
ペルー　カンボジア　ベトナム



私は、アマゾンを訪ねたお客様たちの心を捉えたのと類似の体験を、
再び提供できることをいつも夢見ていました。ベトナムとカンボジアの
間を流れるメコン川の静かな水面を旅する中、はるか彼方の村で対話
した博識な仏僧たちは、お客様たちを金色の寺へと迎えてくれました。
さらにベトナムの水路の美しい景観や、カンボジアの河岸を探訪した私
は、川沿いの賑やかな生活から距離を置いたプライベートなひと時を過
ごすお客様の様子を想像することができました。またエメラルド色のメ
コンの深い森林の中に、珍しいアジアヘビウやインドトキコウを見つけ
ました。こうして私は、お客様をメコン川クルーズからアンコールワット
へとお客様をお連れするユニークな旅、即ちアクア・エクスペディション
ズの新たな目的地を発見したことを悟りました。私にとって、ここは地球
の反対側に存在するアマゾン川とマチュピチュだと感じられたのです。

メコン川の旅       
創設者フランチェスコ・ガリ・スガロからのメッセージ
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アクア・エクスペディションズのお客様を次のフロンティア
にお連れすべく、サイゴンのNoor Design社によってデザイ
ンされた全長62.4m（205フィート）のアクア・メコンは、洗
練された美しい空間を持つ船上の5つ星ホテルです。広 と々
した船内には、地元のサステナブルな素材や多様なメコン
の文化・民芸調のインテリアが施され、船内・船外のツアー
の合間に、お客様を最高の寛ぎの空間にお迎えします。

広くゆったりとしながらも、最上級の寛ぎの空間を兼ね
備えたアクア・メコンは、エレガントなラウンジやダイニ
ングルームが用意され、40名のお客様とクルーが乗船
可能となっています。
最新のナビゲーション技術、ハイレベルの乗務員、河
川航行の経験豊富な操縦士が、円滑で安全な水上の
旅をお約束いたします。

アクア・メコン
スイート20室 - 乗客定員40名



お客様とクルーの比率1：1



世界トップにランキングされた東南アジア料理のシェフ

デイビッド・トンプソンのメニューは、伝統の味と、メ
コン川沿いの豊かな大地がもたらすサステナブルな
食材を組み合わせています。トンプソンは、歴史的な
情報から東南アジア料理における国際的な名声を確
立し、アクア・メコンにおいても美食の伝統を継続し
ています。彼はその日に取れた新鮮な食材を用いて
クメールやベトナム河川文化の最も洗練された料理-
スモークフィッシュ、タピオカ、野菜ギョーザ、エシャ
ロット、チリ、タイバジルのナマズ、テナガエビのグリ
ルのピーナツ・レリッシュ添えなど-を提供します。
レモングラスティー、又はよりデカダントな甘美なベ
トナムのフォンダンチョコレートと共に、心ゆくまでお
くつろぎください。

美食の旅

アジア料理レストランに対する世界初のミシュランスタ
ーを獲得したオーストラリア人シェフ、デイビッド・トンプ
ソン。バンコクの彼のレストラン「ナーム」は、サン・ペレグ

リノが選ぶ “世界のベスト50レストラン” に選ばれま
した。トンプソンは、アクア・メコンの総料理長として、メ
コン川文化の多様な食の文化を取り入れています。



定員： 40名様
出発日： 金曜、火曜
ルート： メコン川、カンボジア、ベトナム

ラグジュアリーな探検船
•	 スイートルーム20室：全室に空調とバスルーム、川に

面した床から天井までの大型ウインドウを完備。
•	 1階デッキ：デザインスイート10室（30㎡）バルコニー

付4室、バルコニー無6室
•	 2階デッキ：デザインスイート10室（30㎡）バルコニー

付4室、バルコニー無6室
	 •	バルコニー無の客室には室内にデイベッド、バルコ

ニー付客室には屋外のデイベッドを配置

社交エリア
•	 屋内・屋外バー
•	 屋内ダイニングルーム、屋外プライベートダイニング
•	 プライベート映写室（映画館式のシート）
•	 図書室/　ゲームルーム
•	 アンティーク・民芸品ショップ
•	 屋外ラウンジ+シングル/ダブルデイベッド
•	 ロビーラウンジ

•	 展望デッキ+サンベッド
•	 川を眺望できるトップデッキのエクササイズルーム
•	 医務室、医療スタッフ
•	 屋外プールと個室タイプの更衣室
•	 スパ（ダブルマッサージベッド）

スペック
•	 乗客: 40名 (各キャビンに子供1名追加対応可能)
•	 全長: 62.4m
•	 全幅: 11.5m
•	 喫水: 1.5m
•	 カーレー式救命ゴムボート: 全キャビンに完備
•	 乗組員: 36名
•	 ガイド: 4名
•	 ボート: 4隻、10人乗り、ガイド及び操縦士が同行
•	 クルーズ速度: 12ノット
•	 クルーズディレクター、救命救急士
•	 エンジン２機、発電機、温水製造機
•	 米国コーストガード (USCG) 認証衛生システム、最

