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Shore Excursions 
Tahiti & the Society Islands 

7 NIGHTS 
 
 

HUAHINE  フアヒネ島 

タヒチのなかでもまだ観光地化されていない、古き良き時代のタヒチを感じられる島です。美

しいブルーラグーンと緑濃い山々に囲まれ、南の島ならではの雰囲気を楽しむことができま

す。また、島内にはオセアニアでも 5本の指に入るといわれている古代ポリネシアの歴史的

遺跡が点在しています。 

 

（HHN-2300）  CULTURAL HIGHLIGHTS OF HUAHINE   

フアヒネ島カルチャーハイライト 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $89 

フアヒネ島の景観をお楽しみいただけるツアーです。ソシエテ諸島のなかでも最も絵画的で

地理的に多様な場所を訪れます。 

埠頭より車でフアヒネ島の中心地ファレへ。まずはガイドと共にゆったりとファレでの散策をお

楽しみください。 

次にバニラ農園を訪れ、バニラを乾燥させる過程や、このおなじみのスパイスを使った様々

な調理法を見学します。 

またポリネシアで最も重要な遺跡の１つであるマエバでは、保存状態の良いマラエや古代ポ

リネシアの寺院、さらには数世紀前に開発され、今日でも使用されている筌（漁具）を見ること

ができます。次にファイエの村を訪れ、川に生息する有名な青い目の大ウナギにガイドが餌

付けするのをご覧ください。そして、最後にフアヒネ島の壮観な景色が見られる展望台を訪れ

ます。 

※ ツアー中にバニラを購入したい場合は、現地通貨または米ドルをお持ちください。現地通貨または

米ドルのみご利用いただけます。 

 

（HHN-2026）  LAGOON CRUISE & SNORKELING  

ラグーンクルーズとシュノーケリング 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $105 

フアヒネの美しいラグーンと風景、白砂のビーチをラグーンクルーズとシュノーケルを通して

体験しませんか。 

※ このツアーは、ボートから直接ダイブできる方、通常のうねりで潜水できる経験者の方におすすめ

致します。 

 

 



3 

 

（HHN-4）  A DAY AT THE BEACH（HUAHINE） 

 フアヒネ島のビーチでの 1日 

所要時間 ： 6時間  / 料金 ： $115 

ファレ村と古代遺跡に近接して建つマイタイラピタビレッジホテルは、特別なロケーションをご

提供します。 

ラグーンに面した素晴らしい白砂のビーチで日光浴をしたり、水晶のように澄んだ水の中でシ

ュノーケリング、あるいはレストラン、バー、プールからの海の景色を楽しめます。ホテルは水

辺にスイレンが佇む湖を囲み、香りの良い多彩な南国の花々に包まれるように建っています。

フレンチポリネシアの昔ながらの遺跡の残るホテル博物館をお見逃しなく。また、日没まで滞

在する際には、ライアテア、タアア、ボラボラなどの島々の壮観なパノラマをお楽しみくださ

い。 

※ このツアーは、スイミング・プール、ビーチおよびホテル博物館への入場料、カヤックおよびシュノ

ーケリング用具、コース・ランチ(前菜およびメインディッシュ、またはメインディッシュおよびデザー

ト)、1名様につきミネラルウォーター1本とドリンク 1杯(ハウスワイン、地ビールまたはソフトドリン

ク)が含まれています。 

 

（HHN-6739）  SCUBA DISCOVER SCUBA DIVING THEORY AND POOL  

スキューバダイビング入門  基本習得とプール 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

PADIのインストラクターによる船内でのスキューバダイビングの器材の説明、使用法などの

講習を受け、安全な船内プールで実技指導を受けます。まったくの初心者でも 2時間のスキ

ューバの基本が習得できる入門コースです。このレッスンを修了すると、ソシエテ諸島でのス

キューバ、「ボラボラ島のトープアのスキューバ（初心者ダイバー向け）-BRB-1995」または

「モーレア島のシャークギャラリー（初心者ダイバー向け）-MOO1999」のいずれかに参加で

きます。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（HHN-6225）  HUAHINE SAFARI EXPEDITION 

フアヒネ サファリ探検 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $89 

4WDに乗ってフアヒネの魅力に触れてみませんか？ 

ツアーはまず、埠頭からオフロード車に乗ってフアヒネヌイ（大きい島）に向かいます。青い目

のオオウナギで有名なファイエの村を訪れます。続いて、小舟に乗ってフアヒネの真珠養殖

所と陶器製造所へ。黒真珠の秘密を聞き、真珠養殖中にラグーンの底から見つかるグレー

ズで出来る有名な青い陶器もお買い上げいただくこともできます。続いて、島の最も重要なマ

ラエ(古代のポリネシアの寺院)、ポテエを訪れるべくマエヴァへ。ファウナ・ヌイ湖を眺めなが

らドライブを楽しんだあとは、島最大の町ファレで自由散策をお楽しみください。埠頭へ 4WD

で戻ります。 

http://www.pgcruises.com/scuba
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※ 舗装された道を主に走りますが、急勾配の悪路も走りますので、背骨、首などに異常のある方や

