男性のお客様）
の観光は何にも代え難い思い出となり ●今回、
一人で参加しましたが、
思ったよ
ました。
（70代 女性のお客様）
りおひとりでご参加された方も多く、そ
※体感温度はお客様により異なりますがこ
の方たちと食事の時に写真を見せ合う
のようなご意見は多く頂戴いたしました。
のも楽しかったです。
最初は不安でした
●これまでは人が作り上げた文化に が、添乗員さんが多数乗船しておりフォ
触れる旅ばかりでしたが、今回は人の ローしてくれるので安心の旅でした。
（60
手が一切加わっていない場所への旅 代 男性のお客様）

※おひとり様でのご参加のお客様は例年約
40％いらっしゃいます。

●チャータークルーズだと聞いて参加
を決めました。南極は憧れの地でした
が、専門用語を使った解説が多いので
は？と参加を躊躇しておりましたが、日
本人ガイドの伊知地さんが乗船してい
たので、毎日わかりやすい解説を聞くこ
とができ、探究心を持って観光に行けま
した。
（60代 女性のお客様）

イメージ

私もポナンで南極に行ってきました！
クルーズライター

上田寿美子氏

ポナンの南極クルーズの感想は
ワイルド&エレガント。
ザトウクジラ
の海に繰り出し、可愛いペンギン
たちと対面。
船上では、氷河を眺め
シャンパンで乾杯！冒険談を語り
合い、豪華な夕食も楽しみました。
揺れも少なく、船上ダンス教室が
開かれたほど。
息をのむような大自
然に包まれた感動航海でした。

このクルーズの魅力のポイントはこちら
南極が夏（12～2月）を迎えるベストシーズンでのご案内
南極半島

札幌

最高気温
最低気温

※南 極はweatherbase調
べ、札幌は世界気象機
関HP調べ

南極半島周辺に5日間滞在！上陸チャンスも多い！

イメージ

12月に生んだ卵が孵り、成長した愛らしいペンギンの雛に
会えるのがまさにこの時期です。数千羽の営巣地の中では、
親鳥と雛たちの野生の営みを観察することができるでしょう。

イメージ

長い南極滞在日数！

寄港地に適した船外活動！

南極の船外活動は「ゾディアッククルージング」と「上陸散策」の2つに分かれます。
ゾディアッククルージングは氷河や動物を間近で観察することができますが、適した場
所でしか実施いたしません。
そこも、
経験豊富な船内スタッフならではの判断です。

南極上陸時に必須のパルカ
（防寒具）
をプレゼント
・
ゴム長靴を無料レンタルでご用意（いずれも船内で配布となります。）

南極観光の目玉・上陸回数や上陸時のボートの機動性に配慮しています！

充実の日本語サポート

【服装と装備の目安】

チャーターだから船内新聞やメニュー、
船内放送も日本語でご案内します。

パルカ（防水性の防寒上着）

船内にて各分野の専門家による南極講座を開講

日本語同時通訳でご案内します。

風を通さず、デッキに出ても0度の気温に
耐えられる厚手の上着。船内にて進呈し
ます。

防寒ズボン

出発前説明会を開催

ゾディアック・ボートに乗船中、水しぶきで濡れ
る事もありますので、必ず防水性のズボン（ゴ
アテックス製やナイロン製）
をご用意ください。
レンタルではありません。
ご自身でご用意ください
イメージ

日本人エクスペディションリーダーがご案内
日本人エクスペディションリーダー・伊知地亮氏による日本語でのわかりやすい
レクチャーが受けられます！

5-A012457502-Q&A_S.indd 1

ペンギンの子育て真っ盛り

南極大陸周辺には5日間滞在！ゆとりある行程で、
皆様を南極の世界にご案内いたします！

264名乗船できる客船をゆうゆうと
190名様限定でご案内

安心してご参加いただける環境をサポートいたし
ます。
(ご参加いただけない方にも資料をご送付い
たします)

イメージ

これまで実施した南極チャーター企画に同行した添乗員が
同行いたします。

最高気温
最低気温

南極では一度に上陸できる人数が100名に規定
されています。天候や海象の状況にもよります
が、毎日午前と午後の2回の上陸チャンスで様々
な寄港地へご案内いたします。

南極添乗経験のある添乗員をはじめ
ベテラン添乗員が快適サポート

役立つアイテム

◦ 紫外線防止用のサングラス
◦ 紫外線防止用のハンド・フェイスクリーム
◦ 野生動物を観察するのに必要な双眼鏡

帽子
（ご自身でご用意
ください）

手袋
（ご自身でご用意
ください）

パルカの中にはフリース
やセーターを着ました。動
いていると暑くなるのでう
す手のもの、即乾性のも
のがオススメです（ご自身
でご用意ください）
。

ゴム長靴

無料レンタルいたします。
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à bord de

ienvenue
ようこそ、
「ロストラル」へ B
L'A US T RAL!
息をのむ南極の絶景へ、名船がご案内します

最新技術を備えた
エレガントな客船
流線型の船体と、絶景を望む大きな窓。上質
な素材を使ったインテリアは控えめながらも
エレガント。天然の素材を配したデザインは、
コンテンポラリーでありながら落ち着いた雰囲
気が漂います。
また船には、南極の自然環境
に配 慮し海 水を汚 染しない下 水 処 理 設 備
や、揺れの少ない安定走行を可能にするシス
テムが設置されています。フランス船らしい
細やかなサービスと快適性で、優雅な南極の
船旅をお楽しみください。

