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いつまでも心に残る、
地球の果てへの感動的な旅

—
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パタゴニアの風光明媚なフィヨルドを堪能するクルーズに出かけませんか？
探検クルーズのエキスパートであるアウストラリス社は、

マゼラン海峡、ビーグル水道、ホーン岬など、
ティエラ・デル・フエゴの魅力を余すことなく満喫できるクルーズ旅行を展開しています。

これまで27年間に渡り、世界中からのお客様を
チリとアルゼンチンにまたがる人跡未踏の美しいパタゴニアへの船旅にお連れしています。

いつまでも心に残る、
地球の果てへの感動的な旅

—



入り組んだ水道やフィヨルドの航海中、そして
上陸後のハイキングツアーを通して目の当た
りにする原生林、巨大な氷河の数々、他の場
所では見られない動植物により、パタゴニアの
息を呑むほど感動的な大自然の恵みを体験し
てください。当社のクルーズでは、世界最南端
の地として名を馳せるホーン岬にも上陸しま
す。1616年に発見されたこの岬は、何世紀に
も渡って大西洋と太平洋を結ぶ最も重要な航
路の1つでした。ここは、目に見えぬ大きな力の
神秘的でスピリチュアルなオーラを感じて人間
が謙虚な気持ちになる、数少ない場所です。こ
の「地球の果て」を取り囲む壮大な大自然の迫
力が、あなたの旅を生涯忘れられないものに
してくれるでしょう。

発見の旅に出かける…

あなたも今日から探検家



大自然の保護と環境維持の重要性を認識している当社では、自然と動植物への理解と
保護を推進するため、科学界と独自の提携を行い、大胆な環境政策を実施しています。
下船時には、現地当局CONAFおよび科学財団CEQUAと協力して、ペンギンと現地動物
の保護に関する調査が行われています。

理解＆保護
      

科学調査



ペリト・モレノ氷河

トーレス・デル・パイネ国立公園)



独特の美しさを誇る水道を通って、巨大な氷河の数々、原生林、エキゾチックな動
植物が感動をもたらす大自然への旅に出かけましょう。クルーズの日程には、トーレ
ス・デル・パイネ国立公園、ペリト・モレノ氷河、その他パタゴニアの主要観光名所ツ
アーも含めることができます。

地球の果てを目指して…

普通ではない旅



上陸あるいはゾディアックボートに乗り換えて、氷河や国立公園などティエラ・デル・フエゴの主要な
観光名所を訪れることができます。すべてのアクティビティは地理、氷河学、現地の動植物に精通し
たガイド（英語）によって行われます。

地球の果てを目指して…

普通ではない旅



7AM
_

地球の果てに到達

10AM
_

野生動物に出会う

9AM
_

大自然の魅力に酔いしれる

4PM
_

自然の美しさに感動



アウストラリスが提供する美味しいお食事は、すべ
て旅行料金に含まれています。ランチはテーマ別ビ
ュッフェ、ディナーはアラカルトメニューでお楽しみ
いただけます。「オープンバー」システムでご利用い
ただけるバーでは、厳選されたリキュールやワイン
など、さまざまなアルコール類を幅広く取り揃えてお
ります。
また、各アクティビティに関するミーティングでは、
各訪問地固有の動物、地理、氷河学、民俗学、地域
の歴史等に関する説明が行われます。

船内
体験



船内



Cristian Manca
英語を話される旅行者の方への探検･ウォーキン
グと参加ガイド

プンタ・アレナス
//ウシュアイア
4泊
M/V「ステラ・アウストラリス号」
M/V「 ヴェンタス・アウストラリス号」 

1日目：プンタ・アレナス
1pm～5pmの間にプンタ・アレナスにてチェックインを行いま
す。 6pmより乗船開始。

2日目：アインスウォース・ベイ＆トゥッカーズ群島
船はアルミランタスゴ入江を通り、アインスウォース・ベイにある
マリネリ氷河に接近します。ガイドが氷河の融解後、生態系がど
のように発達、順応していったかを説明してくれるでしょう。その
ままトゥッカーズ群島に向かってクルーズを続け、そこでゾディ
アックボートに乗り換えてマゼランペンギンや鵜を観察します。
このアクティビティは、9月と4月にはブルックス・ベイの氷河の散
策に変更されます。

3日目：ピア氷河＆氷河の街道
壮大なピア氷河を展望できる丘まで散策します。素晴らしい景
色を堪能した後は、荘厳な「氷河の街道」を航海し続けます。

4日目：ホーン岬＆ワライア・ベイ
ムライ水道、ナッソー・ベイを通ってホーン岬の国立公園まで航
海を続けます。天候が許せば、岬に上陸します。午後は、ヤマー
ナ民族最大の集落があった歴史的な場所、ワライア・ベイで船
を下ります。チャールズ・ダーウィンも1833年にこの地を訪問し
ています。

5日目：ウシュアイア
ティエラ・デル・フエゴで最も重要、そして世界最南端のアルゼ
ンチンの町、ウシュアイアに到着します。8:30am頃に下船します。

ティエラ・デル・フエゴのフィヨルド
日程



ウシュアイア
//プンタ・アレナス
4泊
M/V「 ヴェンタス・アウストラリス号」 
M/V「 ステラ・アウストラリス号」 

1日目：ウシュアイア
10am～5pmの間にチェックインを行います。6pmより乗船開始。

2日目：ホーン岬＆ワライア・ベイ
ムライ水道とナッソー・ベイを通ってホーン岬の国立公園まで航
海を続けます。天候が許せば、岬に上陸します。午後は、ヤマー
ナ民族最大の集落があった歴史的な場所、ワライア・ベイで船
を下ります。ここでは植生や景観の魅惑的な美しさを楽しむこと
ができます。マゼランの森を通って展望台に向かいます。途中、
ブナを始め、サルオガセやシダなどの植物を見ることができます。