新機能性トイレ
•	 自動体外式除細動器 (医療器具) 、同器具取扱有資

格スタッフが同行

主要データ: アクア・メコン
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アマゾンの旅
エキゾチックな大自然に接近
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アンデス山脈を源流とするアマゾン川は世界最長の河川と
して考えられ、ブラジル、ペルー、コロンビア、ベネズエラ、エ
クアドル、ボリビア、ガイアナ、スリナム、仏領ギアナ等の国
々を少なくとも6,400㎞にわたり流れています。アマゾン川
の緑豊かな川岸には、素晴らしい大自然が息づいています。



ペルー人建築家ジョルディ・プイによってカスタムメイドさ
れた全長40mのアクア・アマゾンは、2008年に就航を開始
しました。合計12室のスイート全ての大型ウインドウは、ア
マゾン川に面しています。4室のスイートは、ファミリー向け
のコネクティングルームとして対応可能です。広い船内と最
新テクノロジーを備えた本船は、アマゾン川クルーズ船の
中で最高の豪華客船として位置づけられています。

広くゆったりとしながらも、最上級の寛ぎの空間を兼ね
備えたアクア・アマゾンは、広々としたラウンジやダイニ
ングルームが用意され、24名のお客様とクルー及び医
療スタッフが乗船可能となっています。河川航行の経験
豊富な操縦士と厳格なクルーズ規則が、円滑で安全な
水上の旅をお約束いたします。

スイート12室 -　乗客定員24名
アクア・アマゾン



アクア・アマゾンの成功に続き、建築家ジョルディ・プイに
よって設計された全長45mのアリア・アマゾンは2011年
に就航しました。広いダイニングとラウンジルームのほか、
川を眺めることのできるジャグジーを備えています。床か
ら天井までの大型ウインドウからアマゾン川を眺望でき
るデザイナーズ・スイートは各23㎡で、合計16室あり、こ

のうち4部屋はファミリー向けのコネクティングルーム対
応可となっています。黒塗りの本クルーズ船には、32名の
お客様と、医療スタッフや4名の英語対応可能な自然ガイ
ドを含めた26名のクルーが乗船可能となっています。河
川航行の経験豊富な操縦士と厳格なクルーズ規則が、円
滑で安全な水上の旅をお約束いたします。

スイート16室-　乗客定員32名
アリア・アマゾン



アクア・エクスペディションズの自然ガイドが、
数百種の野生動植物をご紹介します。

うねるような蔓植物が、古いイチジクの木を締めつけな
がら巻き付き、輝くアナナスがどこまでも続くジャングル
の中ではじけるように咲く悠久の大自然へようこそ。樹
冠から大声で呼びかけるオウムや、1日中遊んでいるリス
ザルたち。ピンク色のアマゾンイルカは暗色の水面から
背びれを出し、ネオンカラーのフウキンチョウやカワセ
ミ、コウライウグイスが、透明感ある紺碧の空を横切って
飛んでいきます。



美食の旅
世界が認めた、ペドロ・ミゲル・スキアフィーノのアマゾン料理。

リマのトップシェフ、ペドロ・ミゲル・スキアフィーノは、
世界のベストレストラン50選に選ばれたMalabarや
Amazの魅力を、アクア・アマゾンとアリア・アマゾンでも
再現しました。

アクア・エクスペディションズ社ペドロ・ミゲル・スキアフ
ィーノ総料理長は「アマゾンは常に、それまで想像もしな
かった新しい味や風味を提供してくれる」とコメントして
います。ペルー料理が世界で認知されてきた中、スキアフ
ィーノはアマゾンだけで育つ食材を使い、ヤシの芽のス
フレ、プランテンとタロイモのニョッキ、パイチェのグリル

（ワイタジャガイモ添え）等の創作料理を生み出しまし
た。また、クルーズ船では、釣れたての魚やフレッシュな
玉ねぎ、コリアンダー、シラントロ、南海真珠ほどの大き
さのトウモロコシで作られたセビッチェをはじめとする
伝統的なペルー料理もお楽しみいただけます。



乗客数： 24名
出発日： 土曜、火曜
訪問地： ペルー、イキトス県、パカヤ・サミリア保護区

ラグジュアリーな探検船
•	 スイート12室: 全室にツインベッド2台設置
     （カリフォルニア・キングサイズベッドに変更可）
	 •	マスター・スイート4室 (22㎡)
 •	スイート8室 (21㎡)
•	 全室眺望良、大パノラマウィンドウ付き
•	 エアコン完備、シッティングルーム付き
•	 ファミリー向けコネクティングルーム4室

