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トリプル オーナーズ シングル

3人部屋 スイート 割引

通常料金 15,895 22,995 21,995 28,595 30,595 33,195
SGL追加代金

無料
割引 なし -35% -35% -40% -40% -40%

割引後料金 $15,895 $14,947 $14,297 $17,157 $18,357 $19,917

通常料金 15,895 22,995 21,995 28,595 30,595 33,195
SGL追加代金

無料
割引 なし -35% -35% -40% -40% -40%

割引後料金 $15,895 $14,947 $14,297 $17,157 $18,357 $19,917

通常料金 13,795 20,395 19,395 24,995 27,095 29,095
SGL追加代金

無料
割引 なし -35% -35% -40% -40% -40%

割引後料金 $13,795 $13,257 $12,607 $14,997 $16,257 $17,457

通常料金 13,795 20,395 19,395 24,995 27,095 29,095
SGL追加代金

無料
割引 なし -35% -35% -40% -40% -40%

割引後料金 $13,795 $13,257 $12,607 $14,997 $16,257 $17,457

通常料金 13,795 20,395 19,395 24,995 27,095 29,095
SGL追加代金

無料
割引 なし -45% -45% -45% -45% -45%

割引後料金 $13,795 $11,217 $10,667 $13,747 $14,902 $16,002

トリプル オーナーズ

3人部屋 スイート

通常料金 11,295 14,495 15,495 16,695 17,695 17,695 23,095 24,695

割引 なし -25% -25% -25% -35% -35% -35% -35%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $11,295 $10,871 $11,621 $12,521 $11,502 $11,502 $15,012 $16,052

通常料金 12,895 16,695 17,195 18,795 19,795 19,795 26,195 27,895

割引 なし -35% -35% -35% -40% -40% -40% -40%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $12,895 $10,852 $11,177 $12,217 $11,877 $11,877 $15,717 $16,737

通常料金 12,295 15,895 16,395 17,895 18,895 18,895 24,995 26,595

割引 なし -35% -35% -35% -40% -40% -40% -40%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $12,295 $10,332 $10,657 $11,632 $11,337 $11,337 $14,997 $15,957

通常料金 14,995 19,295 20,395 21,995 22,995 22,995 30,995 33,295

割引 なし なし なし なし なし なし なし なし

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $14,995 $19,295 $20,395 $21,995 $22,995 $22,995 $30,995 $33,295

通常料金 9,695 12,295 13,295 14,295 14,795 14,795 19,895 21,495

割引 なし -35% -35% -35% -40% -40% -40% -40%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $9,695 $7,992 $8,642 $9,292 $8,877 $8,877 $11,937 $12,897

トリプル シングル丸窓 ★シングル ★ツイン バルコニー

3人部屋 1人部屋 窓の視界悪 窓の視界悪 スイート

通常料金 11,895 20,895 20,895 17,195 18,295 20,395 21,395

割引 なし なし なし -35% -35% -40% -40%

割引後料金 $11,895 $20,895 $20,895 $11,177 $11,892 $12,237 $12,837

南極半島 11日間 通常料金 8,695 15,295 15,295 12,795 13,295 14,795 15,895

日本人通訳乗船 割引 なし なし なし -35% -35% -40% -40%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $8,695 $15,295 $15,295 $8,317 $8,642 $8,877 $9,537

通常料金 8,995 15,995 15,995 13,395 13,995 15,495 16,695

南極半島 11日間 割引 なし なし なし -35% -35% -40% -40%

日本人エクスペディション・スタッフ乗船 割引後料金 $8,995 $15,995 $15,995 $8,707 $9,097 $9,297 $10,017

トリプル デラックス オーナーズ ウルトラ ソロパノラマ トランスファー

3人部屋 バルコニー スイート スイート 1人部屋 パッケージ

通常料金 19,895 26,595 29,095 34,195 35,695 38,295 47,495 52,595 28,095 995

割引 なし -35% -35% -40% -40% -40% -40% -40% なし なし

割引後料金 $19,895 $17,287 $18,912 $20,517 $21,417 $22,977 $28,497 $31,557 $28,095 $995

お問合せ先

2023年02月04日 02月17日 南極圏と南極半島 14日間 ウシュアイア ウシュアイア

ベランダ スーペリア デラックス

クォーク社　2022-23年 南極クルーズ　最終セール一覧
割引適用期限：2023年4月3日

客船名 出発日 終了日 コース（クリックでコース詳細ページへリンクします） 集合地 解散地 料金（US$） インフィニティ

2023年02月16日 03月01日 南極圏と南極半島 14日間 ウシュアイア ウシュアイア

2023年03月03日 03月10日
ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間
プンタアレナス プンタアレナス

2023年03月08日 03月15日
ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間
プンタアレナス プンタアレナス

2023年03月13日 03月20日
ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間
プンタアレナス プンタアレナス

スイート料金（US$） ローワー丸窓 メイン丸窓 メイン角窓 スーペリア デラックス客船名 出発日 終了日 コース（クリックでコース詳細ページへリンクします） 集合地 解散地

2023年02月08日 02月15日 プンタアレナス プンタアレナス

2023年02月13日 02月20日 プンタアレナス プンタアレナス

ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間

ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間

2023年02月18日 02月25日 プンタアレナス プンタアレナス

2023年02月23日 03月05日 プンタアレナス プンタアレナス

ドレーク海峡を空路で越える

南極半島 8日間

ドレーク海峡を空路で越える

南極圏と南極半島 11日間

スイート

2023年03月06日 03月16日 ウシュアイア ウシュアイア

客船名 出発日 終了日 コース（クリックでコース詳細ページへリンクします） 集合地

南極半島 11日間

ウシュアイア

2023年02月26日 03月08日 ウシュアイア
ウシュアイア

解散地 料金（US$） ツイン角窓

客船名 出発日 終了日 コース（クリックでコース詳細ページへリンクします） 集合地

2023年02月14日 02月27日 南極圏と南極半島 14日間 ウシュアイア

更新日：2023年1月4日

株式会社クルーズライフ

E-mail: contact@cruiselife.co.jp  TEL: 03-6228-3981

ワールド・エクスプローラー

オーシャン・アドベンチャラー

オーシャン・ダイヤモンド

2021年就航

ウルトラマリン
2023年02月28日 03月15日 サウスジョージア島と南極半島 16日間 ブエノスイアレス ブエノスアイレス

・適用期限までに、申込書と申込金が必要です。

・シングル追加代金割引は通常料金が適用されます（クルーズ代金割引と併用できません）

・クォーク社の判断により割引内容の変更、早急終了する場合があります。

・客室タイプにより、すでに満室になっている場合があります。

・上記料金は2名様1室利用のお一人様料金です（トリプルとソロは除く）　相部屋設定もあります。

解散地 料金（US$） エクスプローラー バルコニー テラス ペントハウス

2023年03月07日 03月17日 ウシュアイア
ウシュアイア
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