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東京（羽田または成田）・大阪・名古屋発着
2019年2月

いつも新しい発見がある。

白き大陸 南極上陸クルーズ
16日間

1 未知の大陸「南極」に上陸観光
2 ペンギン、クジラなどの野生動物との出会い
3   ラグジュアリー客船「ル・ソレアル」で 
優雅なクルーズライフを約束 
※ご利用キャビンはバルコニー・シャワーまたはバスタブ付 
※食事時やバーでのアルコールを含むドリンク無料（プレミアムリカー除く）

4   南極観光には必需品「パルカ（防寒上着）」を 
無料進呈。また、ゴム長靴も無料でレンタル

5 添乗員同行の安心コース 
（日本人コーディネーターも乗船）
6 事前説明会を実施（日程は裏面参照）
7   お荷物宅配サービス付〈ご自宅⇔成田（羽田） 
空港往復のお荷物（お1人様スーツケース1個）〉

ラグジュアリー客船「ル・ソレアル」で航く

1,798,000円
［デラックスツイン／大人2名1室利用］

〜2,998,000円
［プレステージ・スイート／大人2名1室利用］

燃油
サーチャージ

込み!

ネコハーバー
山と南極の高い氷山に囲まれた風
景はまさに絶景。島の最奥にある
この天然港は、南極大陸の中でも
数少ない上陸可能なポイントです。

ポートロックロイ
南極大陸中ナンバー・ワンの観光地。郵便
局や土産物店もあり、南極の切手を貼り、
南極の消印で手紙を出すことも可能です。

2019年 2月11日㈪～2月26日㈫ 16日間
日次 スケジュール

1 2/11（月） 名古屋・大阪発
羽田または成田発

名古屋・大阪より成田（羽田）へ
［21：15～00：45］ H 空路、ドバイまたはドーハへ
� xxr〈機中泊〉

2 2/12（火） ドバイまたはドーハ
ブエノスアイレス着
（アルゼンチン）

着後、乗り換えH空路、ブエノスアイレスへ
［19：30～21：00］着後、入国・通関手続きの後、ホテルヘ
 rxr〈ブエノスアイレス泊〉

3 2/13（水） ブエノスアイレス ［午前］自由行動
［午後］ブエノスアイレス市内観光
 Qxx〈ブエノスアイレス泊〉

4 2/14（木） ブエノスアイレス発

ウシュアイア着
（アルゼンチン）

［06：00～07：30］
H空路、世界最南端の町ウシュアイアへ
［10：00～11：30］
着後、アラクル・リゾートへ
昼食の後、  ル・ソレアル乗船 
［18：30］出港 xWE〈船中泊〉

5 2/15（金） ［終日］ドレーク海峡クルーズ QWE〈船中泊〉

6 2/16（土） ［終日］ドレーク海峡クルーズ QWE〈船中泊〉

7

～

11

2/17（日）

～

2/21（木）

南極半島とサウスシェットランド諸島観光
＊ 主な観光予定地（寄港地は天候やその他の条件により 
その日に一番良い場所を選びます）
ネコハーバー／パラダイス湾／プレノー島
ポートシャルコー／ポートロックロイ（基地）
デセプション島／ウエッデル海 QWE〈船中泊〉

12 2/22（金） ［終日］ドレーク海峡クルーズ QWE〈船中泊〉

13 2/23（土） ［終日］ドレーク海峡クルーズ QWE〈船中泊〉

14 2/24（日） ウシュアイア着 ［07：00］朝食後、下船。空港へ
ウシュアイア発

ブエノスアイレス発

［09：00～11：00］H空路、ブエノスアイルスへ
［12：00～15：00］着後、国際線へ搭乗手続き
［21：00～23：30］H空路、ドーハまたはドバイへ
� Qxr〈機中泊〉

15 2/25（月） ドーハまたはドバイ 着後、乗り換えH空路帰国の途へ� rrx〈機中泊〉

16 2/26（火） 羽田または成田着
名古屋・大阪着

［16：00～23：00］着後、解散
成田（羽田）より名古屋・大阪へ xrx

※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。 
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませいただきますよう
お願い申し上げます（アルゼンチン査証はマルチが必要です）。

Tour
Point

添乗員同行
8名様より催行保証

いつも新しい発見がある。



フランス語で「太陽」（ル・ソレイユ）と、「道を切り拓
く」という意味のヘブライ語「ソラル」を掛け合わせた
「ル、ソレアル」は、「ガストロノミック・シップ」（食通
の船）とも呼ばれ、手の込んだフレンチのコースディ
ナーには、食にこだわるフランス人乗客をもうならせ
ます。選りすぐられたワインと料理の組み合わせに

は定評があります。ドレスコードはスマートカジュアルが基本で、くつろいだバカ
ンスを提供しています。船内にはメインダイニングとビュッフェレストランの2カ所
のレストランがあります。メインダイニングの夕食は1回制の自由席のため、オー
プンしている時間であれば、お好きなタイミングでお召し上がりいただけます。
※食事時やバーでのアルコールを含むドリンク無料（プレミアムリカーは除く）

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し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。 お申し込み・お問い合わせは

南極説明会のご案内

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社
旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知県
名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55号。
以下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、旅行に参加される
お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）
を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほか別
途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）
および当社旅行業務約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の
申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により
予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の30％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／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120日目にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当
社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが
含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド代
金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部
屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サービス料金
※手荷物運搬料金※団体行動中の心付※添乗員が同行するコース
の同行代金※その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。左記の
諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻
しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれませ
ん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自
宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国
内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報
電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個
人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日
本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空
港税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによって
は、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこと
により旅行契約を解除することができます。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