イメージ

L'AUSTRAL ロストラル

ポナン社

SHIP DATA［ シップデータ ］

PUBLIC SPACE［ パブリックスペース ］

最高級の品質にこだわった船内は、柔らかな色調でコーディネートされ、
控えめでありながら洗練され居心地に優れた空間を生み出しています。
極地旅へのクルーズをプライベートな空間で、快適にお楽しみいただきたいという
ポナン社の願いが細部にまで息づいています。

専門家が同行するからオモシロイ！日本人エクスペディションリーダー乗船！
南極の景色は一見すると同じ景色にしか見えないかもしれません。
しかし、専門家の説明を受けてみると氷山ひとつをとってみても、全く異なるものだとわかります。

南極の景色は一見すると同じ景色にしか見えないかも
しれません。
しかし、
専門家の説明を受けてみると氷山ひとつをとってみても、
南極クルーズの際には常に同行してもらい、お客様からも大変好評な伊知地氏が、
日本語同時通訳、
または本人が日本語で解説することでより知識も深まり、
南極旅行が何倍にも楽しくなっていただけることでしょ
う。
全く異なるものだとわかり
ます。南極クルーズの際には常に同行しても
らい、お客様からも大変好評な伊知地氏が、日本語同時通訳、
または本人が日本語で解説することでより知識も深まり、南極旅行が何倍にも楽しくなっていただけることでしょう。

日本人エクスペディションリーダー

伊知地 亮氏が日本語で 解説します！
！

当コースが最良の南極旅行であることを２つご説明します。
１つはチャーターであること。お客様が全員日本からとなり
ますので、船内での全てのご案内を日本語で行います。
(いじち りょう)
初めて訪れる南極、沢山の知りたいことが生まれるでしょ 伊知地 亮氏
2002年に初めて南極を訪れ、
その
うがその知 的 探 究 心を１つの言 語で存 分に提 供できま
類まれな美しさに魅了される。以来
す。小さなグループ旅行ですと通訳もいない場合がありま 機 会 があれば 南 極 へ 毎 年 訪 れ、
2009年に初めて北極へも訪れる。
す。
もう1つは南極に来る最新鋭の船であること。ほとんど 2010年より本格的にエクスペディシ
のお部屋にバルコニーがあり、美しいインテリアの船内で ョンスタッフとして乗務を開始し、これ
までに南極・北極併せて50本以上
快適にお過ごしいただけます。南極はまだまだ未知の魅 のクルーズに乗船。2019年1月に日
本人初のエクスペディションリーダー
力が無数にあります。
この機会にぜひ私達と一緒に南極 となる。2018年より、ポナン社の日
本駐在マネージャーに就任。
の旅へ出かけましょう。

イメージ

南極クルーズでは毎日船内にて、その日の復習と翌日の寄港地や動物
の予習をする勉強会が開かれます。これによって、毎日が探求心と冒険
心に溢れ、目的をもって南極クルーズに参加できます。
しかし、通常は
この勉強会も英語で聞かざるを得ません。今回のクルーズでは、日本
人エクスペディションリーダーの伊知地亮氏による日本語での勉強会
が開かれますので、安心してご参加ください！

操舵室／イメージ

▪就航：2011年
▪総トン数：10,700トン
▪全長：142ｍ
▪最大幅：18ｍ
▪乗客定員：264名 ▪乗組員数：140名
▪巡航速度：16ノット▪船籍：フランス

ポナン社が提唱した「極地へ冒険旅行に行けるラグジュアリー船」
という
新しいコンセプトによって生まれたロストラル。

洗練されたインテリア

校了紙

▪メインラウンジ
▪オブザーベーションラウンジ
▪レストラン
（２ヵ所） ▪ティールーム／バー
▪シアター ▪ダンスフロアー
▪ライブラリー ▪プール
▪フィットネスジム ▪ヘアサロン
▪スパ／リラクゼーションルーム
▪ショップ ▪Wi-Fiアクセス
▪メディカルセンター

美食を誇るロストラルでフランス料理のフルコースを！

料理一例／イメージ

ポナンクルーズはここがすごい！
アメニティはエルメス

専門のパン職人が、
パンを焼くためだけに乗船している
ポナンの船にはパン
を焼くためだけに乗
船している専門のパ
ン職 人がおります。
毎 朝 焼き立ての 美
味しい パンを食 べ
て、観光へ出発しまし
ょう
！

