
1. ご旅行規約および条件
ここに記載した旅行規約および条件は、個人情報保護方針やパンフレットまたはお客様
に事前にお渡しした書面案内と共に、お客様と当フッティルーテン社（Hurtigruten 
Ltd.）との旅行契約が準拠するものとします。
Hurtigruten Ltd.　所在地：Bedford House, 69-70 Fulham High Street, London, SW63JW
 (Company No: 02865967 フッティルーテン株式会社 100％出資）

2. お支払い
 i) 旅行開始日より 121 日以前のご予約の場合：クルーズ代金の 10％を申込金として弊社
指定日までにお支払いください。残金は旅行開始日の 100日前までにお支払いください。
指定日までにお支払いいただけない場合は、ご予約が取り消される場合がございます。
ii) 旅行開始日まで 120 日を切ってのご予約の場合、指定日までにクルーズ代金全額をお
支払いください。指定日までにお支払いいただけない場合は、ご予約が取り消される場
合がございます。
III) クルーズ代金のお支払いには日本円、またはユーロでの銀行振込となります。日本
円でのお支払いの際の換算レートは、請求書発行日の TTS（電信売相場）の３円増しを
適用いたします。

3. クルーズ旅行適応性、妊娠、障害や歩行困難なお客様、医療補助器具について
当社は、旅客が国際、EU、国内の法規に適応し、安全に旅行できるかを判断するため、
いずれの旅客に対しても旅行が可能であることを示す医療証明書の提出を求める権利を
留保します。当社が必要と判断した際には、乗船前に健康に関する質問を行うことがで
きます。
船長または指定の医療従事者により、旅客が何らかの理由で旅行に適応しない、安全性
を脅かす恐れがある、または寄港地で上陸が認められない可能性がある、または運送人
による旅客の安全や補助が必要で本国への送還の責務を負うと判断せざるを得ない場
合、運送人または船長は以下に揚げるいずれかの処置を講ずる権利を有します。
  i) すべての港で、旅客に対して乗船拒否すること
 ii) すべての港で、旅客を下船させること
iii) 他の港や客室へ旅客を移動させること
iv) 指定の医療従事者の助言に基づき、旅客を一定の場所へ留め置くか隔離する、また
はすべての港で旅客を旅客自身の支払いにおいて医療機関へ送致すること
 v) 指定の医療従事者や船長がそれを必要な対応と判断した場合には、応急処置や投薬
や薬物治療を施す、またはすべての港で旅客を病院やそれに準ずる機関に入院させたり
留め置いたりすること
安全性や旅行への適応を重視した結果により旅客が乗船を拒否された場合、運送人は旅
客が被った損失や発生した追加支払いに対しての責務を負わず、また旅客は運送人に対
していかなる補償を求めることもできません。
客室や座席、またはサービスに関して補助を必要とする、または特別な対応を要求し、
特別な器具や装置を必要とする、もしくは医療器具を持ち込む必要のある旅客は、旅行
予約の際に事前に申告しなければなりません。個別のケアや監督を必要とする障害や歩
行困難など特別な状態である場合、それらの個別ケアや監督従事者は旅客自身が手配し、
旅客自身により支払いがなされるものとします。車椅子利用の旅客は、通常サイズで折
りたたみ可能な車椅子を自身で用意し旅行同行者の付き添いが必要となります。
妊娠中の女性はいずれの妊娠段階であっても、旅行前に医師のアドバイスを受けること
を強く推奨します。クルーズ終了時において妊娠 23 週目までの女性は、旅行可能であ
ることを示す医師の診断書の提出が必要です。運送人は安全上の理由から、クルーズ終
了時において妊娠 24 週目以上となる旅客を乗船させることはできません。

4. クルーズ代金
このパンフレット上に記載されたすべての旅行代金はユーロ表示です。また特に明記し
ない限り客室を二人で使用する場合の一人分の代金となります。
原油価格や港湾費用、為替の変動などにより、変更になる場合がございます。

5. 予約の変更
予約の変更について：予約の変更は船会社が承諾した後、以下の条件のもと、旅行者交
代を承る事ができます。旅行者交代はご旅行開始日の少なくとも 7 日前までに当社に連
絡が必要です。一人につき 120 ユーロの手数料と、変更に伴う上で、発生する全ての手
数料や追加費用が掛かります。代理参加者はこれらの予約条件および旅行予約に適用さ
れるその他の要件に同意するものとします。

