
Information

船内インフォメーションクルーズ・
インフォメーション

本クルーズ旅行を購入することにより本契約書の条項に同意したものとみなされます。
事業者によるいずれかの条項に同意できない場合、クルーズに参加することができ
ません。

運賃
クルーズ代金の通貨単位は米ドルで、客室の相部屋使用を前提としています。クルーズ代金
は、出発日の時点で想定される燃料費に一日当たり必要な燃料の最大値を乗じた金額を基
に算出されています。ポセイドン・エクスペディションズ（以下「事業者」といいます。）を屋号
として営業するポセイドン・アークティック・ボエージ社は、燃料費が高騰した場合、クルーズ
代金に燃料サーチャージを追加する権利を有します。事業者は燃料費の増加分のみを補填
するためのみに代金を追加しますが、その際にはエージェントに速やかに通知し、旅客は通
知から14日以内であれば違約金を払うことなく予約をキャンセルすることができます。

予約
ご予約の時点で、一人あたり公表されているクルーズ代金の20％相当額を前払い金として
支払い、残金を出航日の90日前までに支払う必要があります。出航前90日を切って予約さ
れる場合は全額を支払う必要があります。

宿泊設備
クルーズ代金は米ドルで提示されており、旅客が客室をシェアすることが前提となっていま
す。トリプル客室（3人部屋）は、同性の単身旅行者又は3人でのグループ旅行者にのみ提供
されます。3人用あるいは2人用の相部屋利用で予約された旅客は、クルーズ出航前に前泊
するホテルでも3人利用の相部屋となります。

支払
クルーズ代金は、日本円でお支払いいただきます。
申込金のお支払は、クレジットカードでのお支払はできません。為替レートは、請求書発行日
の銀行キャッシュセリングレートを（CASH S.）を適用いたします。

予約のキャンセルと払い戻し
キャンセルの連絡は、文書にてお願いいたします。出発日の121日前までにキャンセルされ
た場合は、一人あたり750米ドルのキャンセル料が発生します。出発日の120日前から91日
前までの期間にキャンセルされますと、一人あたり代金の20％のキャンセル料が発生しま
す。 出発日の90日前以内でキャンセルの場合は旅行代金の全額を支払うものとします。

※50イヤーズ・オブ・ヴィクトリー「北極点到達の船旅」の場合、出発日121日前までにキャンセ
ルされた場合は、一人あたりクルーズ代金の5%のキャンセル料が発生します。詳細は裏表
紙をご参照ください。

クルーズのキャンセル
ポセイドン・エクスペディションズ社（以下「事業者」といいます。）を屋号として営業するポセ
イドン・アークティック・ボエージ社は、出航日の8週間前までに予約の不備を理由とする出発
の取り消しを行う権利を有します。この際、旅客は代替クルーズ日程を提示される場合があ
ります。出航日当日までに、天災や政府及び行政当局による判断を含む事業者の支配が及ば
ない事由によりクルーズの実施が妨げられる場合、いつでも出航をキャンセルする権利を有
します。

出発日前にクルーズがキャンセルされた場合、事業者は支払いを受けた代金全額を払い戻
します。航行中にクルーズが中断された場合は、事業者は支払いを受けた代金の按分額を
払い戻します。

事業者又はそのエージェントは、航空機やその他のサービスのキャンセルに関連する費用や
違約金について責任を負いません。また、天災や事業者の制御が及ばない事由により提供
ができなくなったサービスや宿泊設備について、責任を負いません。

予約の移行と参加者の変更
出発日の90日前までの、同一旅客いついての予約の移行は、空きがある限りにおいて無料
で行うことができます。直接許諾することによって、また限定的に、予約の名前の変更は一
人当たり300米ドルにて可能です。

アップグレード
使用可能な空室の回転率の最大化のために、旅客はよりグレードの高い客室にアップグレー
ドされることがあります。これらの要請がないアップグレードは、無料で行われますが、他のグ
レードの客室を確保する必要がある場合で高いグレードの客室に空室がある場合にのみ要
請なしで行われます。いずれにしても、事前の通知なしでアップグレードが行われることはあ
りません。

シングル利用
「メインデッキとクラシック、スーペリア」の客室タイプは、170％でシングル利用が可能で
す。「デラックスとプレミアム、オーナーズ」の客室タイプは、クルーズ代金の200％でシング
ル利用が可能です。

相部屋利用
「トリプルとメインデッキ、クラシック、スーペリア」の客室タイプのみ、客室の相部屋利用が
可能です。

子供
基本的に12歳以上のお子様のみが事業者のクルーズにご参加いただけます。ただし、8歳
から11歳のお子様については、審査を行って個別に参加を許可する場合がございます。

