
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 最果ての場所が今、目の前に - 

ル・コマンダン・シャルコー 南極クルーズコース 2021-2022 

 

南極半島を越え、浮氷に覆われた海域へ。 

静寂に満ちた夢のような美しい風景と出会いながら、白い大陸を探検する旅へ。 

危険でありながら荘厳な、まだほとんど訪れられていない場所で、 

新しい次元の船旅が始まる。 

自然の持つ強靭さと力、同時に、計り知れないもろさを、目の前にはっきりと感じ取る

ことができる冒険旅行である。 

 

 

皇帝ペンギンをはじめとした、氷に閉ざされた南極の 

厳しい自然環境で生きる、多様な野生生物たちとの出会い 

 

面積数千㎡におよぶ氷山、5,000m の高さに達する

山々、大陸のほぼ全域を覆う、数千 km の厚さを持つ氷

床、巨大な棚氷、世界最大の氷山…絶大なスケールで迫

る自然の造形 

 

南極探検の幕開けから 1世紀が経つ現在も、氷に覆われ

多くの謎に満ちたままの南極の、通常の船では到達不可

能な海域への航行を通じた、船旅と科学研究のコラボレ

ーション 
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南極圏 ベリングスハウゼン海と皇帝ペンギン 
The Emperor Penguins of Bellingshausen Sea 

プエルトモント – ウシュアイア 

2021年 11月 1日発（18泊 20日） 

【ハイライト】 

●皇帝ペンギンのコロニーに接近でき

る大変貴重な機会。南半球の冬の終

盤にあたるこの時期には、親ペンギン

とヒナが一緒に集まる姿を見られる。 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●ナチュラリストガイドによるレクチャ

ーと解説 

●南極圏内の 2つの島を訪れる 

●ハイキング 

●風景：氷河、氷山、分厚い浮氷、棚

氷 

●野生生物：皇帝ペンギン、ザトウク

ジラ、ジェンツーペンギン、ウェッデル

アザラシ 

●多数のアクティビティー 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – プエルトモント） 

プエルトモントを出港 

2-4日目：洋上 

5日目：南極線を通過（南極圏突入） 

6日目：洋上 

7-8日目：シャルコー島への探検 

9-10日目：ピーター1世島への探検 

11-12日目：イングリッシュコースト（皇帝ペンギン探索） 

13日目：マルグリット湾 

14日目：ストニントン島、プルクワパ島 

15日目：ガレット、デタイエ島 

16日目：洋上 

17-18日目：ドレーク海峡通過 

19日目：ウシュアイアに到着 

フライト（ウシュアイア – サンティアゴ） 

 

MEMO： シャルコー島、ピーター1 世島

まで到達し、べリングスハウゼン海を航

行することができる。ほぼ一年中浮氷に

覆われているこの海を訪れることは容易

でなく、これまでほとんど探索されていな

い。そのおかげで、南極の固有種であ

り、南極でも出会うことが難しい皇帝ペン

ギンの巨大コロニーが存在する。南半球

が春を迎えるこの時期には、生後数週

間のヒナが「クレイシ」と呼ばれる群を作

る。壮大で感動的な風景を見ることがで

きる。 
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ウェッデル海とラーセン棚氷 
The Weddell Sea & Larsen Ice Shelf 

ウシュアイア – ウシュアイア 

2021年 11月 19日発（11泊 13日） 

【ハイライト】 

●浮氷に覆われたウェッデル海内部

を航行し、壮大なラーセン棚氷と、棚

氷から分離して形成された巨大な卓

上氷山を見ることができる。 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●ナチュラリストガイドによるレクチャ

ーと解説 

●風景：山岳風景、卓上氷山、氷河、

浮氷塊 

●野生生物：ウェッデルアザラシ、カニ

クイアザラシ、ヒョウアザラシ、アデリ

ーペンギン、ザトウクジラ、海鳥 

●多数のアクティビティー 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – ウシュアイア） 

ウシュアイアを出港 

2-3日目：ドレーク海峡通過 

4日目：サウス・シェットラ ンド諸島 

5日目：南極半島北部 

6日目：ウェッデル海 

7-8日目：ラーセン棚氷へ航行 

9日目：ウェッデル海 

10-11日目：ドレーク海峡通過 

12日目：ウシュアイアに到着 

フライト（ウシュアイア – サンティアゴ） 

 