6. 取消料
ご予約キャンセルの場合、以下のキャンセル料を申し受けます。お客様もしくは旅行同
行者はいつでもご旅行を取り消すことができます。ご旅行を予約されたご本人または旅
行代理店による書面にて当社へ通知の必要があります。取り消しは当社がお客様からの
書面や Eメールでの通知を受領して有効となります。
※支払期限までにご旅行代金のお支払いがなかった場合、当社より予約の取り消しを行
いますが、その場合にも適用されます。

取消料

7. 不可抗力による取り消しについて
ご旅行開始前にやむを得ない特別な状況が目的旅行先またはその付近で発生した場合、
及びご旅行内容や目的地までの運送機関の手配に多大なる影響を及ぼす状況が発生し
た場合は、お客様は取消料を支払うことなくご旅行を取り消すことが可能です。この
ような状況において当社はお客様へご旅行代金全額を返金しますが、いかなる賠償金
の支払いなど、その責は負わないものとします。不可抗力についての詳細は第 8項を
ご参照ください。

8. 不可抗力について
不可抗力とは即ち当社または本サービスの提供者が、細心の注意を払っても予見した
り回避したりすることができなかった事象を指します。この事象には、戦争や民事騒
乱の脅威、暴動、テロ活動、産業紛争、自然または原子力災害、悪天候、火災、洪水、
干ばつ、行政措置、空港および港湾規制や閉鎖、輸送機関の技術的問題、船舶のメン
テナンス、輸送機関の運行スケジュールなど当社による制御の及ばない事象が含まれ
ます。

9. お客様の責任と免責について
お客様が当社にて手配の予約をされた際には、お客様自身と同行者が適切な行動をと
る責任を受諾するものとします。お客様の行動または不作為が契約済み手配の提供に
おいて何らかの財産に損害を与えた場合、もしくは航空便またはその他の交通機関の
遅延や迂回の原因となった場合、お客様はそれら財産の所有者または航空機やその他
交通機関の運営者、またはその代理人によるいかなる請求に対しても、当社を完全に
免責とすることに同意するものとします。航空機の機長または船舶の船長は、搭乗時
または乗船時に、航空機／船舶および旅客に対して常に権限を持ちます。これにより
発生した払い戻し、補償、または費用について、当社またはサービス提供者は一切の
責任を負いません。
お客様自身のパスポート、査証、健康要件、およびその他の出入国に関する要件は、
お客様の責任で関連する大使館や領事館にてこれらを確認する必要があります。
最新の要件を満たしていないためお客様が渡航できない場合当社は責任を負いかねま
す。お客様が個人旅行の手配を行った場合は、船の出港日時や旅程の変更に関わらず
クルーズに遅れずに乗船する責任を受け入れるものとします。当社または当社やお客
様の代理となった第三者に対して支払われた金銭を当社は払い戻すことができず、ま
た何らかの理由でお客様が乗船できなかった場合には、補償またはその他の支払いを
行うことはありません。寄港地にて上陸する旅客は、船の出港時間に間に合うように
再乗船する責任があります。
当社は予定された船舶の代わりに別の船舶を代用する権利を留保します。お客様は、
クルーズの旅程や出発および到着の時刻は保証されるものではないことを認識し同意
するものとします。また、いかなる事象または当社や当社のサービス提供者による管
理が及ばない事象が理由で、遅延、旅程の変更、またはサービスの不履行があった際に、
旅客が被る損害やその他の損害賠償について当社は責任を負わないものとします。

10. 時刻、遅延、その他の旅行情報
時刻はあくまで目安であり、チケットに記載されている場合でも保証はできません。
規制当局の要件、気象条件、メンテナンスや技術的な理由、あるいは旅客がチェック
インし乗船できるように時刻が変更されることがあります。時として遅延は回避でき
ませんが、このような状況においては当社の現地係員や代理店と連携して、当社は遅
延の際にもお客様の快適さを確保するための努力を惜しみません。

