
※写真はすべてイメージです。

ボラボラ島ボラボラ島

タハア島タハア島
フアヒネ島フアヒネ島

パペーテ
（タヒチ島）
パペーテ
（タヒチ島）モーレア島モーレア島

バイラオバイラオ
※10/19発・12/14発のみ寄港※10/19発・12/14発のみ寄港

1 （土）

7/20 出発
成田空港よりエア・タヒチ・ヌイ 77便（17:40
発）にてパペーテへ
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／23:55
パペーテ半日観光
○大統領府　◎カテドラル　◎市庁舎
◎マルシェ　◎バイマショッピングセンター
ご昼食後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船昼

2 （日）
フアヒネ島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社主催オプショナルツアーへの参加
またはフリータイムでお過ごしください
〈船内泊〉 船船 船

3 （月）
タハア島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社のプライベート・アイランドでの
バーベキューランチをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

4 （火）
ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  08:00／（停泊）
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

5 （水）ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  ―／17:00
〈船内泊〉 船船 船

6 （木）モーレア島（フランス領ポリネシア）  08:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 （金）
モーレア島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  19:30／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

8 （土）

パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／―
下船後、タヒチ島内半日観光（ご昼食付き）
◎ビーナス岬　◎タハラアの丘
カルフールにてお買い物後、送迎車にて
ホテルへ
夜、ご希望の方は添乗員と共に屋台村
ルロットへ
〈ホテル泊〉*2 *3 船 昼

9 （日）
送迎車にて空港へ
エア・タヒチ・ヌイ 78便（07:15発）*2にて
帰国の途へ
〈機内泊〉 

10（月）成田空港着後（14:05）*2、
入国・通関手続き、解散

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

「太平洋の真珠」と賞される美しい島の船会社プライベートビーチでマリンスポーツなどをお楽しみください。

ボラボラ島

エコノミークラス限定  早期割引　91日前までのお申込みで1万円割引

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
※本コースはLUSSOイヤホンガイドサービスはございません。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、75～ 61日前＝旅行代金の5％、
60～ 31日前＝旅行代金の12.5％、30～ 15日前＝旅行代金の25％、
14～ 8日前＝旅行代金の37.5％、7日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

*3：（7/20発）ホテルアップグレードプラン（1.5泊）
 ラグーン水上バンガローに宿泊  1名様あたり40,000円（2名1室 
利用時）の追加（シングル利用追加代金：30,000円）  ※3名1室利用
不可。ベッドはダブルベッドになります。ご依頼いただいてからの
手配となります。

★10/19発・12/14発の日程は下記になります。
10/19発 ▼ 2日目…バイラオ（08:00／17:00）　3日目…フアヒネ
（08:00／17:00）　4日目…タハア（08:00／17:00）　5・6日目…ボラ
ボラ（08:00／17:00）　7日目…モーレア（08:00／17:00） パペーテ
（19:30／停泊）

12/14発 ▼ 2日目…バイラオ（07:30／17:00）　3･4日目…ボラボラ
（08:00／17:00）　5日目…フアヒネ（08:00／17:00）　6日目…タ
ハア（08:00／17:00）　7日目…モーレア（07:30／17:00）
10/19発・12/14発の8日目は、ホテルに宿泊せず、デイユースとなりま
す。深夜、空港へと向かい、エア・タヒチ・ヌイ78便（25:00パペーテ発
／07:30成田空港着）にて帰国となります。

■食事：昼2回、船20回
■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様
■利用予定航空会社：エア・タヒチ・ヌイ
■利用予定ホテル：インターコンチネンタルリゾートタヒチ指定 
（スーペリアルーム・シービュー）*3

旅のみどころ

1. 
透きとおるブルーラグーン、人々の温かさ、ゆったりと流れる時間。
「地上の楽園」タヒチを愛し続けた画家ポール・ゴーギャンの名を
冠した客船に乗り、楽園めぐりをする旅。

2. 「太平洋の真珠」と称されるソシエテ諸島の代表的な5つの島に
寄港、タヒチならではの至福のリゾート気分が味わえます。

成田発着 エア・タヒチ・ヌイ往復直行便利用

インターコンチネンタルリゾートタヒチ指定 2019年 7/20（土）・
10/19（土）・12/14（土）出発

便利な国内線もご用意

ポール・ゴーギャン
ブルーラグーンが美しいタヒチ・ボラボラ島
を巡るフレンチポリネシアクルーズ 10日間

ハネムーンの方へ、無料スペシャルサービス！7/20出発コース
・客室にシャンパン・ボ
トルをプレゼント
・レ・ゴギンズが2人の幸
せを祈っておこなう、ポ
リネシアン・スタイルの
祝福セレモニー
・スペシャル・ピロー・ギ
フトをプレゼント
・お 2人のポートレート
撮影サービス （※事前
のご予約が必要です）