6デッキ
グリルレストラン

フランス船の誇りとして、アメニ
ティはすべてエルメスを利用して
おります。素 敵な香りで南 極で
の活動の疲れを癒してくれるこ
とでしょう。

プール

グリル

インターネット

イメージ

スパ

お客 様を迎え入れるレセプションでは、
吹き抜けの天井から吊された輝くスワロフ
スキーのオブジェがお出迎えします。ラグ
ジュアリーな雰囲気を漂わすロストラルの
居心地を楽しみながら、極地への旅が始
まります。

オブザーベーションテラス／イメージ

天候の良い日には視界の開けたオブザー
ベーションデッキで、憩いながら南極の絶
景を満 喫して頂けることでしょう。氷山を
眺めながらのティータイムは格別です。運
が良ければ海洋生物の姿も目にすること
もあります。

キャビンは

料理一例／イメージ

料理一例／イメージ

フランス客船ならではの本場フレンチをお楽しみ頂けま
す。多 彩なコース料 理とワインも含まれている贅 沢な
サービスを受けられるのもポナン社ならでは。
レストラン、
バー、お部屋の冷蔵庫のお飲み物はアルコールを含め
（一部プレミアムアルコールは有料となります）
無料です。

オーナーズ・スイート
（デッキ6）

メインダイニング／イメージ

メインダイニングでは世界一流店クラスの食
器・グラス・カラトリーが華麗に美食を演出し
ます。船内にはもうひとつビュッフェレストラン
もあり、
クルーズを通じて食の楽しさを存分に
ご堪能ください。

デラックス・スイート
（デッキ6）

イメージ

パノラマ
テラス
パノラマラウンジ

ライブラリ

シャワールーム
プレステージ
キャビン

スチームバス
マッサージ
リラクゼーションルーム

ブリッジ

美容室

4デッキ
プレステージ
キャビン
シアター

3デッキ

イメージ

ダンスフロア バー

医務室

レセプション

Wi‐Fiが無料
レセプション／イメージ

バー

5デッキ
フィットネス

（一部ヴィンテージものは除く）

お部屋の冷蔵庫、
バー、
ラウンジ、
南極の海水を利用したプールで泳げる レストランでのお飲物は無料で
お飲み頂けます。食事中のみ無
船 内にはなんと南 極の海 水を温めた温 水プールがあり 料、という船会社はよくあります
ます。南 極の海で泳ぐというなんとも浪 漫あふれる体 験 が、ポナンは違います。バー、
ラウ
ができるのです！
ンジ、レストランはオープンしてい
る限り無料です。お部屋の冷蔵
庫だってすべて無料なのです。

オーナーズスイート デラックススイート
プレステージ
キャビン

アルコールを含むお飲み物は飲み放題！
イメージ

ビュッフェ

デラックス
ステート

南極という隔絶された地域でもWi-Fiが無料でご利用可能
です（電波がつながらないこともあります。
また、容量の大き
いデータや動画の閲覧などはかなり遅く、できない場合もご
ざいます）
。

メインラウンジ ショップ

エクスカーション

スーペリアステート

2デッキ
マリーナ

ガストロノミックレストラン
（メインダイニング）

近代的な船で、地球誕生以来変わらない、
近代的という言葉とは反対の南極をめぐるという、対極の旅行が実現できるのです。
プレステージ
（デッキ4・5・6）

デラックス・ステート
（デッキ3）

スーペリア・ステート
（デッキ3）

全室がオーシャンビュー
〜お好みに合わせて選べる
キャビンをご用意〜

キャビンは全室バルコニーまたは窓付で、お部屋にいな
がら大迫力の氷山や、ペンギンやクジラたちの遊泳する
姿を間近に見ることが出来ます。
どの部屋もスタイリッシ
ュなインテリアデザインでまとめられており、全ての部屋
でWi-Fiが利用できるのも嬉しいサービス。通常あまりな
い独立トイレは、機能的で過ごしやすい設備。
また、
スイー
ト客室はバトラ−付となっており快適なクルーズライフを
お約束いたします。
※バルコニー付の場合、客室面積はバルコニーを含みます。

全客室標準設備 シャワー／洗面／独立トイレ／エアーコンディ
ショナー／ミニバー／フラットスクリーンＴＶ／iPodプレーヤー／
オンデマンド・ビデオ／金庫／ヘヤドライヤー／バスローブ／電話
／１１０・２２０ボルト電源／インターネットアクセスＷｉ-Ｆi／２４時間
ルームサービス／エルメスのアメニティ

5-A013016602-中面_S.indd 2

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

54㎡

32㎡

22㎡

22㎡

バルコニー、
バスタブ、
シャワー付

バルコニー、
シャワー付

バルコニー、
シャワー付

バルコニー、
シャワー付

イメージ

21㎡
窓あり、
シャワー付
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南極半島中央エリア拡大図

2
4

イメージ

3

1

3ネコハーバー

5

約15kmに渡って広がる湾には氷
河が迫り、ジェンツーペンギンの
大きな営巣地が見られます。

南極半島大陸図

イメージ
イメージ

4ポートロックロイ

南極半島
拡大図

1 パラダイス湾
19世紀にはこの地域で、捕鯨やアザ
ラシ狩猟が盛んに行われていました。

1944年にイギリス最初の観測基地が建っ
た場所。売店や郵便局が有りポストカード
が投函できます。

1 ルメール 海 峡

スマホで簡単予約

南極半島とブース島の間にある海峡で、
岩山
や氷河のダイナミックな景観が楽しめます。

イメージ

海に顔を出した火山のカルデラの島。直径
約12kmの馬蹄形をした湾が見られます。

日程
イメージ

往復宅配サービス無料!（おひとり様一個）
ビジネスクラス利用追加代金

2021年

1 2/20

800,000円増し（

）

おひとり様・
東京（羽田又は成田空港）⇔
ブエノスアイレス間)