MEMO： ほぼ全域が厚い密流氷に覆

われたウェッデル海を航行することは通

常は非常に困難だが、シャルコーでは可

能。静寂に満ちた遥かに広がる氷の世

界を訪れる。南極半島東岸に沿ったウェ

ッデル海北西部に、ラーセン棚氷があ

る。大陸氷河（氷床）が海に張り出して浮

いている部分である巨大な棚氷は、航

海者の行く手に立ちはだかる存在であり

ながら、卓上氷山を分離し、魅惑的な風

景を作り出す。数多くの野生生物が自然

の営みを繰り広げるウェッデル海を可能

な限り深く体験できるクルーズ。 
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ウェッデル海から観測する皆既日食 
Total eclipse in the Weddell Sea 

ウシュアイア – ウシュアイア 

2021年 11月 30日発（14泊 16日） 

【ハイライト】 

●氷に閉ざされたウェッデル海から皆

既日食を観測する、またとないクルー

ズ。 

●南極半島発見の歴史をたどり、まだ

ほどんど探検されていないウェッデル

海東部を航行する。 

●浮氷に覆われたウェッデル海内部

を航行し、壮大なラーセン棚氷と、棚

氷から分離して形成された巨大な卓

上氷山を見ることができる。 

●野生生物：ウェッデルアザラシ、カニ

クイアザラシ、ヒョウアザラシ、アデリ

ーペンギン、ジェンツーペンギン、ヒゲ

ペンギン、ザトウクジラ、海鳥 

●風景：山岳風景、卓上氷山、氷河、

氷山、浮氷塊 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●多数のアクティビティー 

●ナチュラリストガイドによるレクチャ

ーと解説 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – ウシュアイア） 

ウシュアイアを出港 

2-3日目：ドレーク海峡通過 

4日目：氷海を航行 

5日目（12月 4日）：皆既日食観測 

6日目：南極半島北部 

8-9日目：ラーセン棚氷へ航行 

10日目：ウェッデル海 

11日目：南極半島北部 

12日目：サウス・シェトランド諸島 

13-14日目：ドレーク海峡通過 

15日目：ウシュアイアに到着 

フライト（ウシュアイア – サンティアゴ） 

 

MEMO： 南極圏付近の日が沈まない地域で、皆既日食による完全なる夜に包まれる、時が止まったような神秘的な

経験ができる。ほぼ全域が厚い密流氷に覆われたウェッデル海を航行することは通常は非常に困難だが、シャルコ

ーでは可能。静寂に満ちた遥かに広がる氷の世界を訪れる。極地探検の象徴である南極半島北部も訪れる。南極

半島東岸に沿ったウェッデル海北西部に、ラーセン棚氷がある。大陸氷河（氷床）が海に張り出して浮いている部分

である巨大な棚氷は、航海者の行く手に立ちはだかる存在でありながら、卓上氷山を分離し、魅惑的な風景を作り出

す。数多くの野生生物が自然の営みを繰り広げるウェッデル海を可能な限り深く体験できるクルーズ。 
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南極圏 シャルコー島、ピーター1世島への冒険旅行 
Expedition to Charcot & Peter I Islands 

ウシュアイア – ウシュアイア 

2021年 12月 14日発（14泊 16日） 

テーマクルーズ 《クリスマスクルーズ》 

【ハイライト】 

●まだほとんど訪れられていない、南

極圏内の 2つの島を訪れることができ

る。 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●ナチュラリストガイドによるレクチャ

ーと解説 

●ハイキング 

●野生生物：ザトウクジラ、ジェンツー

ペンギン、ウェッデルアザラシ 

●多数のアクティビティー 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – ウシュアイア） 

ウシュアイアを出港 

2-3日目：ドレーク海峡通過 

4日目：南極線を通過（南極圏突入）、デタイエ島 

5日目：ガレット、プルクワパ 

6日目：マルグリット湾 

7-8日目：シャルコー島への探検 

9-10日目：ピーター1世島への探検 

11日目：洋上 

12日目：ガレット 

13-14日目：ドレーク海峡通過 

15日目：ウシュアイアに到着 

フライト（ウシュアイア – サンティアゴ） 

 

MEMO： べリングスハウゼン海にある

小さな火山島、ピーター1 世島は、南極

大陸沿岸から 450km 離れており、訪れ

ることが非常に困難である。まだほとん

ど訪れられておらず、この島に上陸する

ことは、宇宙飛行士の月面着陸のように

貴重な経験である。1821 年に発見され

たが、氷に囲まれた島は接近や上陸が

困難で、初めて上陸されたのは 1929 年

のことである。今日でもまだ頂上は訪れ

られていない。また、1910 年の発見時、

シャルコー船長により船長の父に捧げて

名づけられた、シャルコー島も訪れるこ

とができる。 
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南極圏 ロス海をゆく 
The Ross Sea 