11. 契約条件の有効性
これらの契約条件は 2018 年 1月から有効であり、詳細および金額は置き換えられる可
能性があります。変更は発表日以降に発生する可能性があり、また一部のホテルまた
は船舶の施設をご利用いただけなくなる場合があります。ウェブサイトには写真と地
元の野生生物の説明を掲載していますが、その目撃を保証するものではありません。

12. 法律および管轄裁判所
お客様の契約は、イギリスの法律および英国裁判所の管轄に準拠するものとします。
ただし、お客様はスコットランドまたは北アイルランドの法律と管轄を選択すること
もできます。

ここに記載の規約および条件は、英文約款を翻訳し抜粋したものです。英文の全内容はフッティルーテン公式ウェブサイト ( 英語 ) からご確認いただけます。
英文の旅客運送約款が日本語訳のものと矛盾がある場合には、前者を優先するものとします。

出航の前日より起算して 121 日前まで

出航の前日より起算して 120 日～ 91 日前まで

出航の前日より起算して 90 日～ 46 日前まで

出航の前日より起算して 45 日前以降

取消料なし
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北極線

赤道

MS ミッドナットソル

2020 年 3月 14 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€6,749 ～
南極大陸＆フォークランド諸島－南半球の冒険（北回り）
ブエノスアイレス　　　  →ウシュアイア　　→モンテビデオ

2019 年 10 月 26 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€7,061 ～
南極大陸＆フォークランド諸島－南半球の冒険（南回り）
モンテビデオ　　　　　→ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 3月 3日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€5,999 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2020 年 2月 21 日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€5,999 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2020 年 2月 10 日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€6,354 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2019 年 12 月 28 日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€料金はお問合せください
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2019 年 12 月 13 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€7,374 ～
南極大陸－ペンギンと過ごすホワイトクリスマス
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2019 年 12 月 2日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€6,886 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2019 年 11 月 21 日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€6,741 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

2019 年 11 月 10 日　12 泊 13 日　船中 11 泊　€6,886 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　  →ｳｼｭｱｲｱ  　　   →ｳｼｭｱｲｱ　　→ブエノスアイレス

MS スピッツベルゲン

2019年4月～2021年3月 コース一覧

アイコン表記のあるコースは、クルーズ代金の中に、飛行機での移動、前泊
あるいは後泊のホテル、観光などが含まれています。

クルーズ 

フライト

ホテル宿泊

船中泊

シティツアーなど

エクスカーション

オリエンテーション

　最新情報 Check!!
フッティルーテン公式ウェブサイト
https://www.hurtigruten.jp ( 日本語 )      
https://global.hurtigruten.com ( 英語 )

飛行機での移動、ホテル宿泊などがコースに含まれている場合、空港⇔港、
空港⇔ホテル、ホテル⇔港間の送迎も含まれています。

アイコンの説明
★PICK UP★

クルーズ代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は、2019 年 4 月現在の代金を反映した最安値です。
記載の内容は予告なく変更となる場合があります。詳細はフッティルーテン公式ウェブサイト ( 英語 ) でご確認ください。

　       の表記のあるコースには特におすすめのエクスカーションなどが含まれています。
　　　  1   カンゲルルススアークからアイスキャップ（氷床ツアー）へご案内します。
　　　       （バーベキューランチ、またはランチ付き）
　　　  2   サンホセかプエルトリモンからトルトウゲーロ運河クルーズへご案内します。
　　　  3   カヤオからインカ遺跡とマチュピチュへご案内します。
　　　       （リマ⇔クスコの往復飛行機、ハイラム・ビンガム列車、ホテル2泊付き）
　　　　         カヤオは首都リマにアクセスの良い港町です。

2019 年 5月 8日　10 泊 11 日　船中 10 泊　€5,905 ～
シェトランド諸島、フェロー諸島、アイスランド－バイキングの航跡 ( 西回り )
ベルゲン　　→レイキャビク

2019 年 5月 18 日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€4,373 ～
アイスランド周遊－エルフとサガ神話、火山の大地
レイキャビク　　→レイキャビク

2019 年 5月 29 日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€4,373 ～
アイスランド周遊－エルフとサガ神話、火山の大地
レイキャビク　　→レイキャビク