乗り物酔いしやすい方、運動制限ある方はご遠慮ください。訪問順序が変わる場合があります。天

候により行程が変更になる場合があります。 

 

（HHN-6226）  HUAHINE ITI BY4X4       

 フアヒネ イティ 4X4      

 所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $89 

フアヒネのココナッツやバニラ、ブレッドフルーツやスイカの栽培が盛んな熱帯ジャングルは

理想郷‘エデンの園’のよう。また、うっそうした緑の至る所に神聖な遺跡があります。アベア湾

の白砂のビーチやブルーラグーンの島々、雄大な群葉がガーデンパラダイスを作ります。 

フアヒネのもっと魅惑で小さい島、フアヒネイティを4WDに乗って紹介いたします。ラグーンや 

モツやムリマホラの小さい島々に囲まれた島を横断しながら道中で沢山のパノラマ景色をご

覧いただけます。マラエ・アニニのバニラやフルーツ農園も訪れます。アベア湾のビーチでは

ラグーンを少し触ってみたり、お飲物をお召し上がりください（ソーダ、フルーツジュース、ビー

ルよりお選びください）。マロエの埠頭に戻る前にジャングルを通り抜け、でこぼこ道を通りパ

レアの谷を通ります。 

※ 舗装された道を主に走りますが、急勾配の悪路も走りますので、背骨、首などに異常のある方や

乗り物酔いしやすい方、運動制限ある方はご遠慮ください。訪問順序が変わる場合があります。天

候によってコースが変更になる場合があります。 

 

（HHN-2027）  MOTU PICNIC 

モツピクニック 

所要時間 ： 6時間  / 料金 ： $129 

まず、ツアーボートで美しいラグーンにあるシュノーケルポイントへ。カラフルな熱帯魚と、抜

群の透明度を誇る水中でのシュノーケリングをお楽しみください 

プライベートモツ（小島）では、おいしいランチ（水、トロピカルジュース、ビールなどのお飲み

物も）と地元のミュージシャンによる演奏が迎えてくれます。船に戻る前には、ここでのフリー

タイムもおとりします。 

※ 船からシュノーケル用具、ビーチタオル、日焼け止め、サングラスをお持ちください。 

 

（HHN-7500）  SACRED SITES & LAGENDARY PLACES 

神聖な遺跡と伝説の場所 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $105 

本ツアーは現地の専門家、人類学/考古学者による案内から始まります。 

「ル・トラック」(ポリネシアの有名なローカルバス)に乗って、フアヒネヌイ（「大きな島」）への橋

を横断してフアヒネイティ（「小さな島」）の村マロエを出発します。このとき、緑が生い茂る谷

や、ターコイズブルーのラグーンを横目にキャプテン ジェームズ・クックが島を訪れた際に滞

在した首都ファレを通過します。 
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最初に訪れるのは、先史時代の住居跡などポリネシアで最も重要な考古学的エリアと考えら

れている村、マエヴァです。村の散策中に、湖畔の遺跡やファレポテエ博物館を見学できま

す。ポリネシアの起源や移住、伝統的社会、宗教、植物の生態系について学び、ヨーロッパ

の探検家たちが発見した伝統的な道具や手工芸品をご覧ください。 

その後、マエヴァ村の北に位置するマタイレアの丘に上り、マラエや畑、家屋の基盤、要塞の

壁、墓石の土台などの 200を超える構造物を見ることができます。 

次にバニラ農家を訪れます。ここでは様々なバニラ製品を購入することができます。 

また、マエヴァ村で今日でも復元されて使われている、500年前の筌（漁具）を見学します。 

帰路の途中、ファイエの村で川に生息する青い目の大ウナギに餌付けをしたり、展望台でフ

アヒネイティとマロエ湾のパノラマ風景をカメラに収めます。 

※ 坂道を徒歩で上る場所がありますので、履きなれた靴、日焼け止め、帽子およびサングラスをお持

ちになると良いでしょう。観光順序は変更になる場合があります。また、ツアー中バニラを購入した

い方は現金をお持ちください。 

 

（HHN-1000） SCUBA REFRESHER COURSE                          

スキューバ リフレッシャーコース 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $50 

スキューバダイビング経験者のためのダイビング前に船内において、スキューバの基礎を 2

つのセッションでおさらいするコースです。 

前半は 8階デッキのプールで PADIの公認インストラクターによるスキューバダイビングの器

材説明、ルール、水中での重要技術の確認などが行われます。その後プールに入り、これら

の技術について実技指導をいたします。前半後半のセッションは各 1時間です。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

 

TAHA’A タハア島 

同じ環礁内のライアテア島のすぐ北に浮かぶタハア島はポリネシアで最初に黒真珠の養殖

が行われた島。バニラ栽培と黒真珠が主な産業のこの島では島民たちののどかな生活が見

られます。ポリネシアの伝統的なライフスタイルを守るタハア島は、現代の隠れ家として最適

の島といえるでしょう。 

 