社交エリア
•	 屋内バー・ラウンジ
•	 ダイニングルーム
•	 屋外ラウンジ
•	 ブティック
•	 展望デッキ

スペック          
•	 乗客: 24名 (各キャビンに子供1名追加対応可能)
•	 全長: 40m
•	 全幅: 7.30
•	 喫水: 1.5m
•	 ライフジャケット: 全キャビンに完備
•	 クルー: 21名 
•	 ガイド: 3名
•	 ボート: 3隻　乗客8-10人、ガイド及び操縦士が同行
•	 クルーズ速度: 10ノット
•	 クルーズディレクター、救急救命士
•	 エンジン２機、発電機、温水製造機
•	 米国コーストガード (USCG) 認証衛生システム、最

新機能性トイレ
•	 自動体外式除細動器 (医療器具) 、同器具取扱有資

格スタッフが同行
•	 P&I Club保険 （船主責任保険）、損害補償

主要データ： アクア・アマゾン
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乗客数： 32名
出発日： 金曜、月曜
訪問地： ペルー、イキトス県、パカヤ・サミリア保護区

ラグジュアリーな探検船
•	 スイート16室: 全室ツインベッド2台設置
     （カリフォルニア・キングサイズベッドに変更可）
	 •	1階デッキ：スイート8室 (23㎡)
 •	2階デッキ：スイート8室(23㎡)
•	 全室眺望良、大パノラマウィンドウ付き
•	 エアコン完備、シッティングルーム付き
•	 ファミリー向けコネクティングルーム4室

社交エリア
•	 屋内バー・ラウンジ
•	 ダイニングルーム
•	 屋外ラウンジ
•	 ブティック
•	 展望デッキ
•	 ジム
•	 屋外ジャクジー

スペック          
•	 乗客: 32名
•	 全長: 45m
•	 全幅: 9m
•	 喫水: 1.5m
•	 ライフジャケット: 全キャビンに用意
•	 クルー: 22名
•	 ガイド: 4名
•	 ボート: 4隻、8-10人乗り、ガイド及び操縦士が同行
•	 クルーズ速度: 10ノット
•	 クルーズディレクター、救急救命士
•	 エンジン２機、発電機、温水製造機
•	 米国コーストガード (USCG) 認証衛生システム、最

新機能性トイレ
•	 自動体外式除細動器 (医療器具) 、同器具取扱有資

格スタッフが同行
•	 P&I Club保険 （船主責任保険）、損害補償

主要データ： アリア・アマゾン
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失われたインカの都市と、植民地への入り口

ペルー

インカ文化の最高傑作であるマチュピチュ
は15世紀に建設され、1911年に発見され
ました。スペイン人征服者によって発見さ
れることのなかったマチュピチュは、素晴
らしい保存状態を保っていました。狭い窓
を持つ太陽の神殿、コンドルの神殿マチュ
ピチュへの入り口ともいえる海抜3,400m
のクスコにおいて、ペルーの先 住民の伝
統が、どのようにスペインのコロニアル遺
産と融合したのかをご覧ください。

海抜3,800mの、航行可能な世界最高地
点の湖であるチチカカ湖は、ペルーとボリ
ビアを分かつ神々しいアンデスの山々に
囲まれています。チチカカ湖では、湖畔で
育つ葦で出来た浮島、ウロス島をお訪ねく
ださい。



アクア・メコンの全てのクルーズが、300以上の寺院から成る世界遺産、
アンコール・ワットで知られるカンボジアへと向かいます。カンボジアの
首都プノンペンの王室建築やフレンチクオーターから、川の中で高床式の
住居に暮らす遠い村の人々まで、訪れる価値のある場所となっています。

ベトナムでは、サイゴンの近代的で刺激的なカオスから、豊かな野鳥の
生息地であるエメラルド色の森と、ウコン色の袈裟に身を包んだ僧た
ちの聖なる儀式が共存する、人里離れた仏教寺院までをクルーズしま
す。また伝統的な漁村や所々に水牛のいる豊かな水田、メコン川沿い
に暮らしたマルグリット・デュラスを始めとする著名な作家によって知
られるようになった仏領インドシナ時代の痕跡を訪ねます。

ベトナム＆カンボジア
陽光ふりそそぐビーチと、世界最大の宗教建築アンコール・ワット



AQUAEXPEDIT IONS.JP
www.IcmJAPAN.cO.JP/AQUA

ペルー　アマゾン川 カンボジア&ベトナム　メコン川

アクア・エクスペディションズ日本地区販売総代理店  
インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-20仙石山アネックス501
 TEL:	03-5405-9213			FAX:	03-5405-9214			EmAiL:	cruisE@icmjApAn.co.jp

写真提供: richard	Dobson / marina	Burgos / Jean Claude Constant / Keiko	Yuasa-nakagawa	/  Vadim	rakochi	/ michael	Goulding / 
Hans Stoll / shiro	Komatsu / Titilaka	/	Xenia	Viragh	/	jason	Lan		デザイン: grafito.pe / COPY: cynthia	rosenfeld