2019 年 6月 9日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€5,073 ～
アイスランド周遊－エルフとサガ神話、火山の大地
レイキャビク　　→レイキャビク

2019 年 6月 20 日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€5,073 ～
アイスランド周遊－エルフとサガ神話、火山の大地
レイキャビク　　→レイキャビク

2019 年 8月 29 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€7,511 ～
ノルウェー、ムルマンスク、フランツヨゼフ島－北緯 80度からロシアの北極圏へ
トロムソ　　→トロムソ

2019 年 9月 12 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€料金はお問合せください
ノルウェー、ムルマンスク、フランツヨゼフ島－北緯 80度からロシアの北極圏へ
トロムソ　　→トロムソ

2020 年 4月 23 日　13 泊 14 日　船中 13 泊　　€4,591 ～
ノルウェー、スピッツベルゲン－フッティルーテンのスポーツマンルート探検
ベルゲン         →ロングイヤービエン         →オスロ

2020 年 5月 5日　10 泊 11 日　船中 8泊 　　€4,290 ～
スヴァールバル諸島－ホッキョクグマの王国
オスロ        →ロングイヤービエン                     →ロングイヤービエン            →オスロ

2019 年 7月 1日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€5,883 ～
アイスランド、ヤンマイエン島、スピッツベルゲン－北極圏の島々の発見
レイキャビク　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 7月 11 日　9泊 10 日　船中 8泊　€9,515 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 7月 27 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€9,496 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 8月 16 日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€8,795 ～
スヴァールバル諸島＆ノルウェー周遊＆ノールカップ
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→トロムソ

2019 年 8月 6日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€7,195 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2020 年 5月 13 日　10 泊 11 日　船中 8泊 　　€4,290 ～
スヴァールバル諸島－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　      →オスロ

2020 年 5月 21 日　10 泊 11 日　船中 8泊 　　€4,890 ～
スヴァールバル諸島－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 5月 29 日　10 泊 11 日　船中 8泊 　　€4,890 ～
スヴァールバル諸島－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 6月 6日　10 泊 11 日　船中 8泊　€5,790 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 6月 14 日　10 泊 11 日　船中 8泊　€5,790 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 8月 17 日　10 泊 11 日　船中 8泊　€6,090 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 8月 25 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€5,391 ～
ノルウェー＆スピッツベルゲン－北極圏パイオニアたちの旅路
オスロ        →ロングイヤービエン                       →トロムソ

2020 年 9月 12 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€6,991 ～
フランツヨゼフ島－北緯 80度のクルーズ
トロムソ       →トロムソ

2020 年 9月 26 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€6,991 ～
フランツヨゼフ島－北緯 80度のクルーズ
トロムソ       →トロムソ

2020 年 6月 22 日　10 泊 11 日　船中 8泊　€5,790 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 6月 30 日　12 泊 13 日　船中 10 泊　€6,991 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 7月 10 日　12 泊 13 日　船中 10 泊　€6,991 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 8月 7日　12 泊 13 日　船中 10 泊　€7,391 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ

2020 年 7月 28 日　12 泊 13 日　船中 10 泊　€7,391 ～
スヴァールバル諸島周遊－究極の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　    →オスロ
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MS ロアール・アムンセン

2020 年 2月 28 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,065 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2020 年 1月 11 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,895 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2020 年 1月 27 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,688 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2020 年 2月 12 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,065 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2020 年 3月 15 日　18 泊 19 日　船中 17 泊　€8,564 ～
パタゴニア、チリアンフィヨルド、南極大陸－発見の航海（北回り）
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　　→バルパライソ

2020 年 5月 10 日　8泊 9日　船中 7泊　€2,291 ～
北米西海岸－太平洋のハイライト
サンディエゴ        →バンクーバー

2020 年 4月 4日　13 泊 14 日　船中 13 泊　€3,790 ～
チリ、ペルー－南米沿岸探検
バルパライソ　　→グアヤキル

2020 年 4月 16 日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€3,991 ～
中米－エクアドルからバハ・カリフォルニアへ
グアヤキル　　　　　  →ラパス

2020 年 5月 1日　9泊 10 日　船中 9泊　€2,490 ～
メキシコ－バハ・カリフォルニアの至宝
ラパス        →サンディエゴ

2020 年 5月 17 日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€4,891 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化
バンクーバー        →バンクーバー