（TAM-6883）  CORAL GARDEN DRIFT SNORKELING 

コーラルガーデン ドリフトシュノーケリング 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $119 

屋根付きモーターボートに乗り15分ほどでタハ島の西側へ到着します。人の住んでいない小

島またはモツへ渡ります。モツの反対側へ到着後、ガイドの案内で浅瀬の海でシュノーケリン

グ。熱帯の美しい魚たちや豊かな珊瑚の群れを見ながら潮の流れに乗ってボートの停泊して

いる場所に向かいます。ドリフトは一列になって約 3 メートル離れて行い、シュノーケルガイド

http://www.pgcruises.com/scuba
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1人につき 12名のお客様をご案内いたします。美しいコーラルやトリピカルフィッシュに富ん

でいる場所です。ボートに到着後、飲み物のサービスを受けます。その後、埠頭に戻る前に

再びシュノーケリングをする事もできます。ポール・ゴーギャン専用の小島モツ・マハナで終わ

ります。 

※ シュノーケリング経験者での海中でのドリフトが労せずにできる方にお勧めします。衣服の下に水

着を着用し、リーフシューズ、日焼け止め、帽子、サングラス、本船よりタオルとシュノーケルをご持

参ください。シュノーケル経験が浅い方はポール・ゴーギャン専用の小島モツでのシュノーケリング

を強くお勧めします。 

 

（TAM-2486）  EXPLORATION OF TAHA’A 

タハア島観光 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $79 

桟橋からオフロード車に乗り込み、タハアの最高峰の一つを横断します。途中、眺望の素晴

らしいポイントで止まり、景観を楽しみ、野生の植物の伝統的な利用法などについてガイドの

説明を受けます。別名「バニラアイランド」と呼ばれるこの島では、小規模なバニラ農園香りの

よいスパイスについて学びます。その後、小規模な黒真珠の養殖場を訪れ養殖の仕方や採

取の仕方を学びます。これらの小規模な農園や養殖所がこの小さい島の経済を支えていま

す。東海岸に沿っての帰り道のドライブ中、島の伝承や生活についてガイドが案内します。本

船に帰着後、ポール・ゴーギャン専用の小島モツ・マハナへのテンダーサービスは終日行わ

れています。 

※ 急激な上り下りのある悪路を走りますので背骨、首などに異常のある方や車に酔いやすい方、運

動制限ある方などはご遠慮ください。天候によってコースが変更になる場合があります。危険です

ので車内では立ち上がらないでください。 

 

(TAM-2610)   SCUBA 2ＴＡＮＫＳ ＤＩＶＥ WITH HEMISPHERE SUD 

南半球 2タンクスキューバ  

所要時間 : ５時間  /  料金 : ＄200  

停泊場所からダイビングボートに乗り、タハア島とライアテア島の間、ティバ到着までの 30分

間に安全確認の説明を行い、ダイビングスポットに到着後、器材の装着をします。遠海魚や

エイ、時にはサメが姿を現す、南半球の深いマリンブルーの世界をお楽しみください。最深 80

フィート（25メートル）です。全 2回のダイビングは 1回目、2回目のインターバルは約 1時間

を予定しており、後半のダイビングはミリ-ミリと呼ばれるライアテア島の外洋スポットへ向か

います。ここでは、人懐っこいブラックチップリーフシャーク（ツマグロ鮫）や大型の深海魚のナ

ポレオンフィッシュに出会えることもあります。最深 70フィート（20メートル）。この後、ポール・

ゴーギャンのプライベートモツであるマハナへ戻り、バーベキューをお楽しみいただきます。 

※ ご参加の方は、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書の

ご回答に「YES」の項目があった場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスを

ご提示ください。水着をご着用いただき、サングラス、帽子、日焼け止め、本船よりタオルをご用意
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ください。本プログラムは外部のダイビング業者との協同で行っております。ダイビングスポットは

当日の海況により変更となる場合がございますこと予めご了承ください。 

※ 事前予約はでき兼ねますが、外部業者へ委託している関係上、ご乗船後にダイビングデスクへお

申込みくださいますようお願い申し上げます。 

 

(TAM-5840)   SCUBA INTRO COURSE 

 スキューバ 入門コース 

所要時間 : 2時間  /  料金 : ＄120 

ポール・ゴーギャン乗船のスキューバダイビングのインストラクターと共に午前は船の停泊場

所に集合、午後はポール・ゴーギャン専用の小島モツ・マハナに集合します。簡単な安全確

認の後、タハア島のクリスタルブルーの海とラグーンのダイビングスポットを目指してボートで

出発します。このコースは、ダイビング初心者で初めて海に入る方が比較的安全な浅瀬で、

スキューバ器具を装着して美しい水中の世界を探索できるコースです。最大水深が 18フィー

ト（6 メートル）となっております。 

※ 乗船後のご予約のみとなります。事前予約はできかねますが、乗船中に一度ダイビングデスクへ

お越しください。ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧

ください。 

 