■旅行代金
（おひとり様
〈2歳以上〉
・2名様1室・エコノミークラス東京
（羽田又は成田空港）
発着ご利用の場合）
旅行代金
おひとり様部屋
バル
ベッド
部屋タイプ
コニー デッキ タイプ
（相部屋不可）
2名様一室利用の場合 追加代金

オーナーズ・スイート

◯

6

ツイン

デラックス・スイート

◯

6

ツイン

プレステージ

◯
◯
◯
◯

5

3,000,000円
2,700,000円
2,180,000円
1,980,000円
1,900,000円
1,850,000円
1,800,000円
1,790,000円
1,490,000円

ツイン
ダブル
ツイン
ダブル

◯

4

ツイン

デラックス・ステート

◯

3

ツイン

スーペリア・ステート

×

3

ツイン

上記旅行代金には、①国内空港施設使用料・旅客保安サービス料、②海外空港税、③燃油サーチャー
ジ、④ポートチャージ、⑤船内チップ、⑥国際観光旅客税、⑦予約発券システム手数料が含まれており
ません。
別途必要となります。 ①国内空港施設使用料・旅客保安サービス料/成田空港発着の場合：大人
（12歳以上）2,660円・小人（2歳以上12歳未満）1,600円、羽田空港発着の場合：大人（12歳以上）2,670円、小
人（2歳以上12歳未満）1,380円 ②海外空港税：10,000円～18,000円 ③燃油サーチャージ：0円〜59,400
円（2019年8月1日現在。
なお、今後変更される場合があります） ④ポートチャージ（寄港地税）
：65,190円
⑤船内チップ：14,760円 ⑥国際観光旅客税：1,000円 ⑦予約発券システム手数料（エールフランス、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
ルフトハンザ ドイツ航空カタール航空利用の場合）
1,440円〜3,250円

14

日目

ヨーロッパ文化の影響を受けたアルゼンチンの首都

ブエノスアイレス観光にもご案内
B

u

e

n

o

s

A

i

r

e

s

2/23
4 （火）

2/24
5 （水）

2/25
6 （木）
2/26
7 （金）
2/27
8 （土）
2/28
9 （日）
3/1
10（月）
3/2
11（火）

3/3
12（水）
3/4
13（木）

3/5
14（金）
3/6
15（土）
5月革命の舞台となった広場で、歴史的建築物が
立ち並ぶ政治の中心地です。

ボカ地区

古くからボヘミアンが集まったこのエリアは、
アルゼンチン・タンゴの発祥の地です。

ブエノスアイレス観光は2日目と14日目に分けて観光する場合がございます

3/7
16（日）

qwe【船中泊】

終日航海

qwe【船中泊】

qwe【船中泊】

南極半島
〈南極半島の1日目の見どころ予定〉氷山が織りなす絶景、ネコハーバー
qwe【船中泊】
天国のように美しい、パラダイス湾
南極半島
〈南極半島の2日目の見どころ予定〉南極屈指の人気観光地。プレノー島
ブース島の北海岸、
ポートシャルコー
qwe【船中泊】
南極半島
〈南極半島の3日目の見どころ予定〉
お土産屋と郵便局がある、
ポートロックロイ
qwe【船中泊】
南極半島
〈南極半島の4日目の見どころ予定〉
南極半島の近海に連なる島のひとつ、デセプション島qwe【船中泊】
南極半島
〈南極半島の5日目の見どころ予定〉
ゾウアザラシなどが生息する、
ウェッデル湾
qwe【船中泊】
終日航海
南極大陸の別れを惜しむ、
ドレーク海峡航海
qwe【船中泊】
終日航海

qwe【船中泊】

午前：ウシュアイア入港。朝食後、下船。
12：00〜13：25：空路、
ブエノスアイレスへ。
15：22〜16：50：着後、
ホテルへ。
17：30〜19：00：ホテル着。
qåe【ブエノスアイレス泊】
09：00：ホ
 テル発、ブエノスアイレス市内観光（2時間）
（○5月広場、○メトロポリタン大聖堂、○コ
ロン劇場、
○レコレータ墓地、
○ボカ地区散策、
○エル・アテネオ書店）
。観光後、
空港へ。
ブエノスアイレス観光は2日目と14日目に分けて観光する場合がございます。
14：25〜22：45：ブエノスアイレス発 空路、アメリカまたはカナダまたはヨーロッパ
またはドバイまたはドーハにて乗り継ぎ、帰国の途へ。
※乗り継ぎが5時間以上となる場合がございます。
また、
乗り継ぎが2回以上になる場合がございます。
歩く度 ①
qwt【機中泊】
②
③