2020 年 7月 8日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€5,140 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化(北回り )
バンクーバー        →スワード→アンカレッジ      

2020 年 5 月 31 日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€4,878 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化(北回り )
バンクーバー        →スワード→アンカレッジ

2020 年 6月 11 日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€4,822 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化(南回り)
アンカレッジ         →スワード       →バンクーバー

2020 年 6月 24 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,390 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化
バンクーバー        →バンクーバー 

2019 年 7 月 19 日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€5,140 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－自然、氷河そして文化(南回り )
アンカレッジ          →スワード        →バンクーバー

2020 年 8月 1日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€8,502 ～
アラスカ＆ブリッティシュコロンビア州－インサイド・パッセージ、クマとアリューシャン列島
バンクーバー         →ノーム→         バンクーバー

2020 年 8月 16 日　28 泊 29 日　船中 27 泊　€18,990 ～
北西航路－偉大なる探検家たちの航跡
バンクーバー                 →ノーム        →ハリファックス

2019 年 12 月 26 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,895 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2019 年 11 月 27 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€10,852 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2019 年 12 月 13 日　14 泊 15 日　船中 13 泊　€9,383 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸－ホワイトクリスマスの冒険
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2019 年 10 月 10 日　16 泊 17 日　船中 16 泊　€4,901 ～
アンデス地方沿岸－雨林から聳える山頂まで
プンタレーナス　　→バルパライソ

2019 年 10 月 26 日　17 泊 18 日　船中 17 泊　€11,019 ～
南極大陸、パタゴニア、チリアンフィヨルド－発見の航海（南周り）
バルパライソ　　→プンタレーナス　    →サンティアゴ

2019 年 11 月 11 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,895 ～
チリアンフィヨルド、南極大陸、フォークランド諸島－偉大なる探検者＆野生動物
サンティアゴ　　　　→プンタレーナス　　  　→プンタレーナス　　→サンティアゴ

2019 年 7月 21 日　6泊 7日　船中 5泊　€4,022 ～
ノルウェー＆スピッツベルゲン－北極圏パイオニアたちの旅路
トロムソ　　→ロングイヤービエン　　     →オスロ

2019 年 7月 26 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€5,539 ～
スヴァールバル、グリーンランド、アイスランド－究極のフィヨルドと国立公園の探検
オスロ　　     →ロングイヤービエン　　→レイキャビク

2019 年 5月 17 日　13 泊 14 日　船中 13 泊　€料金はお問合せください
ポルトガル、スペイン、フランス－隠れた入り江の探検
リスボン　　→ハンブルク

2019 年 6月 27 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€料金はお問合せください
ノルウェー－ロアール・アムンセンのノルウェー沿岸の冒険
ハンブルク　　→ハンブルク

2019 年 7月 11 日　10 泊 11 日　船中 10 泊　€5,280 ～
ノルウェー－ロアール・アムンセンのノルウェー沿岸のハイライト
ハンブルク　　→トロムソ

2019 年 8月 20 日　23 泊 24 日　船中 22 泊　€18,808 ～
北西航路－ロアール・アムンセンの足跡
コペンハーゲン　　→カンゲルルススアーク　　→ノーム　　→バンクーバー

2019 年 9月 10 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€料金はお問合せください
アラスカ＆カナダ－アリューシャン列島、クマとインサイドパッセージ
バンクーバー　　　   →ノーム　　→バンクーバー

2019 年 8月 6日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€7,204 ～
アイスランド＆グリーンランド－バイキングの遺産
レイキャビク　　→カンゲルルススアーク                  1　　         →コペンハーゲン

2019 年 5月 30 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€料金はお問合せください
ノルウェー－ロアール・アムンセンのノルウェー沿岸の冒険
ハンブルク　　→ハンブルク

2019 年 6月 13 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€料金はお問合せください
ノルウェー－ロアール・アムンセンのノルウェー沿岸の冒険
ハンブルク　　→ハンブルク

2019 年 10 月 10 日　12 泊 13 日　船中 9泊　€5,156 ～
コスタリカ、ペルー－インカの謎とマチュピチュ
プンタレーナス　　→カヤオ→リマ           3