(TAM-1000)   SCUBA REFRESH COURSE 

 スキューバ リフレッシュコース 

所要時間 : 2時間  /  料金 : ＄50 

前半は 8階デッキのプールで PADIの公認インストラクターによるスキューバダイビングの器

材説明、ルール、水中での重要技術の確認などが行われます。その後、実技指導をいたしま

す。前半後半のセッションは各 1時間です。 

 

（TAM-2488）  SNORKEL AND BLACK PEARL FARM 

シュノーケルと黒真珠養殖場 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $95 

船尾のプラットフォームからモーター付きのアウトリガーカヌーに乗り込み、黒真珠の養殖場

があるポエラニへ。バニラ産業は島のもっとも重要なビジネスで、黒真珠の製品によって密接

に従事しています。黒真珠の養殖場を訪れフレンチポリネシアの美しい真珠について学びま

す。そこで、この島や世界中にとっての輝かしい宝石の価値を理解することでしょう。 

黒真珠について学んだ後はモツへ。透明度の高い海でシュノーケリングを楽しみます。モツ

は外海への水路に近く、経験者はドロップオフへの探訪も出来ます。シュノーケリング体験の

終了後、再びカヌーに乗り込みポール・ゴーギャン専用の小島モツ・マハナのビーチでバーベ

キューをお召し上がりください。 

※ 一部、覆いの付かないカヌーもありますので必ず日焼け止めをご用意ください。シュノーケルサイト

はその日の天候、海況により変わる場合があります。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽

http://www.pgcruises.com/scuba
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子と本船からタオルとシュノーケルをご持参ください。ツアーは昼食、水辺のスポーツ、シュノーケリ

ングなどが用意されているポール・ゴーギャン専用の小島モツ・マハナで終わります。参加者はシ

ュノーケリング用具の装着や流れのある海中には抵抗無く対応できる必要があります。朝のツアー

はビーチで終了します。 

 

（TAM-2490）  TAHA’A CULTURAL TOUR 

タハア カルチャーツアー 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $79 

ピアから“ル･トラック”に乗り、バニラアイランドとして知られるこの島の景観を楽しみながら進

みます。最初に訪れるバニラ農園ではこの貴重なスパイスの栽培や製法について学びます。

その後、再びル･トラックでタハアの歴史や生活などについてガイドの説明を聞き、いくつかの

場所では写真を撮るために止まりながら進みます。最後に、“モツパールビレッジ”でタヒチの

黒真珠養殖について学び、季節のフルーツや飲み物を楽しみます。その後、ポール・ゴーギ

ャン専用の小島モツ・マハナへボートで向かいます。 

※ 天候によってコースが変更になる場合があります。お手洗いはモツパールビレッジにてご利用

いただけます。バニラや黒真珠を購入することもできますので、現地通貨をお持ちになると良い

でしょう。 

 

 

BORA BORA ボラボラ島 

タヒチの北西 240キロメートルに位置するボラボラ島。世界でも屈指の時間と共に色が様々

に変わる美しいラグーンの中心にあるボラボラ本島には、住民 4,200人余りが暮らしていま

す。外海から大型船が通れる唯一の水路の奥にボラボラ島最大の村、バイダベがあります。

島を一周する29キロメートルの道路に沿って、色鮮やかな村々や古代ポリネシアの史跡、第

2次世界大戦時に米軍が残した大砲などを目にすることができます。島の南端のマティラ岬

周辺では緩やかな丘の緑と白砂と浅瀬のビーチ、点在するリゾートの水上バンガローが素晴

らしい景観を創り出しています。 

 

（BRB-6259）  AQUA SAFARI – UNDERWATER WALK (30 MINS UNDERWATER) 

アクアサファリ – 海底散策（30分） 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $120 

ボートタクシーにてアクアサファリ用ボートまで移動します。インストラクターから安全やダイビ

ングについての説明を受けた後、ダイビングヘルメットをかぶって梯子を下り、ボラボラの水

中へ。インストラクターの先導で砂地の海底を 30分ほど探訪、色鮮やかな熱帯魚に手からエ

サを与える体験もします。ダイビングの経験は不要で、泳げなくてもかまいません。ヘルメット

をかぶるので、頭は濡れません。メガネもかけられます。1回のアクアサファリの人数には限

りがありますので、お待ちいただいている間にシュノーケリングをしたい場合は、船からシュノ

ーケル用具をお持ちください。 
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※ 水泳やダイビングの経験は必要ありません。ヘルメットへはホースを通して空気が供給されます。

背骨、首などに異常のある方、心臓に問題のある方や喘息や呼吸器官系の病気、運動制限のあ

る方はご遠慮ください。ご参加にあたりましては、免責書類にご署名いただきます。 

 