3日目：ピア氷河＆ガリバルディ氷河
午前中はビーグル水道を北西に向かって船を進め、ピア・フィヨ
ルドに入って下船します。同じ名前の氷河を観察できる展望台
までハイキングし、山頂から海に向かって降りてきている氷河の
壮大な景観をお楽しみください。午後は、ガリバルディ・フィヨル
ドに入って冷たいパタゴニアの森を散策し、氷河の元となる滝
のふもとまで登ります。

4日目：アゴスティーニ入江＆アギラ氷河＆コンドー氷河
朝は、コックバーン水道を通ってダーウィン山脈の中心から海に
流れ落ちる氷河を観察することができるアゴスティーニ入江に
向かいます。午前中、ゾーディアックボートから降りて、解けたア
ギラ氷河で作られた潟の周辺をアギラ氷河まで散策します。午
後は、ゾーディアックボートでコンドー氷河まで進み、氷河の形
成とそれが水道の険しい地形に与える影響についてガイドの説
明をお聞きください。

5日目：マグダレナ島＆プンタ・アレナス
早朝、マゼランペンギンの巨大なコロニーがあるマグダレナ島
で下船します。9月と4月は、マルタ島へミナミ・アメリカ・アシカ
を見に行くツアーに変更されます。プンタ・アレナス到着は11:30
頃を予定しています。

パタゴニアの探検家
日程

Germán Briceño
英語を話される旅行者の方への探検･ウォーキン
グと参加ガイド



２０２０年: マゼラン海峡の発見から５００周年記念
チリのフィヨルドの真ん中にあるファゴ諸島に位置するこの海峡の名前はポルトガルの探検家、フェルディ
ナンド･マゼランにちなんでいます｡アメリカとファゴ諸島の南の端をへだてる５６４キロ（３５０マイル）
のこの海峡を世界で初めて発券した探検家です｡
ヨーロッパの地図製作者の間では､１６世紀の初めからマゼラン海峡の存在が信じられていましたが､マ
ゼラン艦隊が､地域の数え切れない水路、小島とフィヨルドの間に､ついに海峡を見いだすことに成功した
のは１５２０年１１月１日でした。 この新しい海の路により､ホーン岬を回って船で太平洋と大西洋が結
ばれました。
今日、マゼラン海峡に沿った､タッカー諸島のマグダレーナ島（イル･アニュティル）には、｢マゼラン｣と呼ば
れるペンギンの指定生息地があります｡ さらにイル･アニュティルでは、ペングイノレイ公園で､南米のコウ
テイペンギンのただ一つの植民地を観察することができます。

世界の果てにようこそ...

500 マゼランの海峡の発見を祝う



イギリス人のノリ・ジェミルはチリのサンティアゴに数年間滞在し、何度もパタゴニアを
訪問しました。彼女の趣味は究極の特別な場所での写真撮影です。この船上ワークショ
ップでは、困難な条件下で最高の写真を撮るためのアドバイスを行います。
パタゴニアの壮大な風景の中で、ワイルドな自然の写真を撮りながら、露出バランス、
マニュアルモード、最善の構図の取り方など、自分のカメラの性能を最大限に引き出す
方法を学ぶことができます。ツアーの最後には撮影した写真をすべて見直しながら役
に立つアドバイスを受け、他の参加メンバーと一緒に自分のレベルの向上を確認する
ことができます。
2020年は、マゼラン海峡発見500周年に当たります！

「ヴェンタス・アウストラリス号」によるテーマ別ツアー

500 マゼランの海峡の発見を祝う

写真撮影ワークショップ



アウストラリスのクルーズ船で
発見の旅に出かける

ヴェンタス・アウストラ
リス号

ステラ・アウストラリ
ス号

ステラ・
アウストラリス号

ヴェンタス・
アウストラリス号

キャビン見取り図
スタンダード / 16,5 m²
スーペリア / 20,5 m²

全キャビン数

キャビン B

キャビン AA

キャビンAAスーペリア

最大乗客数

キャビン A

キャビン AAA

キャビンAAAスーペリア
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「ステラ・アウストラリス号」は、パタゴニア
のフィヨルド航海を目的として建造されまし
た。広々としたラウンジ、リラックスした雰囲
気、ゆったりとしたエクステリア側のキャビ
ン、息を呑むような美しい景色を船上のどこ
からでも楽しめることが特徴です。控えめな
がら上品な装飾が施されたキャビン100室
というこじんまりとして寛げるサイズの船体
が、ステラ・アウストラリス号をユニークなク
ルーズ船にしています。

ステラ・アウストラリス号の建造：2010年。

クルーズ船の総容量：キャビン100室、乗客
210人。

「ヴェンタス・アウストラリス号」は、特に南米の
フィヨルド航海を目的として建造されました。船
体の大きさ、長さ、モーターの馬力、最大乗客
数210人というさまざまな特徴により、他のどの
クルーズ会社も冒険できない、幅の狭い水道
やフィヨルドを航海するために必要な操縦能
力が実現されています。

ヴェンタス・アウストラリス号の建造：2017年。

クルーズ船の総容量：キャビン100室、乗客
210人。

スーペリア

スーペリア





アウストラリス
当社について

当社は、1990年よりティエラ・デル・フエゴのフィヨルド内の航海に適した国際標準
の船を所有している、チリに拠点を置くクルーズ会社です。2003年には、バルセロ
ナにヨーロッパ営業オフィスが開設されましたので、ご質問等は英語でご遠慮なく
お申し付けください。
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