2020 年 10 月 19 日　17 泊 18 日　船中 17 泊　€9,672 ～
南極大陸、パタゴニア、チリアンフィヨルド－発見の旅（南回り）
バルパライソ        →プンタレーナス        →サンティアゴ

2020 年 9月 13 日　7泊 8日　船中 7泊　€2,390 ～
アメリカ北東部＆カナダ大西洋岸－紅葉
ハリファックス        →ニューヨーク

2020 年 9月 20 日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€3,990 ～
カリブ海－カリブ海の小島、入江と珊瑚礁
ニューヨーク        →プエルトリモン→            ２→サンホセ

2020 年 10 月 3日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€5,091 ～
アンデス地方沿岸－ジャングルから砂漠への探訪
サンホセ         →             ２→プエルトリモン         →バルパライソ

2020 年 11 月 4日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,590 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2021 年 1月 7日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,190 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2020 年 11 月 20 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,590 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2020 年 12 月 6日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€9,190 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2020 年 12 月 22 日　17 泊 18 日　船中 16 泊　€10,190 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2021 年 1月 23 日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€10,691 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2021 年 2月 10 日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€10,691 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2021 年 2月 28 日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€10,691 ～
南極大陸、チリアンフィヨルドとフォークランド諸島－偉大なる探検者と野生動物
サンティアゴ                 →プンタレーナス             →プンタレーナス        →サンティアゴ

2021 年 3月 18 日　18 泊 19 日　船中 17 泊　€8,989 ～
南極大陸、パタゴニア、チリアンフィヨルド－発見の旅（北回り）
サンティアゴ                  →プンタレーナス               →バルパライソ

MS フラム

　最新情報 Check!!
フッティルーテン公式ウェブサイト
https://www.hurtigruten.jp ( 日本語 )      
https://global.hurtigruten.com ( 英語 )

2019 年 8 月 5日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€10,717 ～
チューレ、ディスコ湾－真夜中の太陽の探検
コペンハーゲン　    →ｶﾝｹﾞﾙﾙｽｽｱｰｸ　    →ｶﾝｹﾞﾙﾙｽｽｱｰｸ            1　　    →コペンハーゲン

2019 年 4月 3日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€料金はお問合せください
カリブ海－カリブ海の小島、入り江と珊瑚礁（北回り）
プエルトリモン　　→マイアミ

2019 年 5月 2日　10 泊 11 日　船中 10 泊　€3,373 ～
アメリカ合衆国の北東＆カナダ大西洋岸－人知れぬ港を訪ねて（南回り）
ケベック　　→ニューヨーク

2019 年 5月 12 日　9泊 10 日　船中 9泊　€4,526 ～
アメリカ合衆国の北東＆カナダ大西洋岸－カナダの沿海州を訪ねて（北回り）
ニューヨーク　　→セントジョンズ

2019 年 9月 26 日　9泊 10 日　船中 9泊　€4,526 ～
アメリカ合衆国の北東＆カナダ大西洋岸－カナダの沿海州を訪ねて（南回り）
セントジョンズ　　→ニューヨーク

2019 年 5月 26 日　9泊 10 日　船中 9泊　€4,373 ～
アイスランド、ヤンマイエン島、スピッツベルゲン－北極の島々の発見
レイキャビク　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 9月 12 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€9,662 ～
グリーンランド、ニューファンドランド、ラブラドール－手つかずの自然と国立公園
コペンハーゲン　　→カンゲルルススアーク　　→セントジョンズ

2019 年 8月 19 日　13 泊 14 日　船中 12 泊　€11,095 ～
北西航路－偉大なる探検家たちの航跡（西回り）
コペンハーゲン　    →ｶﾝｹﾞﾙﾙｽｽｱｰｸ　   →ケンブリッジベイ　   →エドモントン

2019 年 6月 19 日　9泊 10 日　船中 8泊　€5,904 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 6月 27 日　14 泊 15 日　船中 13 泊　€8,592 ～
スヴァールバル諸島、ヤンマイエン島、アイスランド－北極圏の島々の探検
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→レイキャビック