（BRB-5841）  SCUBA TOOPUA – CERTIFIED DIVERS 

ウキューバ トープア ライセンス保有者 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $ 99 

停泊場所よりボートでダイブサイトへ出発します。 

半水没したクレーターの端にあるダイビングスポットです。魚の種類が非常に豊富で、サンゴ

も見事です。海中に入るやチョウチョウウオやエンゼルフィッシュが出迎えてくれるでしょう。

砂地ではトビエイが泳ぎ、ポリネシアン・クラムや巨大なウツボ、モンガラカワハギ、イソギン

チャク、タコなど、海中は賑やかです。このサイトではマッシュルームのような急な斜面のサン

ゴ礁やトロピカルフィッシュが隠れたり餌を食べたりするポリプがあります。 

※ スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いた

だきます。健康質問書にYESの項目があった場合、船医による検査が必要となります。ダイビング

ライセンスと過去 2年以内にダイビングをしたログが必要です。このツアーは充分に体力のあるラ

イセンス保持者が対象です。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船から

タオルをご持参ください。 

 

（BRB-001）  A DAY AT THE BEACH(BORABORA) 

ボラボラ – ビーチでの 1日 

所要時間 ： 6時間  / 料金 ： $138 

南太平洋の貴重な環境に配慮したインターコンチネンタルボラボラリゾート＆タラソスパは、

モツピティアアウ（タヒチ語で“two hearts”2つの心）にあります。プールやビーチでお楽しみく

ださい。港からタクシーに乗り、インターコンチネンタル・ル・モアナへ。ホテルのシャトルに乗

り換え、インターコンチネンタルリゾート＆タラソスパを訪れます。料金にはパドルボート、ウィ

ンドサーフ、カヤック、シュノーケル用具やアウトリガーなどの利用とプールサイドのレストラン

での前菜とメインまたはメインとデザートのいずれかの昼食が含まれています。お飲物、スパ

トリートメント、いくつかのアクティビティは別料金となります。 

 

（BRB-1600）  AQUABIKE ADVENTURE 

アクアバイクアドベンチャー 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $299（1台） 

ボラボラ島の絵に書いたようなラグーンの中を 30分間水中探検します。埠頭からモーターボ

ートに乗り、水中スクーターの基地に移動します。インストラクターから器材の操作や安全に

ついて説明を受けます。スクーターは跨って乗り、小さなハンドルを操るだけの簡単な操作で

す。スクーターの専用タンクから空気が流れ、頭をまったく濡らさずに水中を走れます。インス

トラクターの先導で 3 メートルほどの浅瀬に潜り、45分ほどの水中探索を楽しみます。ボート

で埠頭に戻る途中に遊泳を楽しむ時間もあります。 
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※ 2人乗りアクアバイク 1台単位での申し込みとなります。申込時には人数でなく台数をご記入くださ

い。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子、サングラスと本船からタオルをご持参ください。

健康で体力に自信のある方のみご参加ください。背骨、首などに異常のある方や妊娠中の方はご

遠慮ください。心臓、循環系疾患、閉所恐怖症、移動に難のある方、車椅子利用の方などを参加で

きません。8歳以上、身長 1 メートル 20センチ未満の方も参加できません。バイクの運転は 16歳

以上に限ります。免責書類にご署名いただきます。ウェットスーツの着用を希望する方にはボート

での移動中に着用できます。トイレ施設はモーターボート内にあります。 

 

（BRB-6701）  BLUE LAGOON ESCAPADE 

ブルーラグーンエスカペイド – プライベートボート 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $1,135 

23フィートのスポーツボート、ジャノー社の Cap Camarat715Wによるプライベートクルーズ

で、鮫やエイの踊り、マンタを観察したり、シュノーケリングをお楽しみください。 

※ ボートの乗客定員は4名で、料金は1隻のものですので、代表者様がお申込みください。水着を衣

服の下に着用し、アクアソックス、日焼け止め、サングラス、タオル、シュノーケル用具を船から持

参ください。体調の優れない方、アルコールをお召し上がりの方のご参加はご遠慮ください。双胴

船ではございません。 

 

（BRB-1608）  BORA BORA ISLAND TOUR BY “LE TRUCK” 

ル・トラックでのボラボラ島ツアー 

所要時間 ： 2.5時間  / 料金 ： $49 

埠頭よりル・トラックに乗り込み、ボラボラ島内を一周します。人々の生活を垣間見られる小さ

な村々を抜け、ファアヌイへ。写真撮影のためにファアヌイ湾、オテマヌ山、パヒア山に寄った

後、かつて儀式の行われていたファアヌイのマラエや第 2次世界大戦中に米軍が造った壕な

どへとドライブは続きます。地元の工房、ママ・エドナでは、フルーツをココナッツミルクと食べ

るタヒチのダザート‘ポー’やタロイモ、トロピカルフルーツをお楽しみください。また、手染めの

パレオなどのショッピングもお楽しみいただけます。展望台からはボラボラ島の最高峰、オテ

マヌ山を見渡します。バイタペへ戻る途中、島の南のリゾート地、マティラビーチで美しい景観

をお楽しみください。 

※ ル・トラックは窓のないオープンエアーの乗り物です。揺れが激しい場合がありますのでご注意くだ

さい。ル・トラックに代わり、空調付きのバスで運行する場合があります。 

 

