
フッティルーテン 探検クルーズ
スバールバル／グリーンランド／ノルウェー／
アイスランド／ヨーロッパ／北西航路／アラスカ／
北米／カリブ＆中米／南北アメリカ／南極

ようこそ〝世界で最も美しい〟極地航路へ！
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フッティルーテンは1893年にノルウェー北部で誕生した船会社です。
ノルウェー西海岸で人や物資を運ぶほか、世界的な探検船の先駆者とし
て〝世界で最も美しい航路〟と称される北欧航路を開拓してきました。

現在、探検航路は南極圏までに広がっています。経験豊富なクルーと高
度な専門知識を持ったスタッフがエキサイティングな時間を提供させて
いただきます。

探検船の世界的先駆者 フッティルーテン

経験豊富な探検スタッフチーム
アウトドアに関して豊富な経験をもつ
スタッフが、クルーズを忘れがたい思い
出にします。生物学者、歴史学者、地質学
者など各方面のエキスパートたちが、船
内レクチャーや野外探検に皆様をご案
内します。

大自然に配慮したエコ・シップ
北欧の大自然のなかで育ったスタッフを中
心に運営される船旅は、環境への影響を最
小限に抑えることを意識しています。とり
わけ、ロアール・アムンセンは燃料と電気
によるハイブリッド推進の環境に優しいク
ルーズ船です。

ノルウェーに生まれ125年以上
125年以上の歴史を持つフッティルーテ
ン。祖父の代から乗船している地元クルー
も多く、我が家に招くように皆様をお迎え
します。各地の探検航路を開拓した歴史
は「探検船の世界的先駆者（The World 
Leader in Exploration Travel）」と呼
ばれています。
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北欧スタイルの別荘  船上ライフの魅力

カジュアルな服装で北欧ライフを
船内ではカジュアルな服装でおくつろぎくだ
さい。船内のインテリアは自然素材を生かし
たモダンで温かい雰囲気の北欧調で統一。ソ
ファ、リラックス・チェアが置かれたパノラマ
ラウンジから風景の変化をお楽しみいただ
けます。

多様なキャビンをご用意
バルコニーがついた贅沢なスイートか
ら、スーペリアキャビン、窓付きの海側
キャビン、手ごろな価格の内側キャビ
ンまで幅広くご用意しております。広
めのシャワールーム、車椅子での移動
可能なキャビンを用意している船もご
ざいます。

地元の新鮮な食材をおいしく
地元の農家や漁師から届けられる新鮮
で旬な食材を用いてシェフが腕を振るい
ます。サーモンなどの魚類やタラバガニ、
貝、そして地元で生産されたフレッシュ
なチーズなど大自然からの贈り物をお楽
しみください。

リラックスタイム
旅の疲れを癒やし、変わりゆく景色を眺め
ながら、温かい「ジャグジー」に入るのは最
高の贅沢です。フィンランドが発祥とされ
る「サウナ」から点在する島々をのんびり
と眺めることも可能です（施設は船によって
異なります）。

船上にいながら大自然と一体に
夏の白夜、フィヨルド、崩れ落ちる氷河…
など、船上にいながら大自然を五感で感
じることができます。刻々と変わる絶景
のパノラマを船内・船外それぞれのデッ
キから楽しめるようにソファなどが配置
されています。

環境に優しいエコ・クルーズ

© Simon Skreddernes/Coup agency / Hurtigruten

© Hurtigruten

© Hurtigruten

© Hurtigruten

© Agurtxane Concellon / Hurtigruten



© Jonas Albisser / Hurtigruten

フッティルーテンの魅力は「大自然」と「現地の人々や文化」との触れ合
いの場が盛り込まれていることです。クルーズ界で「探検船の世界的先駆
者（The World Leader in Exploration Travel）」と呼ばれるにふさ
わしく、母港があるノルウェーや北欧はもちろん、北米、南米、南極などに、
他のクルーズ船が立ち寄らない魅力的な寄港地と現地案内のノウハウを
ご用意しています。

悠久の大自然と街並み
あなたを待つ独自のコースが多数
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●グリーンランド
日本の６倍の面積を持つ世界

最大の島グリーンランド（デン
マーク）の人口は、わずか約６万
人。島の８割は氷と雪に覆われ
ています。クルーズでは昔から
この地で暮すバイキングやイヌ
イットの遺跡を訪ねるほか、ア
イスフィヨルドなどの世界遺産
にも足を運ぶ予定です。

●アラスカ＆カナダ
北極海を抜けベーリング海峡

を南下しアラスカ、カナダの太
平洋岸を旅します。海に崩れ落
ちる氷河や先住民族エスキモー

（イヌイット）などの暮らしを見
学もできます。

●アイスランド
地球の割れ目「ギャウ」があり、活発な火山活動の影響から島の各地で温

泉がわき出るアイスランドは、国名の「アイス」とは逆に「火の国」の別名が
あります。陸路では訪れることが難しい露天温泉に加え、火山、間欠泉、滝
など、地球の息吹を感じることができる場所が多くあります。