2019 年 6月 11 日　9泊 10 日　船中 8泊　€6,069 ～
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 6月 3日　9泊 10 日　船中 8泊　€料金はお問合せください
スヴァールバル諸島周遊－ホッキョクグマの王国
オスロ　　→ロングイヤービエン　　　　　→ロングイヤービエン　　→オスロ

2019 年 4月 21 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€料金はお問合せください
アメリカ合衆国の北東＆カナダ大西洋岸－人知れぬ港を訪ねて（北回り）
ニューヨーク　　　　　→ケベック

2019 年 8月 30 日　14 泊 15 日　船中 12 泊　€12,500 ～
北西航路－偉大なる探検家たちの航跡（東回り）
エドモントン　　　    →ケンブリッジベイ　　→ｶﾝｹﾞﾙﾙｽｽｱｰｸ                1　　      →コペンハーゲン

2019 年 7 月 11 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€6,967 ～
アイスランド＆グリーンランド－バイキングの遺産
レイキャビク　　→カンゲルルススアーク            1　　 　 →コペンハーゲン

クルーズ代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は、2019 年 4 月現在の代金を反映した最安値です。
記載の内容は予告なく変更となる場合があります。詳細はフッティルーテン公式ウェブサイト ( 英語 ) でご確認ください。
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　最新情報 Check!!
フッティルーテン公式ウェブサイト
https://www.hurtigruten.jp ( 日本語 )      
https://global.hurtigruten.com ( 英語 )

MS フラム MS フリチョフ・ナンセン

2019 年 10 月 31 日　18 泊 19 日　船中 18 泊　€8,721 ～
パタゴニア、チリアンフィヨルド、南極大陸－南方ハイライト探検（南周り）
バルパライソ　   →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2019 年 12 月 8日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,135 ～
フォークランド諸島、サウスジョージア島、南極大陸－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2019 年 12 月 29 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€13,163 ～
フォークランド諸島、サウスジョージア島、南極大陸－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 1月 19 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,143 ～
フォークランド諸島、サウスジョージア島、南極大陸－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 2月 9日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,143 ～
フォークランド諸島、サウスジョージア島、南極大陸－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 3月 1日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€8,748 ～
南極大陸、サウスジョージア島、フォークランド－探検家たち、皇帝ペンギンと野生動物
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →モンテビデオ

2019 年 11 月 17 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€11,901 ～
フォークランド諸島、サウスジョージア島、南極大陸－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　 →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2019 年 10 月 15 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€4,594 ～
アンデス地方沿岸－ジャングルから砂漠への探検
サン・ホセ　　→             2 →プエルトリモン　　→バルパライソ

2019 年 10 月 15 日　13 泊 14 日　船中 9泊　€5,189 ～
コスタリカ＆ペルー－インカ帝国の謎とマチュピチュ
サン・ホセ　　→            2 →プエルトリモン　　→カヤオ→リマ           3 

2020 年 6 月 15 日　8泊 9日　船中 8泊　€3,955 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 7月 1日　8泊 9日　船中 8泊　€3,990 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 7月 9日　8泊 9日　船中 8泊　€3,990 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 7月 17 日　8泊 9日　船中 8泊　€3,990 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 7月 25 日　10 泊 11 日　船中 10 泊　€4,590 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 8月 4日　10 泊 11 日　船中 10 泊　€4,990 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 8月 14 日　18 泊 19 日　船中 17 泊　€13,308 ～
北西航路－偉大なる探検家たちの航跡（西回り）
レイキャビク        →ケンブリッジベイ         →エドモントン

2020 年 6月 23 日　8泊 9日　船中 8泊　€3,583 ～
アイスランド周遊－妖精と神話と火山の大地
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 9月 25 日　15 泊 16 日　船中 14 泊　€3,790 ～
カリブ海－カリブ海の小島、入江と珊瑚礁
ニューヨーク       →プエルトリモン→           ２→サンホセ

2020 年 10 月 24 日　18 泊 19 日　船中 18 泊　€9,651 ～
南極大陸、パタゴニア、チリアンフィヨルド－南部のハイライト探検（南回り）
バルパライソ       →ウシュアイア         →ブエノスアイレス