（BRB-1609）  BORA BORA OFF-ROAD ADVENTURE 

ボラボラ島オフロードアドベンチャー 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $129 

埠頭よりランドローバーでしかアクセスできない場所を訪れるオフロードツアーです。急傾斜

地を通り抜け、ボラボラ島の生活習慣や植物をご説明致します。パホヌヒルを上れば、ボラボラ

島の天然の港や美しいマティラビーチの絶景が待っています。オフロードのスリルを味わった

後、第 2次世界大戦の残骸である 7インチ砲を見学。さらに島の北側を、緑豊かなファアヌイ
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の渓谷へ向かいます。ツアーのクライマックスは、山の上にある農園からのファアヌイ湾の絶

景です。 

※ このツアーは急勾配の走行を含むオフロードドライブです。背骨、首などに異常のある方や運動制

限のある方にはお勧めしません。訪問順序が変わる場合があります。料金はおひとり様あたりの

料金です。 

 

（BRB-1604）  CIRCLE ISLAND BY WAVERUNNER 

ウェーブランナーでのボラボラ島周遊 

所要時間 ： 2.5時間  / 料金 ： $299（1台） 

埠頭よりル・トラックでボート基地に移動し、インストラクターから器材の操作や安全について

説明を受けます。ウェーブランナーに乗り込み、1時間ほどかけて離れたラグーンへ行きモツ

探索や海水浴に絶好のポイントにご案内します（天候や海水の状況によりご案内する場所は

変わります）。基地に戻った後、再びル・トラックで埠頭に戻ります。 

※ 本ツアーは天候、海況によっては催行しません。2人乗りウェーブランナー1台単位でのお申し込

みとなります。申込時には人数でなく台数をご記入ください。ご参加者はライフジャケットを着用し、

列を乱さず、前のボートとの間隔を 10メートル以上空けてください。運転は 16歳以上、8歳以上は

大人と同乗に限ります。水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、帽子、サングラス、濡れても大丈

夫な靴、本船からタオルをご持参ください。ウェーブランナーには小さな収納が付いております。 

 

（BRB-5002）  ECO-SNORKELING TOUR 

      エコシュノーケリングツアー 

 所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $125 

ボラボラ島の海中で出会った生物の説明を資格のあるガイドがご案内いたします。参加者に

は潜水可能なカードをお渡しますので、遭遇する生物を素早く簡単に識別する事ができます。英

語、フランス語、日本語に対応していますので、海洋環境を楽しく学べます。 

※ 涼しい時期用の短めのウェットスーツが用意されており、着用すると浮力が得られます。覆いのつ

いたボートはクッションつきで最大 10名様でゆったりとご乗船いただけます。真水のシャワーと持

ち物入れのドライボックス、温かい飲み物、フルーツも用意されています。 

 

（BRB-2155）  GLASS-BOTTOM BOAT 

グラスボトムボート 

所要時間 ： 1.5時間  / 料金 ： $70 

水に濡れることなく、海底観察用ボート（グラスボトムボート）に乗ってボラボラ島のラグーンを

お楽しみいただけます。バイタペの船着場を出発しボラボラ島の海洋環境を探検します。床

底からツバメウオやチョウチョウウオが舞うカラフルな海中を眺める事が出来ます。屋根付き

ですので日焼けや厳しい日差しから守ります。 

ボートはラグーンを横断し、ガイドが足元の豊富な海洋環境や水線に見えるエコシステムに

ついて説明いたします。それらはボラボラ島の自然の美しさへの認識を深め、更に興味深い
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発見となるでしょう。埠頭に戻る前には、水中に潜ったクルーの餌付けに多くの魚が群がる様

子がガラス窓のすぐ前に見られます。料金はおひとり様あたりの料金です。 

 

(BRB-1606)  HELICOPTER FLIGHTSEEING BORA BORA AND TUPAI 30MINUTES 

    ヘリコプター観光 ボラボラ島とツパイ島 （フライト時間 30分） 

所要時間 ：1時間  / 料金 ： $370 

ヘリコプターに搭乗し、ボラボラ島の地上の類まれな美しさ、絵画の中のような景色を上空か

ら楽しみませんか。港近くのヘリポートへ移動し、搭乗後、太平洋の真珠と称されるボラボラ

島上空を、30分間飛行します。そしてボラボラ北に位置する、ハート型の島で知られているツ

パイ島へ向かいます。ヘリコプターから、大空を飛ぶ鳥たちと同じ目線でツパイ島の景観をお

楽しみください。搭乗中はヘッドフォンをご着用いただき、パイロットによる眼下の説明を聞くこ

とができます。バードビュー（鳥の目線）から見るボラボラ島はすばらしい景観です。世界で最

も美しいラグーンと環礁は絶好のフォトチャンスとなり、チャンスがあればマンタやサメなども

写真で捉えられ、「ヘリ・シュノーケリング」と呼ばれる冒険をお楽しみいただくことができます。

その後、ヘリコプターはボラボラ島の最高峰オテマヌ山を旋回し、帰還します。 

※ 本ツアーは事前の予告なしに天候および機材の整備などの理由により飛行が取りやめになる場

合がございます。最少催行人数は 4名様です、追加料金にてプライベートフライト（2名様）のアレ

ンジも可能です。ヘリコプターはエアコン付きです。安全確保のため重量規制および機体のパラン

スを鑑み、機長が配席をいたします。当日スキューバダイビングされた方は搭乗できません。同時

に 2組の参加者が一緒に移動する際はヘリポートで待ち時間が発生する場合があります。 

 