åy【機中泊】

09：10〜22：40：東京
（成田又は羽田）
着。
通関後、
解散。
too
各地空港発着プランもございます ※利用便によっては帰国日の翌日となる場合もございます
着後、
乗り継ぎ。
18：00〜21：05：空路または新幹線にて各地へ。
19：00〜22：00：各地着。

日本

５月広場

ロストラルに乗船。壮大な南極の旅へ。

18：30：出港。
終日航海
南米大陸と南極大陸の間を横切るドレーク海峡を通過します！

アルゼンチン

ラプラタ川沿 い に 広 が る 美 し く 区 画 整 理 さ れ た 街 並 み は 、
「 南 米 の パ リ 」と 呼 ば れ る ほ ど 美 し く 洗 練 さ れ て い ま す 。

2/22
3 （月）

08：00～21：05：ブエノスアイレス着。ホテルへ。
11：00～24：00：ホテル着。
twe【ブエノスアイレス泊】
05：00〜06：30:ホテル発。
07：35～08：55：ブエノスアイレス発 空路、
ウシュアイアへ。
 シュアイア着後、昼食と◎ティエラフエゴ国立公園観光（2時間）
11：10～12：30：ウ
の後、
港へ。 歩く度 ①
②
③

南極

※オーナーズスイートのみバスタブ付となります。

2,700,000円
2,300,000円
1,780,000円
1,200,000円
1,000,000円
900,000円
800,000円
800,000円
700,000円

2/21
2 （日）

アルゼンチン

※お座席の指定はできません。※機内・空港ビジネスクラスラウンジ以外の付帯サービスはございません。
※ビジネスクラスをご利用の場合も、アルゼンチン国内線を利用する際の受託手荷物（スーツケースなど）の
許容量が適用されます〈最大23kgまで、おひとり様1個〉。あらかじめご了承ください。

6

（土）

旅程〈ス ケ ジ ュ ー ル〉

各地空港発着プランもございます ※利用便によっては出発日の前日となる場合もございます。
07：00〜14：00：各地発空路または新幹線にて東京
（羽田又は成田空港）
へ。
08：05〜15：00：着後、乗り継ぎ。
 京
10：55～22：20：東
（成田又は羽田）
発。
アメリカまたはカナダまたはヨーロッパまたは
ドバイまたはドーハにて乗り継ぎ、
ブエノスアイレスへ。
※乗り継ぎが5時間以上となる場合がございます。また、乗り継ぎが2回以上になる場合がございます。oot
〈日付変更線通過〉

yt【機中泊】

日本

うれしいご自宅から成田又は羽田空港間の

イメージ

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へは入場しません）

国名

2デセプション島

上記のスケジュールはあくまで目安とご理解ください。
綿密なシミュレーションのもとに行程を予定いたしておりますが、
気象・海象条件により変更もございます為、
明確なご予定をお伝えすることが非常に困難です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※上記スケジュールは、2019年8月現在のものであり航空機・バス等交通機関の都合・天候・現地事情により、旅程・見学個所・訪問順序・食事内容等が変更になる場合がございます。
それに伴い、
日程表記載の現地時刻も変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承くださ
い。 ※南極大陸でのツアー内容と運行状況は、天候や海象によって変わります。
安全が最優先され、航路や上陸地はその都度船長によって決定され割愛される場合がございます。 ※野生動物はご覧になれない場合がございます。 ※全てのお客様においてポナンクルーズ社が
定める医療質問書（医師が英文にて記載）
が必要となります。 ※全てのお客様において海外旅行保険の加入が必要となります。 ※南極上陸中は船員・添乗員の指示に従い、南極条例の定める環境保全を遵守ください。 ※南極上陸にはゾディアックと呼ばれる小型ボートに乗り
換えます。
場合によっては、お連れ様とボートが分かれる可能性がありますので、予めご了承ください。
天候や海象を見ながら船長の判断により上陸チャレンジを行いますので、上陸する島や場所ならびに乗船回数については事前にご回答いたしかねます。
チャータークルーズではご
ざいますが、
クルーズ乗船中の全ての権限は船長にございます。
何卒ご了承ください。 ※未成年者の単独、
および未成年者のみの1室利用はお受けできません。 ■食事回数：朝12回・昼12回・夕12回
（船内食含む、機内食除く）
■添乗員：同行 ■日本発着時利用予定航空会社：アメ
リカン航空、
エア・カナダ、
デルタ航空、
ANA、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
ターキッシュエアラインズ、
ルフトハンザ ドイツ航空、
カタール航空、
エールフランス、
エミレーツ航空のいずれか ■航空機の利用クラス：エコノミークラス ■利用予定ホテル：2日目はブリックバイソフィテ
ル又は、
シェラトンブエノスアイレス又は同等クラスのホテル。
13日目はシェラトンブエノスアイレス又は同等クラスのホテルとなり指定を承ることはできません。
詳しくは裏表紙のホテルリストをご覧ください。 ■利用ホテルクラス
（当社基準）
：２日目はデラックスクラス又はスーパ
ーデラックスクラス、
13日目はデラックスクラス ■各地発着追加代金：次の空港からは追加代金なしでご参加いただけます。
新千歳空港、中部空港、大阪（伊丹または関西）空港、福岡空港。
ただし国内線旅客取扱施設利用料を別途ご旅行代金と共にご請求いたします。
羽田空港：
〈往復／大人
（12歳以上）
：580円・子供
（3歳以上11歳以下）
：280円〉
成田空港：
〈往復／大人
（12歳以上）
：880円・子供
（3歳以上11歳以下）
：440円〉
北九州空港：
〈往復／大人
（12歳以上）
：200円・子供
（3歳以上11歳以下）
：100円〉
。
記載のない空港についてはお問い合わせください。
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田中 様