2020 年 11 月 10 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€11,690 ～
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 12 月 1日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€11,690 ～
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 12 月 22 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,190 ～　
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2021 年 1月 12 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€14,060 ～　
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 10 月 8日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€4,891 ～
アンデス地方沿岸－ジャングルから砂漠への探訪
サンホセ         →             ２→プエルトリモン         →バルパライソ

2020 年 9月 18 日　7泊 8日　船中 7泊　€2,290 ～
アメリカ北西部とカナダ大西洋岸－紅葉
ハリファックス        →ニューヨーク

2020 年 8月 30 日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€14,394 ～
北西航路－偉大なる探検家たちの航跡（東回り）
エドモントン                →ケンブリッジベイ        →ハリファックス

2021 年 2月 2日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,190 ～
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2021 年 3月 16 日　19 泊 20 日　船中 18 泊　€9,191 ～
南極大陸、パタゴニア、チリアンフィヨルド－南部のハイライト探検（北回り）
ブエノスアイレス                →ウシュアイア              →バルパライソ

2021 年 2月 23 日　22 泊 23 日　船中 21 泊　€12,190 ～
南極大陸、フォークランド諸島、サウスジョージア島－究極の探検
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　  →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2019 年 10 月 5日　11 泊 12 日　船中 11 泊　€3,123 ～
カリブ海－カリブ海の小島、入り江と珊瑚礁
ニューヨーク　　→プエルトリモン

2019 年 10 月 8日　8泊 9日　船中 7泊　€2,874 ～
カリブ海－カリブ海の小島、入り江と珊瑚礁
マイアミ　　　　　→プエルトリモン

2020 年 4月 1日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€4,309 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 5月 13 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,065 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 6月 10 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,490 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 6月 24 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,690 ～
アイスランド－アイスランド探検（北回り）
ハンブルク        →レイキャビク

2020 年 7月 8日　15 泊 16 日　船中 15 泊　€7,664 ～
ディスコ湾－グリーンランドの中心
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 7月 23 日　15 泊 16 日　船中 15 泊　€7,197 ～
ディスコ湾－グリーンランドの中心
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 8月 7日　15 泊 16 日　船中 15 泊　€6,990 ～
ディスコ湾－グリーンランドの中心
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 5月 27 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,533 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 4月 29 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€4,633 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 4月 15 日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€4,309 ～
ノルウェー－フィヨルドとノールカップ探訪
ハンブルク       →ハンブルク

2020 年 8月 22 日　15 泊 16 日　船中 15 泊　€7,010 ～
ディスコ湾－グリーンランドの中心
レイキャビク        →レイキャビク

2020 年 9月 6日　14 泊 15 日　船中 14 泊　€5,190 ～
アイスランド－アイスランド探検（南回り）
レイキャビク       →ハンブルク

2020 年 10 月 21 日　18 泊 19 日　船中 17 泊　€9,291 ～
南極大陸ー南半球の冒険（南回り）
モンテビデオ                      →ウシュアイア         →ブエノスアイレス

2020 年 11 月 7日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€7,304 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　      →ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 11 月 17 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€6,590 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 11 月 27 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€6,867 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 12 月 7日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€7,005 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 9月 22 日　12 泊 13 日　船中 12 泊　€3,287 ～
ヨーロッパ大西洋沿岸－文化的なハイライト
ハンブルク       →リスボン

2020 年 12 月 17 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€7,005 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2021 年 1月 16 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€6,990 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2020 年 12 月 27 日　11 泊 12 日　船中 10 泊　€6,990 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2021 年 2月 15 日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€9,190 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

2021 年 3月 17 日　18 泊 19 日　船中 17 泊　€9,290 ～
南極大陸－南半球の冒険（北回り）
ブエノスアイレス　　            →ウシュアイア　　　   →モンテビデオ

2021 年 3月 2日　16 泊 17 日　船中 15 泊　€9,190 ～
南極大陸－凍てつく大陸のハイライト
ブエノスアイレス　　　　→ウシュアイア　　　     →ウシュアイア　　→ブエノスアイレス

クルーズ代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は、2019 年 4 月現在の代金を反映した最安値です。
記載の内容は予告なく変更となる場合があります。詳細はフッティルーテン公式ウェブサイト ( 英語 ) でご確認ください。
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