（BRB-1602）  LAGOON CRUISE & POLYNESIAN FEAST 

ラグーンクルーズとポリネシアンランチ 

所要時間 ： 5時間  / 料金 ： $199 

ウクレレの音楽とボラボラの文化や歴史などについての説明を聞きながら、伝統的なアウトリ

ガーカヌーでボラボラのラグーンを巡るツアーです。コーラルガーデンの中のシュノーケリン

グスポットで多くの美しい熱帯魚やサンゴを見ながらのシュノーケリングを楽しんだ後、プライ

ベートアイランド（モツ）でポリネシアンランチが用意されます。2人のシェフが、バナナの葉や

火山の岩でできたオーブンを使って調理し、日除け付きのテーブルはラグーンの中にセットさ

れます。子豚のご馳走や地元のほうれん草を使ったチキン料理、カッサバ、プランテン（調理

用バナナ）、パンノキ、ココナッツミルクを使った生魚のサラダ、そしてバナナとバニラの伝統

的なデザート、新鮮なフルーツをお楽しみください。その後、エイの飼育場所と、外洋に出て

ツマグロ（鮫）の観察場所を訪れます。ツマグロ（鮫）は約 90~150センチメートルの大きさで、

人に危害を与えることはありません。 

※ お飲み物はミネラルウォーター、フルーツジュース、ソフトドリンク、ビールよりお選びください。衣服

の下に水着を着用し、リーフシューズ、日焼け止め、帽子、サングラスをご持参ください。シュノーケ

リング用具とタオルは船からお持ちください。防水カメラをお持ちになると良いでしょう。 
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(BRB-1603)  LAGOON EXCURSION WITH MAOHI NUI 

カヌーで行くラグーン エクスカーション 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $109 

ウクレレの音楽とボラボラの文化や歴史についての説明を聞きながら、伝統的なアウトリガ

ーカヌーでボラボラのラグーンを巡るツアーです。カヌーは柔らかい素材を用いたお席を配し、

日よけには花と草木を飾りました。 

3か所を巡るこのラグーンクルーズの最初の訪問地では、専門家ガイドとともにコーラルガー

デンのすばらしいエコシステムの中に生息する色とりどりの美しい熱帯魚や珊瑚を見ながら

シュノーケリングを楽しみます。次に、エイがすむ浅瀬を訪れます。20年来、私どものツアー

は常にこのすばらしい興味深い生き物たちに対優しくし敬意を払っています。この後、外洋に

出て野性のレモンザメの観察場所を訪れ、シュノーケリングをします。このサメは体長 3～5フ

ィート（90-150センチメートル）で人間に危害を与えることはありません。 

※ シュノーケリング用具、お飲み物をご用意しております：ミネラルウォーター、フルーツジュース、ビ

ールからお選びください。防水カメラをご用意いただくと良いでしょう。衣服の下に水着を着用し、リ

ーフシューズ、日焼け止め、帽子、タオル、サングラス、本船よりタオルをご持参ください。雨に備え

レインコートをご用意しております。 

 

（BRB-1605）  LAGOONARIUM – OPEN-AIR AQUARIUM SNORKELING EXPERIENCE 

ラグーナリウムでのシュノーケリング体験 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $105 

ボラボラ島の魅力的な海洋生物を間近で見える自然水族館です。 

バイタペの埠頭よりアウトリガーカヌーで島を取り囲む穏やかなラグーンを一周します。(天候

により豊富な海洋生物が生存する自然水族館「ラグーナリウム」へ)。到着後、定められた場

所で泳ぐ事ができます。ウミガメやエイ、鮫や多くの色鮮やかな熱帯魚など様々な海の生物

たちを間近で見られます。また、シュノーケル初心者も経験者も 1メートルから 3メートルの水

深でのシュノーケリングも楽しめます。ガイドから生き物たちへの接近の仕方、写真の撮り方

などを習うこともできます。シュノーケリングは浜辺から行いますので初心者にもお勧めです。

水中を楽しんだ後は、新鮮なフルーツでリフレッシュ。美しいビーチでくつろぐ時間もありま

す。 

※ アウトリガーカヌーには屋根がないので、強い日差しやスコールなど雨が降る場合もあります。カヌ

ーへの出入りには南側の梯子を利用、浜まで浅瀬を歩きます。施設内には小さなお土産屋があり

ますので、現地通貨または US$をご用意ください。更衣室、トイレなどの設備もあります。リーフシ

ューズ、衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子、サングラスと本船からタオルをご持参くださ

い。体調の良い方にお勧めのツアーです。 

 

（BRB-6705）  RAYS AND SNORKELING BY JETBOAT                   

ジェットボートでのアイランド周遊 

所要時間 ： 2.5時間  / 料金 ： $119 

ジェットボートでこの上なく美しいボラボラ島の海抜や海面を体験します。 
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バイタペの埠頭港からジェットボートに乗り、ボラボラ島を取り囲む世界的に有名な美しいラ