8月14日校了

南極パンフ クルーズプラネット様用 PT821

校了紙

■ホテルリスト

■燃油サーチャージのご案内

各航空会社では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、
「燃油特別付加運賃・料金（以下、
燃油サーチャージ）
」
を設定し、国土交通省に申請・認可されました。
それに伴い当社といたしまし
ては、旅行代金とは別途お客様にお支払いいただくことになりました。
今後、燃油サーチャージは
変動する場合がございます。
残金請求時に旅行代金とともに請求させていただきます。
※アメリカン航空、デルタ航空、ANA利用の場合、アメリカ入国または乗り継ぎの際ESTA
（電子渡航認証シ
ステム）の申請が必要となります。当社にて申請代行を依頼される場合は手数料として5,000円（税別）
プラ
ス申請料14USドル相当額が必要となります。
【重要:下記に該当するお客様はビザ申請が必要です】
2016年1月21日以降、下記に該当するお客様は、｢ビザ免除プログラム(ESTA:電子渡航認証システム)｣を
利用して渡米することができなくなりました。米国大使館・領事館にて通常のビザ申請が必要です。
下記①または②に該当するお客様は当社宛にご連絡をお願いいたします。
①ビザ免除プログラム参加国の国籍(日本国籍含む)で、2011年3月1日以降に、
イラン、
イラク、北朝鮮、
スー
ダン、
シリア、
リビア、
ソマリア、
イエメンに渡航又は滞在したことがある方。
②ビザ免除プログラム参加国の国籍(日本国籍含む)と、イラン、イラク、スーダン、
シリアのいずれかの国籍を
有する二重国籍の方。
※エア・カナダ利用の場合、
カナダへ渡航
（入国および乗継）
する場合、
2016年3月15日よりElectronic Travel Authorization(eTA)の申請が必要となります。当社にて申請代行を依頼される場合は手数料とし
て5,000円（税別）プラス申請料7カナダドル相当額が必要となります。
※ご本人申請は「英語」又は
「仏語」のみとなります。申請後の連絡も英語表記となる為、ご本人申請は充分ご注意願います。な
お、ご本人申請に関わるお問い合わせは当社ではお受けできません。

都市名

ブエノスアイレス

スーパーデラックスクラス
デラックスクラス
●ブリックバイソフィテル ●シェラトンブエノスアイレス ●インターコンチネンタル ●エンペラドール
●アルベアールパレスホテル ●リベルタドール ●マデーロ ●プラザ ●メリア ●リーガルパシフィック
徒歩による観光がどの程度含まれているかを3段階の「歩く度」で表しています。

歩く度

【歩く度】一日の徒歩での観光の目安としてください。

【歩く度— ①】
総歩行時間が30分〜2時間

●バス移動がメインで少し歩く程度です。
歩く度

①

②

【歩く度— ②】
総歩行時間が2時間〜4時間

●全観光時間の内、半分以上が徒歩となります。

③

歩く度

①

②

【歩く度— ③】
総歩行時間が4時間以上

●徒歩での観光が中心となります。

③

歩く度

①

②

③

ご予約の前にお読みください
①ご案内のツアーは徒歩による移動や現地の食事等が問題とならない、標準的な体力であるお客様を前提として作られております。
歩行距離の長い行程もご
ざいますので、
ご自身の健康状態を十分ご考慮の上お申し込みください。
ご旅行中の健康管理につきましては、
“お客様ご自身がご自分を管理する”
ことをご理解
くださいますようお願い申し上げます。
既往症などで多少のご不安のあるお客様は、
ご遠慮無くご相談ください。
コース内容等について詳しくご説明させていた
だきます。
また、
ご参加に際して医師の健康診断書をご提出いただく場合や適切な介助者のご同行をお願い申し上げる場合もございますのであらかじめご了承
くださいますようお願い申し上げます。
②2都市以上の周遊型企画旅行においては、2歳未満のお子様のご参加はご遠慮ください。
③添乗員は旅程管理に万全
を尽くすためにお客様と同行させていただきます。
なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、
お客様各位の
ご理解とご高配をお願い申し上げます。
④本ツアーは高度な医療の整っていない隔絶された南極地域への旅行の為、
ご参加に対する健康診断書の提出が必要
となります。
またあわせて海外旅行保険への加入が義務づけられておりますので、
あらかじめご了承ください。