船上での言語
全てのクルーズにおいて使用される言語は英語とドイツ語とします。その他の言語を話すグ
ループがいる場合、事業者は、多言語を話せるスタッフを使って打ち合わせや説明会におい
てサポートします。クルーズごとにスタッフは変わりますので、予約の際にご確認ください。

船上での権限
全ての旅客は、船長又はエクスペディション・チームによる指示や規則に従うものとします。

船内での支払い
使用通貨は米ドルとします。出発前のデポジットによる勘定を利用することが可能です。お支
払いは現金又はクレジットカード（ビザ及びマスター・カード）が利用できます。

旅行日程
ポセイドン・エクスペディションズ社の船長とエクスペディション・チームはクルーズを旅程表
通りに遂行する最大限の努力を尽くします。しかし、予定される上陸地点やツアーを含む極
地圏での旅程は天候や氷の状態に大きく左右されます。時によっては、天候や安全面での懸
念によってやむなく旅程を変更する必要があります。船長とエクスペディション・チームは、旅
客に最新の情報を提供しながら、もともとの予定に対する最善の代替案を模索する最大の
努力を適宜尽くします。旅程の変更は、旅客の許諾や同意を必要としないものとし、実施され
た場合は、払い戻しや価格調整は行われないものとします。事業者は、予約を確定した時点
で、旅程の変更の可能性に同意したものとみなします。

写真と動画
事業者は、航海中に撮影された旅客の肖像写真や動画を、自社及び販売代理店の宣伝用途
に使用する権利を有します。写真や動画を使用されたくない旅客は、出航前に事業者及び
エージェントに対して名乗り出ていただけますようお願いいたします。

喫煙
船内での喫煙は禁止されています。客船の屋外の屋根がある所定の場所に喫煙エリアを用
意しております。

アルコール類
船内のバーにおいてアルコール類を提供いたします。事業者は泥酔状態にあると判断され
た者に対してお酒の提供を拒否する権利を有します。

参加資格
極地圏へのクルーズで特定の肉体的な要件はありませんが、それでも地球上の辺境地へク
ルーズのため、医療上あるいは健康上の問題を抱える旅客はこの種類のエクスペディショ
ン・クルーズには向かない場合もあり、適切な対応策を講じるようお薦めします。事業者の医
療情報書類にはそのような疾病を幾つか列挙しています。

出発前の必要書類
乗船前に、特定の旅客情報が旅客の安全のためだけでなく、国際的な報告規定上必要とな
ります。事業者によって提供される書類の必要事項を全て記入のうえ出発の最低でも60日
前までに事業者の手元に到着している必要があります。この書類を提出していない旅客に
対しては最終書類を発行することができません。

旅客の医療情報
全ての旅客は事業者に対して基本医療情報を出航前までに提供する必要があります。この
情報を受け取った後に、特定の健康状態によっては、北極及び南極へのエクスペディション・
クルーズに参加が可能であることを証明した旅客の掛かりつけの医師による追加の書類が
必要となる場合があります。追加の診断書が要求された場合、その書類を事業者が受け取っ
ていない限り乗船は許可されないものとします。事業者は、妊婦に関する規定を定めてお
り、医師による明示的な許可があり、所定の免責同意書に署名した女性の旅客は歓迎しま
す。船のオーナー、航空会社、バス会社、ホテルなどの事業者が独自に定める妊婦に関する
規定が適用される場合があります。提供された医療情報は、必要に応じて指定されたポセイ
ドン・エクスペディションズ社のスタッフに開示されることにご留意ください。

基本的に航海に問題がない場合でも環境条件によっては一定のレベル以上の基礎体力およ
び運動性が求められる場合があることをご了承下さい。このような場合、旅客によっては船
長、エクスペディション・リーダーもしくは船医により当該上陸行動への参加が制限されるこ
とがあります。

旅行保険
全ての旅客は、有効な旅行保険に加入している必要があります。旅行保険は、医療保険及び
緊急避難保険に加えて旅行キャンセル保険及び旅行中断保障も含む必要があります。南極
圏からの緊急避難には$150,000まで掛かる場合があり、この金額を下回ることのない保
障額の保険への加入をお勧めします。出発前の必要書類として、事業者は、旅客が加盟して
いる旅行保険会社名及び保険証券番号、さらに24時間連絡可能な電話番号の提出をお願
いしています。

全ての提示金額はクルーズに係る代金のみです。陸上でのエージェントが追加のホテル宿
泊、個人の移動手段や陸上でのツアーなどの手配をお手伝いします。

責任
本エクスペディション・クルーズの予約時に申込金又はクルーズ代金全額の支払いを行った
時点で本契約の全条項に同意したものとみなします。

事業者又はそのエージェントは、航空機やその他のサービスのキャンセルに関連する費用や
違約金について責任を負いません。また、天災や事業者の支配が及ばない事由により提供
ができなくなったサービスや宿泊設備について、責任を負いません。