ウシュアイア – ウシュアイア 

2022年 2月 16日発（24泊 26日） 

【ハイライト】 

●地球上最後の海洋野生生物の楽

園に数えられるロス海内部を航行し、

南極点に可能な限り接近する。 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●ナチュラリストガイドによるレクチャ

ーと解説 

●風景：氷山、氷河、浮氷塊、棚氷 

●野生生物：アデリーペンギン、皇帝

ペンギン、ロスアザラシ、カニクイアザ

ラシ、ヒョウアザラシ、ミンククジラ、海

鳥 

●多数のアクティビティー 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – ウシュアイア） 

ウシュアイアを出港 

2-3日目：ドレーク海峡通過 

4日目：南極線を通過（南極圏突入） 

5日目：シャルコー島への探検 

6日目：ピーター1世島への探検 

7-8日目：べリングスハウゼン海 

9日目：洋上 / 10日目：サイプル島 / 11日目：洋上 

12日目：ルパート海岸 13日目：コルベック岬 

14日目：ロス海 / 15日目：ロス棚氷 / 16日目：洋上 

17日目：ルパート海岸 / 18日目：洋上 

19日目：バーク島 

20-21日目：ピーター1世島への探検 

22日目：洋上 

23-24日目：ドレーク海峡通過 

25日目：ウシュアイアに到着 

フライト（ウシュアイア – サンティアゴ） 

 

MEMO： 南極で最も厳しく、原初のまま

の自然の営みが繰り広げられているロ

ス海は南極点から数百 kmに位置する。

2016 年以来、最後の手つかずの海洋

生態系であり、最大の海洋野生生物の

楽園である。南極最大の棚氷であるロス

棚氷がある。気温はより低く、風はより

強く、氷はより大きく、風景はより壮大と

なる。棚氷から分離した氷山の数えきれ

ないブルーの色彩と驚くべき造形が創り

上げる、夢のような美しい景色とともに、

ミズナギドリ、ミンククジラ、シャチ、アザ

ラシたち海洋野生生物に出会うことがで

きる。また、アデリーペンギンと皇帝ペン

ギンの巨大コロニーがある。 

 

 

 

 

 

 

 

JEIBA 2021.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェッデル海とサウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 
The Weddell Sea & the South Sandwich Islands 

ウシュアイア – モンテビデオ 

2022年 4月 5日発（17泊 19日） 

【ハイライト】 

●大西洋と南極海にまたがるスコシア

海の海域周辺に沿って航行する全く新

しいコース。 

●ゾディアックボートでのクルージング

と上陸観光 

●ナチュラリストガイドによるレクチャー

と解説 

●風景：サウスサンドイッチ諸島の火

山、ウェッデル海の卓上氷山、氷河、浮

氷塊 

●野生生物：皇帝ペンギン、ジェンツー

ペンギン、アデリーペンギン、オットセ

イ、ゾウアザラシ、シャチ、クジラ、海鳥 

●多数のアクティビティー 

【日程】 

乗船日前日：サンティアゴのホテルに宿泊 

1日目：フライト（サンティアゴ – ウシュアイア） 

ウシュアイアを出港 

2-3日目：ドレーク海峡通過 

4日目：サウス・シェトランド諸島 

5日目：南極半島北部 

6-7日目：ウェッデル海 

8日目：南トゥーレ、クック島（サウスサンドイッチ諸島） 

9日目：サンダース島（サウスサンドイッチ諸島） 

10日目：ザボドフスキー島（サウスサンドイッチ諸島） 

11日目：洋上 

15日目：ガレット、デタイエ島 

12-13日目：サウスジョージア 

14-17日目：洋上 

18日目：モンテビデオに到着 

 

MEMO： 南極半島、サウスサンドイッチ

諸島、サウスジョージアを通りパタゴニア

まで、スコシア海の海域周辺に沿って航

行する全く新しいコース。アンデス山脈と

南極半島の山脈を繋ぐ壮麗な火山諸島

の姿を見られる。美しい黒砂の海岸でペ

ンギンやアザラシたちが混じり合う風景、

氷海を航行する船に戯れるクジラたち、

地球最南端の野生生物に出会うことがで

きる。フエゴ諸島の緑豊かな丘陵地、ウ

ェッデル海の卓上氷山、サウスサンドイッ

チ諸島の氷河に覆われた山々、サウス

ジョージアの雪を頂いた山々という、4 つ

の非常に異なる自然環境を体験できる。  
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