ご旅行条件（要旨）●お申し込みの際には、この旅行条件（要旨）と別途お渡しするご旅行条件書を必ずお読みください。
1. 募集型企画旅行契約

⑴このご旅行は株式会社クルーズプラネット［観光庁長官登録旅行業第1739
号］
（以下当社といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加され
る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。
⑵当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する
運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の
提供を受けることができるように手配をし、
管理することを引き受けます。
⑶募集型企画旅行契約の内容、条件はこのパンフレット、出発前にお渡しする
確定書面（最終旅行日程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
（以下「当社約款」といいます）によります。

2. お申込み（旅行契約）

⑴当社または当社の受託営業所にて（以下 ｢当社ら｣ といいます）当社所定の
旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき申込金（原則として
旅行代金の20％相当額）を添えてお申し込みください。
申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として
取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し､ 申込金を受
領した時に成立するものとします。
⑵当社らは、電話、郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅
行契約の予約を受け付けます。この場合、旅行契約は予約の時点では成立し
ておらず、当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に
申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出
されない場合は、予約はなかったものとして取り扱いする場合があります。

3. お申込み条件

⑴未成年の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を
条件とする場合があります。
⑵慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、
障がいをお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、
その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。このとき、当社は可能な
範囲内でこれに応じます。その申出に基づき、当社が旅行者のために講じた
特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
⑶当社の業務上の都合があるときには、
お申込みをお断りする場合があります。
⑷このコースには、
妊娠6ヵ月を過ぎている方は、
ご参加いただけません。

保安サービス料。
＊港湾使用料・ポートチャージ。
＊希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金。
＊お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う
諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による
荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用。
＊米国国内線航空会社の徴収する預託手荷物料金。
＊船上チップ。

7. 確定書面

確定書面（最終日程表）は旅行開始日の前日までにお渡しします（旅行開始日
の7日前頃までに交付するように努力いたします）。
添乗員が同行しない場合は、旅程管理業務を行う手配業者等の連絡先は確定
書面（最終日程表）でお知らせします。

8. 旅行契約内容・代金の変更

当
 社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与でき
ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
また、その変更に
伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予
想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場
合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって15日目にあたる日よりも前にお知らせします。

9. 取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
・取消受付日とは、当社の営業日・営業時間内にお客様より取消のお申し出を
確認した時を基準とします。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの
場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは第4項の追加代金を含めた合計額です。
③コース又は出発日を変更された場合も下記の取り消し料の対象となります。
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

4. 旅行代金とお支払い方法

⑴旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。
ただし、パ
ンフレットに記載
（または別途、当社が案内）
したお１人部屋を使用される場合
や航空機・宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、
3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
⑵本項⑴の代金の額は、申込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準
となります。
⑶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2ヵ月前頃にお振込み
のご案内をご送付いたします。
書類到着後3日以内にお支払いください。

5. 旅行代金に含まれるもの

＊日 程に表示している航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃・料金（この運
賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金〈原価の水準の異常な変動に対
応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律
に課されるものに限ります〉を含みません）。
＊日程に表示している送迎、都市間の移動バス等の料金
＊日程に表示している観光の料金（バス、ガイド、入場等の料金）
＊日程に表示しているホテル料金（2人部屋にお2人の宿泊を基準）
。
尚、一部訪問
国・都市において、
現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
＊日程に表示している食事料金
＊お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（一部の空港・ホテル・駅ではポーター
がいないとか少ない等の理由でお客様自身で運搬して頂く場合があります）
＊添乗員同行費用
＊団体行動中のチップ

6. 旅行代金に含まれないもの

第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
＊超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数の超過分）。
＊クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他
追加飲食等個人的性質の諸経費およびそれに伴う税・サービス料。
＊傷害、疾病に関する医療費。
＊渡航手続関係諸経費（旅券証紙・証紙料金・査証料・予防接種料金および渡航
手続代行に対する旅行業務取扱料金等）。
＊運送機関の課す付加運賃・料金（燃料サーチャージ等）。
＊日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等。
＊日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料および旅客保安サービス料。
＊日本国外の空港税・出国税およびこれに類する諸税・航空保険料および旅客