事業者は、旅行業の資格を保有し、極地圏への航海を自ら企画運営する認定業者です。事
業者は、現地事業者及び航空輸送業者や海上輸送業者と連携して各種サービスを提供して
います。同様に、各指定業者は輸送キャリア、ホテル、地上輸送業者その他のツアーに関係
するサービス提供者（以下、「その他提供者」という）の代理人としてのみ業務を行い、これ
らその他提供者はそれぞれの提供するサービスにのみ義務と責任を持つものであります。各
輸送業者で使用される旅客券のみが当該輸送業者と旅客との間の契約関係を構成し、当該
旅客が自社の運輸機関に乗っていない間のいかなる作為または不作為や事故に対しても当
該輸送業者は責任を負いません。

事業者及びその指定業者は以下の場合、免責されるものとします：

旅客は、上記のような損失、損害や死亡傷害を被った際、事業者に対する請求権を放棄する
ものとします。事業者は、予測不可能な事由や天災による旅程の変更が発生した場合、旅客
が被った費用に対して責任を負わず、また、払い戻しや価格調整に応じることはできません。

事業者のクルーズを予約することで、旅客は、自身もしくは他の旅客に対する危険を生じさ
せるような精神的、肉体的、その他の疾患や障害を持たないことを保証するものとします。事
業者及びその指定業者は独自の裁量で旅客の参加を認め、または拒否し、あるいは排除す
る権限を保有するものとします。また、事業者は違約金を支払うことなく、自らの裁量により、
必要に応じて、もしくは旅客の快適性、利便性や安全の確保のために、いつでも発表された
旅程表への変更を行う権利を有するものとします。

旅客は、船にペットや動物、銃器、可燃物、危険物、規制薬物、禁止物質、麻薬、密輸品その
他訪問予定の国や港で禁止されている物品を持ち込むことはできません。

手荷物や個人携行品は常に旅客の責任において管理してください。

紛争の解決
クルーズで提供されるサービスの受容が旅客による本契約書の条項への同意を構成しま
す。事業者への申込金の支払いによって支払者は本契約の条項に拘束されることに同意し
たことになります。

 尚、５０イヤーズ・オブ・ヴィクトリーの旅行条件書については、お問い合わせください。

この旅行条件書は、「ポセイドン・エクスペディションズ社の条件書（英文）を日本語に翻訳
したものです。すべてにおいて「ポセイドン・エクスペディションズ社の条件書（英文）」が優
先します。

■ 船内のレストラン
船内でのレストランは、入れ替え無しの1回制で、テーブルは自由席です。

■ 一日のお食事
一日のお食事は、アーリーライザー、朝食、昼食、アフタヌーンティー、夕食です。お食事は、朝
食と昼食は、ビュッフェスタイルのお食事です。夕食はコース料理をご用意いたします。メイン
コースには、お魚料理やお肉料理、パスタ料理、ベジタリアン料理などバラエティ豊かなお食
事をご用意致しておりますのでお肉が苦手な方でも楽しくお召し上がりいただけます。

■ 船内の温度
船内のパブリックスペースの温度は、23～24度に調整されておりますので快適にお過ご
しいただけます。

■ 温度調節装置
各客室には、温度調節装置が備わっておりますので、各客室にても温度調整が可能です。
但し、50イヤーズ・オブ・ヴィクトリーには冷房設備はありません。窓の開閉で調節下さい。

■ 船内での服装
カジュアルで快適な服装でお過ごしください。ディナーの時間を含み、カジュアルな服装が一
般的です。ウエルカム・カクテルやフェアウエル・カクテルも催されますが、フリースやセーター
など自由な服装でご参加いただけます。

■ 靴
船内では、履きなれた靴あるいはスニーカーが便利です。

■ 船内の電圧とコンセント
船内の電圧は、220V（50Hz）でコンセントは2本の丸ピン（Cタイプ）です。

■ 客室のアメニティ
バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル、ヘアードライヤー、ハンドソープ、シャンプー、ボデ
ィーローション（パジャマ、歯磨き＆髭剃りセットはお客様ご自身にてご用意ください。）