●北アメリカ
アメリカの東海岸の都市

を寄航しながらマイアミま
で南下していきます。NY な
ど大都市の魅力や、寒帯か
ら亜熱帯に至るまでの東海
岸の自然の変遷ぶりなども
楽しむことができます。

●北西航路
ヨーロッパとアジアを北極経由でつなぐのが「北西航路」です。フッ

ティルーテンではグリーンランドとカナダを片道約2週間かけてク
ルーズします。ホッキョクグマなどが生息する白い大陸と海の景色を
お楽しみいただけます。冬はもちろん幻想的なオーロラも必見です。

GREENLAND

ALASKA & CANADA

ICELAND

NORTH AMERICA

Northwest Passage
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太平洋

北大西洋

南大西洋

ドレーク海峡

●スバールバル
「冷たい海」を意味する「ス

ヴールバル諸島」は、北極圏に
あるノルウェー領の群島です。
島々の3分の2は年中氷に覆わ
れており多くが無人島ですが、
17世紀には欧州列強が捕鯨船
基地を置きました。ホッキョク
グマ、セイウチ、ゼニガタアザ
ラシなどの貴重動物が保護さ
れています。

●カリブ&中米
透き通った海に珊瑚礁が広がる

世界屈指の観光エリアであるカリ
ブ海は、クルーズ発祥の地でもあり
ます。宝石を散りばめたようなカリ
ブの島々をクルーズ船が渡り歩きま
す。島ごとにことなる文化や風土を
楽しむほか、スキューバダイビング
などに挑戦することもできます。

●南極
アルゼンチン沖を南下し、

南極半島を目指します。半島
は南極大陸のなかでも比較的
気候が温和なことから各国の
観測基地があります。ペンギ
ン、アザラシ、アシカ、そして
クジラなど極地ならではの生
態系を目の前にすることがで
きます。

南アメリカ

カリブ＆中米

南 極

ヨーロッパ
北アメリカ

アラスカ&カナダ

グリーンランド
スバールバル

アイスランドノルウェー

CARIBBEAN & 

Central America

SVALBARD

ANTARCTICA
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●ノルウェー
スカンジナビア半島の西岸に広

がる美しいフィヨルドと魅力的な
港があなたの訪問を待っています。
フィヨルドのなかには200キロも
の奥行きがあるものも。クルーズの
コースは南北1700キロにもなる
ノルウェーの村々を訪ねるものや、
南部だけの村を訪ねるものなど多
彩です。

●ヨーロッパ
ドイツのハンブルクからスペイ

ンまでを縦断するコースや、北欧諸
国を周回するコースなどが用意さ
れています。かつて訪ねたことがあ
る街だとしても、フッティルーテン
で海から訪ねることでまったく趣
が変った街になるはずです。

●南アメリカ
南米クルーズはパナマ運河を抜けて

太平側に抜けたのち、エクアドル、ペ
ルー、チリへと南下していきます。ペ
ルー各地にあるアンデス文明遺跡は必
見。インカ帝国の遺跡であるマチュピ
チュまで足をのばすこともできます。チ
リの海岸線の変化も楽しめます。

SOUTH AMERICA

NORWAY

EUROPE
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詳細は旅行会社または弊社までお問い合わせください。

環境に優しいエコ・クルーズ
世界初のハイブリッド探検船　ロアール・アムンセン

2019年就航

2020年就航  フリチョフ・ナンセン（同型船）

■SHIP DATA
総トン数：11,647トン
全長：114メートル
全幅：20.2メートル
デッキ数：8層
建造年：2007年
乗客定員：318人

■SHIP DATA
総トン数：2,191トン
全長：80.77メートル
全幅：12.6メートル
デッキ数：4層
建造年：1956年

（2014年改装）
乗客定員：149人

■SHIP DATA
総トン数：7,344トン
全長：100.54メートル
全幅：18メートル
デッキ数：8層
建造年：2009年（2016年改装）
乗客定員：243人

（ノルウェーでは335人）

■SHIP DATA
総トン数：16,151トン
全長：135.75メートル
全幅：21.5メートル
デッキ数：9層
建造年：2003年
乗客定員：970人

MS FRAM

●フラム

MS Roald Amundsen

●ロアール・アムンセン

MS NORDSTJERNEN

●ノールチャーネン
MS SPITSBERGEN

●スピッツベルゲン
MS MIDNATSOL

●ミッドナットソル
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■現在就航中の探検船

■SHIP DATA
総トン数：20,889トン
全長：140メートル
全幅：23.6メートル
デッキ数：11層
建造年：2019年
乗客定員：530人

2019年就航の最新鋭船「ロアール・ア
ムンセン」（写真右）は、クルーズ船として
は世界初のハイブリッドエンジンを搭載し
た環境に優しいエコ・シップです。燃料と
電気のふたつの動力をうまく組み合わせ
ることにより、船舶の燃料消費量とCO2排
出量を20％削減することに成功しました。
2020年には同型船のフリチョフ・ナンセ
ンも就航を予定しています。
　すべてのキャビンは海側に配置され、そ
の50％には専用バルコニーが付いていま
す。船尾のスイートには素晴らしい景観を
眺めながら利用できる屋外ジャグジーがあ
ります。
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