客室
タイプ

F：ポートホール
ステートルーム

（丸窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

E：ウィンドウ
ステートルーム

（角窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

C：バルコニー
ステートルーム *1

（バスタブ、バルコニー付き
約18.8㎡ +約3.4㎡）

B：ベランダ
ステートルーム

（ベランダ、バスタブ、
バトラーサービス付き
約23.7㎡ +約4.4㎡）

7/20
（土）

1,000,000円
（350,000円）

1,060,000円
（380,000円）

1,250,000円
（900,000円）

1,450,000円
（1,100,000円）

10/19*2

（土）
930,000円
（350,000円）

980,000円
（370,000円）

1,150,000円
（800,000円）

1,350,000円
（900,000円）

12/14*2

（土）
770,000円
（330,000円）

820,000円
（340,000円）

1,020,000円
（600,000円）

1,170,000円
（740,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：300,000 円

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。客室タイプと旅行代金

旅行代金 ＋ でご参加
可能！

大阪・中部・福岡・札幌・小松他から成田・羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
全国各地から成田・羽田まで 追加代金 18,000〜46,000円 【往復】（1名あたり）

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
*1：一部の客室はシャワーのみ、約19.2㎡～ 21.1㎡＋約3.4㎡～ 7.0㎡
＊ベッドはクイーンサイズベッドとなります（ツインベッドに転用できる客室は限られています）。
*2：10/19発・12/14発は行程が異なります。右欄をご参照ください。
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ポール・ゴーギャン・クルーズ
南洋の自然に溶け込む　優美なポリネシアン・スタイル
大型船では寄港できない小さな港を訪れ、タヒチ、フレンチポ
リネシア、東南アジアの浅瀬でも航海できるようにデザインされ
たポール・ゴーギャン。南洋の自然の美しさに見事に溶け込み、
船内ではぬくもりあるくつろぎの空間と、快適で贅沢なサービス
を提供します。

ほぼ全客室がオーシャンビュー＆バスタブ付き
全客室がオーシャンビューで、
約７割の客室がバルコニー付
き。バスタブも一部を除くほぼ
全室に完備されています。ベッ
ドは一部を除きクイーンサイズ
となっています。

ハネムーンにもぴったりのセレモニー

タヒチアンスタイルのセレモニーを
はじめ、結婚周年記念のお祝いを
するサービスもご用意（一部有料
パッケージもございます）。エメラ
ルドグリーンの海とゆったり流れ
る時間を楽しむ南太平洋クルーズ
は、ハネムーンにもぴったりです。

乗客約 1.5名につき乗員 1名のサービス
乗客定員：332名に対して乗組員217名。つまり、乗客約1.5名につき乗員1名 
の行き届いたサービス。タヒチ流の「おもてなしの心」で、小型船ならではの
家族のようにお迎えします。『Travel+Leisure』をはじめとする著名な世界的旅
行誌の人気投票でも常に小型船部門の上位にランキングされています。

タヒチで一番美味しいレストラン
メインダイニング「レトワール」では、繊細な盛り付けのコース料理をいただけます。朝・
昼食はカジュアルダイニングの「ラ・ベランダ」も、夜にはエレガントなレストランへ変身。
パリのスターシェフ、ジャン・ピエール・ヴィガト氏監修によるメニューを提供します。新
鮮な地元の食材を使ったポリネシアングリルのレストラン「ル・グリル」もあります。

ウォータースポーツ・マリーナ
ポリネシアの海を満喫できるのもポール・ゴーギャンならでは。船からは海面まで届く「ウォータースポーツ・
マリーナ」が開かれ、ウインドサーフィンやカヤックに乗ったり、ゾディアックに乗船してダイビングツアーに
出かけることができます。青い海へ潜ると、カクレクマノミや海ガメなど、色とりどりな海洋生物たちのパレー
ドに出逢えるチャンスがあります。酸素ボンベなどの器材も船内に完備し、スキューバダイビングの経験が
ない方でも、スキューバレッスン（有料）を通して楽しめます。

ポール・ゴーギャン
総トン数：1万9200トン
乗客定員：332人
乗組員数：217人
就航年：1998年
（2012年改装）

ポール・ゴーギャン・クルーズのオールインクルーシブ
旅行代金に含まれているもの
●船内でのお食事　●ワイン、スピリッツ類などのアルコールドリンク、ミネラルウォーター、
　コーヒー、紅茶などのソフトドリンク　●基本のチップ　
●マリンスポーツ　●ミニバーのソフトドリンク、ビール、ミネラルウォーターは毎日補充
●バトラーサービス*1　● iPod用サウンドドック*1

*1: カテゴリーB以上の客室

スペシャリティレストランでのお食事
無料（要予約）
ディナータイムの座席
オープンシーティング
ドレスコード
カントリー・クラブ・カジュアル
客船の規模
総トン数：1万9200トン　乗客定員：332名
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