■ バスルームのシャワー・ノズル
バスルームのシャワー・ノズルは、取り外し可能なタイプです。

■ トイレ
航空機と同じバキューム式です。（シャワー・トイレではありません）

■ 船内通貨
船内の通貨は米国ドルです。現金やクレジットカード（ビザ、マスター）をご利用いただけます。

■ 船内チップ
キャビン・スチュワーデスやレストラン・ウエイターなどの船内チップは、クルーズ代金には含
まれておりません。下船日の前日にレセプションにて、現金又はクレジットカードでご精算くだ
さい。尚、船内チップの目安は、以下の通りです。
● シー・スピリット利用のクルーズの場合：お一人様1日あたりUS$20です。
● 50イヤーズ・オブ・ヴィクトリー利用のクルーズの場合：お一人様1日あたりUS$24です。

■ ランドリー
船内にはセルフ・ランドリーの設備はありませんが、有料でクリーニングを依頼する事が可能
です。尚、ドライ・クリーニングの設備はございません。

■ 理容・美容室
船内には、理容・美容室はございませんので、整髪料、ブラシ等はご自身にてご用意ください。

■ 医療施設
船内のクリニックには医師が常駐しております。一般的な医薬品は常備していますが、持病な
どによる特定の薬は用意出来かねますので、お客様ご自身にてご用意ください。尚、船内での
医療費は無料です。

■ 通信衛星システム
船内では、通信衛星を利用した国際電話、E-mail（英語）を有料でご利用いただけます。

■ オープンブリッジ（操舵室）
特別な場合を除き、24時間自由にブリッジから見学できます。

■ 禁煙ポリシー
船内の客室およびパブリックスペースでは禁煙となっております。喫煙は、屋外の指定された
場所でのみ可能です。上陸観光の際には、極地の貴重な自然を守るため禁煙となります。

■ アルコール飲料及びソフトドリンク
アルコール及びソフトドリンク等の飲料はクルーズ代金には含まれておりません。別途代金に
てお楽しみください。

■ 船内新聞
船内新聞は、客室及びパブリックスペースのテレビモニターでご確認ください。

■ ギフトショップ
船内には小さいながら、ギフトショップがあり、フリースや帽子、絵葉書などを販売しています。

（※1）50イヤーズ・オブ・ヴィクトリーの「ジュニア・スイート、グランド・スイート、ヴィクトリー・スイート、ア
ークティカ・スイート」客室には、金庫が備わっています。（スタンダード・ツイン及びミニ・スイート
客室には金庫の設備がありませんので、パーサーにお預けください）

（※2）50イヤーズ・オブ・ヴィクトリーのスイート客室には、冷蔵庫が備わっていますが、スタンダード・ツ
インにはありません。

■ 金庫と冷蔵庫
客船名

シー・スピリット
50イヤーズ・オブ・ヴィクトリー

金庫
有

※1

冷蔵庫
有

※2

●船内では、突然の揺れに対処出来るよう、必ず「手すり」に掴まりながら移動してください。

ポセイドン社の客船は、小型の耐氷船ですから、入り
組んだ水路でも航行でき、よりすばらしい極地クル
ーズをお楽しみいただけます。

小型船ならでは機動力

天候と氷の状況が許せば、午前と午後の2回、上陸観光
やゾディアッククルージングをお楽しみいただけます。

毎日2回の観光を予定

エクスペディション・チームや専門講師による野生生物
や探検の歴史、氷などバラエティ豊かなレクチャーを
予定しています（英語でのご案内となります）

レクチャー

通常の客船では、なかなか訪れる事のできない操舵
室は、特別な場合を除き、24時間お客様に開放して
います。

操舵室は（ブリッジ）は、24時間開放

ゾディアックボートを搭載していますので、上陸観光や
ゾディアッククルージングをお楽しみいただけます。

ゾディアックボート

上陸回数を確保しながら、時間を無駄にすること無く
ご案内いたします。1回の上陸時間は、2～3時間です
から、ゆっくりと見学する事ができます。

ゆとりある上陸観光

50イヤーズ・オブ・
ヴィクトリーには、ヘ
リコプターが搭載さ
れていますので、遊
覧飛行や海が氷に
覆われていてゾディ
アックボートを利用
する事ができない
場合には、陸上への
移送も行います。

ヘリコプター

極地に関する知識と経験が豊富なエクスペディション・
チームが極地の素晴らしい世界を安全で快適にご案
内致します。

エクスペディション・チーム

（A）他の業者により提供された航空機、船舶や車両の欠陥を含む作為または不作為により
旅客が直接的、間接的な損害、損失や死亡傷害を被った場合

（B）政府機関及びその関係機関による法律、規制、作為または不作為、要求、命令や妨
（C）ストライキ、火災、洪水、戦争、暴動、テロ行為、内乱、疫病、検疫、伝染病、盗難その他

事業者の支配の及ばないあらゆる事由を原因とする遅延、キャンセルまたは中断によっ
て旅客が損失や損害を被った場合

※インフォメーションは変更になる場合もあります。予めご了承ください。
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