181日前まで 無料
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％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年3月30
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年3月30日現在有効な
ものとして公示されている航空運賃・適用規則または2018年3月30日
現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準として算出
しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／r：機内食　Q：朝食　 
W：昼食　E：夕食　x：食事なし　H：飛行機での移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先を
変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。（現地空港税及
び燃油サーチャージの合算額は2018年3月30日現在の社内レートを
元に算出しております。この金額については出発時為替レートにより差
額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発
生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースがございま
す。お客様やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅
行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がございますので、ク
ルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申込みされることをお勧
めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。

旅行企画・実施　

●名鉄観光ホームページ　http://www.mwt.co.jp/ 観光庁長官登録旅行業第55号

Cabin／客室（一例）

Ship Data ／シップデータ�

■就航：2013年	 ■総トン数：10,700トン	 ■全長：142m	 ■全幅：18m	
■乗客人員：264人	 ■乗組員数：140人	 ■船籍：フランス

■  旅行代金表 （2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） 
 ツアーコード：CE-MKPN-□□□□□□

キャビンタイプ コースコード 旅行代金

デラックスツイン
22㎡（バルコニー・シャワー付／3階）

 90000A 1,798,000円 ［1,140,000円］

プレステージツイン
22㎡（バルコニー・バスタブ付／5階）

 90000B 1,998,000円 ［1,300,000円］

プレステージスイート
44㎡（バルコニー・バスタブ付／5階）

 90000C 2,998,000円 ［2,550,000円］

港湾税・政府関連諸税 67,500円
ビジネスクラス利用追加代金（日本～ブエノスアイレス間） 588,000円
※大阪、名古屋航空機発着追加代金20,000円（往復）。その他の都市はお問い合わせください。
※2/26の帰国便は 羽田または成田から各地への接続便が無い場合は後泊が必要となります（後泊費用はお客様負担）。
※船内チップ…お1人様：1泊あたり12ユーロ（合計120ユーロ）が別途必要です。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用料（大人

2,570円／子供1,280円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※外国諸税（17,010円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止され
た場合でも旅行代金に変更はございません。

■最少催行人員／ 8名様
■添乗員／ 東京出発から東京帰着まで全行程同行し、お世話いたします。
■ 利用航空会社／ エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／ ブエノスアイレス：リージェントパレス、ラスアメリカ、レジェンダパレス、

リコキスタガーデン、グランドキング、エルコンキスタドール、 
アスペンタワー、アメリアン、アメリカズタ（スーペリアクラス）

■ 食事／  Q 11 回、W 10 回、E 10 回（機内食は除く）
■パスポート／旅券の残存期間は最終日から6ヶ月以上必要です。

当ツアーはご旅行の全行程の50%以上を船舶で宿泊するツアーのため通常の約款と異なるクルーズ約款が適用となり、取消料の規定が変わってまいります。詳しくは下記「取消料」をご覧ください。

燃油サーチャージ込

南極クルーズご参加のお客様 ご注意
●出発までにポナン社（船会社）指定の健康診断書の提出が必要です。
●環境省に南極訪問の届け出（申請ではありません）が必要です。
●旅行傷害保険にお申込みが必要です。
●天候などの諸事情により日程が変更となります。パンフレット中の日程はあくまでも参考です。

南極クルーズQ&A
Q.寒くありませんか?
A.天候にもよりますが平均5度から－5度です。
Q.服装が心配です
A.厚手の防寒具（パルカ）を無料で進呈します。その下には長袖シャツ（ヒー
トテック）に長袖のフリースの重ね着をお勧めします。ズボンは保温効果
の高い資材の、さらに防水加工と保温性に優れたアウターズボンです。
足元は靴下と長靴。ゴム長靴は無料レンタルします。

Q.どんなものが見られますか?
A.ペンギンは18種類中7種類が生息しています。アデリーペンギン、ゼンツー
ペンギン、アゴヒゲペンギンは多くの場所で見られます。クジラやアザラ
シも見る事ができます。

南極で出会う野生動物たち（一例） ※必ずしも全ての動物が観察できるとは限りません

ゼンツーペンギン アデリーペンギン ウェッデルアザラシ クジラ

ヒゲペンギン アホウドリ キバナウ カニクイアザラシ

Q.南極では上陸するのですか?
A.  南極滞在中に「上陸観光」「ゾディアック・クルージング」を予定し、1回の見
学時間は30分～1時間です。

Q.船内で南極に関するレクチャーは?
A.  南極の自然や動植物、歴史に関するレクチャーを行います。

ル・ソレアル� Le SOLEAL

デラックス 
ツイン
■約22㎡
■バルコニー・ 
シャワー付

■ 3階

プレステージ 
スイート
■約44㎡　
■バルコニー・ 
バスタブ付

■ 5階
※プレステージスイートの 
画像はイメージとなります。

プレステージ 
ツイン
■約22㎡　
■バルコニー・ 
バスタブ付

■ 5階
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●日時 ①5月15日㈫　②  6月18日㈪　③  7月20日㈮　④8月23日㈭ 
 ⑤9月19日㈬　⑥10月16日㈫　⑦11月  5日㈪ 各設定日 午後 2時より
●場所 東京会場／名鉄観光サービス　会議室  JR、都営地下鉄 五反田駅より徒歩5分
●お申し込み 必ず事前にご予約ください。☎ 03-5759-8412
※設定日以外でのご希望の場合はお申し付けください。 
※名古屋、大阪での説明会については個別にお問い合わせください。

〒141-0031　東京都品川区西五反田2-12-3　第一誠実ビル8階
T-18-03-005

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、
ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。