取消料
（おひとり様）

180日前〜121日前まで

ご旅行代金の25％

120日前〜91日前まで

ご旅行代金の37.5％

90日前〜当日まで

ご旅行代金の50％

旅行開始後又は無連絡不参加

ご旅行代金の100％

※お取り消しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は、上記
取消料のほかに渡航手続所要実費をお支払いいただきます。
※オプショナルツアーは旅行参加後の取り消しはできません。
※当コースはクルーズを利用するコースのため、当社「クルーズ約款」を適用
いたします。通常の海外旅行と条件が異なりますのでご注意ください。
※海外旅行保険とあわせて「クルーズ旅行取消費用担保特約」のお申し込みを
おすすめいたします。
★海外旅行保険ご加入のご案内
このクルーズは、
人間の住んでいない遠隔地を訪れるため、
病気や怪我で緊急の入院
が必要になった場合、航空機のチャーターやその他の要因で高額な費用が発生しま
す。
この旅行にご参加いただくお客様は、
海外旅行保険
（傷害死亡、
傷害後遺障害、
治
療・救援費用を含むセットタイプ）
の加入が参加条件となります。
また、
ご旅行出発前
に病気や怪我等で旅行をキャンセルしなければならなくなった時のため、
「クルーズ
旅行取消費用担保特約
（キャンセル保険）
」
への加入をおすすめいたします。
なお、
クレ
ジットカード付帯のサービス保険では、
ご旅行をお引き受けできません。
予めご了承の
上、
お申し込みください。

10. 旅行の取り消し（旅行契約の解除）

次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。
⑴天災地変、
戦乱、
暴動、
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その
他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑵最少催行人員に満たない場合
⑶旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。
⑷申込条件の不適合
⑸旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら
れないと認められるとき。
⑹旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

11. 当社の責任および免責事項

当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたとき
は、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社
に対して通知があったときに限ります。又、当社は手荷物について生じた損害につ
いては、損害発生の翌日から起算して二十一日以内に当社に対して通知があった

ときに限りお客様一名につき十五万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある
場合を除きます）として賠償します。但し、次のような場合は原則として責任を負
いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅
延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止、官公署の命令、
出入国規制、
伝染病による隔離、
自由行動中の事故、
食中毒、
盗難等。

12. 特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身
体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程によ
り、一定の補償金および見舞金を支払います。
特別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、
救援者費用等には一切適用できません。
該当補償等をご希望の場合は、任意にて海外旅行保険にご加入ください。

13. 旅程保証

当社は、旅行日程にご旅行条件書23項の重要な変更が行われた場合は、その約款の規定
により、その変更の内容に応じて旅行代金の1％〜5％に相当する額の変更補償金をお支
払いします。
変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。
また、1旅行契約につい
ての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、
変更補償金は支払いません。

14. お客様の責任

⑴当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為によ
り当社が損害を被ったときはお客様は損害を賠償しなければなりません。
⑵旅行者は、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募
集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やか
にその旨を当社、
当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

15. お客様の交替

お客様は､当社の承諾を得た場合に限って､旅行契約上の地位を当該お客様が指定した
別の方へ譲渡することができます｡
（ただしコースにより､また時期により当該交替を一切
お受けできない場合があります。
）
この場合､当該お客様は取消料のお支払いに替え当社
らに当該交替に要する手数料として交替を受けるお客様1人あたり1万円をお支払いいた
だきます。
（ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。
また、既に航空券を発行してい
る場合、
別途再発券にかかわる費用を申し受ける場合があります。
）

16. 旅行条件の基準期日

この旅行条件は2019年8月1日現在の運賃・料金を基準としております。

17. 個人情報のお取扱について

お客様よりお預かりする個人情報のお取扱については、お客様との間の連絡
のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行にお
いて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの
受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

18. お客様が出発までに実施する事項

⑴旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に
必要な旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続書
類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社ら
は、所定の料金を申し受け、別途契約（渡航手続代行契約）として渡航手続き
の一部代行を行います。この場合、当社らは、お客様ご自身に起因する事由
により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
※日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務
所にお問い合わせ下さい。
⑵保健衛生について
渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報
ホームページ」
（https://www.forth.go.jp/index.html）でご確認ください。
⑶海外危険情報について
渡
 航先
（国または地域）
によっては、外務省
「海外危険情報」
等、国・地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。
お申し込みの際に販売店より
「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、外務省「外務省海外安全
ホームページ」
（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認ください。

19. その他

⑴このコースは(株)阪急交通社と共同催行となり、
（株）阪急交通社でお申込みの
お客様も参加されます。
⑵このコースは、(株)阪急交通社と共同チャーターとなるため、船内でのクルーズ
プラネット主催プライベートパーティーの実施はございません。
また、添乗員が
撮影した写真の送付もございません。
⑶船上では、外部デッキの喫煙エリア以外は禁煙です。
電子タバコ（加熱式タバ
コ）
等にも同方針が適用されます。

詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しし、ご説明いたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。
旅行企画

実施

クルーズ旅行なら、安心の専門店へ。

詳しくはホームページをご覧ください。

H.I.S.
グループ

http://www.cruiseplanet.co.jp

観光庁長官登録旅行業第1739号

本 社

03-6865-9600
みなとみらいクルーズデスク

045-224-8050

5-A012457502-H4_S.indd 1

※写真はすべてイメージです。

新宿支店

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館ビル6階

名古屋支店

052-569-2866

03-5360-8420
大阪支店

06-4798-8001

銀座支店

03-5524-1681
神戸支店

078-392-3570

横浜支店

045-317-2080
福岡支店

092-735-5511
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