グーンを廻ります。天候により島を周航し、コーラルガーデンでシュノーケルをしたり、アカエイと

泳ぎます。絶えず色彩が変わる世界的に有名なボラボラ島のラグーンの美しさをご覧いただけま

す。休憩時にはフルーツのサービスもございます。スピードを出してスリルを味わう時は、手

すりなどにしっかりとおつかまりください。マティラの白砂の海岸近くの浅瀬でアンカーを下ろ

し、水遊びやウクレレの音色をバックにフルーツカクテルのサービスを受けながらビーチでの

寛いだ時間を過ごしたり、泳いだりできます。ツアーの間中、ガイドは島の見どころをご案内

いたします。ジェットボートでの冒険を終え、埠頭へと戻ります。 

※ 水着を衣服の下に着用し、アクアソックス、日焼け止め、サングラス、あごひも付きの帽子とタオル、

シュノーケルセットを本船からご持参ください。このツアーでは、ジェットボートの急旋回や乱暴な運

転はありません。最低参加年齢は 8歳、スイミング中はライフベストを着用していただきます。 

 

(BRB-5870)  SCUBA ANAU- CERTIFIED DIVERS                             

スキューバ アナウ ライセンス保有者  

所要時間： 2時間 / 料金 ： $99 

停泊場所からダイビングボードに乗って出発し、ボラボラのラグーン内に位置する船が停泊し

ている場所とは反対側のスポットへ向かいます。赤珊瑚が非常に美しい珊瑚の群生地で、ク

リーニングステーションとして巨大なマンタが遊泳しています。掃除魚のベラがきめ細やかに

掃除をしている間、ゆっくりと珊瑚の根の周りを遊泳するマンタをご覧いただけます。最深 60

フィート（18 メートル）です。ダイビング後、埠頭へと戻ります。 

※ 乗船後のご予約のみとなります。事前予約はできかねますが、乗船中に一度ダイビングデスクへ

お越しください。ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧

ください。 

（ＢＲＢ-6739）  SCUBA DISCOVER SCUBA DIVING THEORY AND POOL 

(PART1&PART2)             

スキューバダイビング入門  基本習得とプール（パート 1＆パート 2）       

所要時間：2時間  / 料金：＄99 

ポール・ゴーギャン乗船のスキューバダイビングのエキスパートからフランス領ポリネシアの

ダイビングの基礎を学びます。PADIのインストラクターによる船内でのスキューバダイビング

の器材の説明、使用法などの講習を受け、安全な船内プールで実技指導を受けます。まった

くの初心者でも 2時間でスキューバの基本が習得できる入門コースです。このレッスンを修了

すると、ソシエテ諸島でのスキューバ、「ボラボラ島のトープアのスキューバ（初心者ダイバー

向け）-BRB-1995」または「モーレア島のシャークギャラリー（初心者ダイバー向け）

-MOO1999」のいずれらかに参加できます。 

 

http://www.pgcruises.com/scuba
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（ＢＲＢ-1000）  SCUBA REFRESH                                      

スキューバ リフレッシュ                                                                      

所要時間：2時間  / 料金：＄50 

前半は 8階デッキのプールで PADI公認インストラクターによるスキューバダイビングの器材

説明、ルール、水中での重要技術の確認などが行われます。その後、プールに入りこれらの

技術について実技指導をいたします。前半後半のセッションは各 1時間です。 

 

（ＢＲＢ-8888）  SCUBA REFRESH                                            

  スキューバ リフレッシュ     

  所要時間：2時間  / 料金：＄40 

前半は 8階デッキのプールで PADIの公認インストラクターによるスキューバダイビングの器

材説明、ルール、水中での重要技術の確認などが行われます。その後、プールに入りこれら

の技術について実技指導をいたします。前半後半のセッションは各 1時間です。 

 

（BRB-2616）  SCUBA TAPU – CERTIFIED DIVERS  

スキューバ  タプ ライセンス保有者 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

ラグーンの外に広がる澄み切った海を体験できます。停泊場所よりボートでダイブサイトへ出

発します。機材や安全の説明を受けた後、器材をつけて珊瑚が広がる海底へ。このダイブで

はウツボやブラックチップシャークや多くのリーフフィッシュ、カマストガリザメ、レモンザメ、状

況によっては他の大型の海の生物も見ることができます。最深 18 メートルです。ダイビング

後、停泊場所へと戻ります。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（BRB-1995）  SCUBA TOOPUA – BEGINNER DIVERS（PART3） 

スキューバ  トープア  初心者ダイバー向け 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $120 

非常に美しいボラボ島の海中を体験して下さい。停泊場所よりボートでダイブサイトへ出発し

ます。半水没したクレーターの端にあるダイビングスポットです。魚の種類が非常に豊富で、

サンゴも見事です。海中に入るやチョウチョウウオやエンゼルフィッシュが出迎えてくれるでし

ょう。砂地ではトビエイが泳ぎ、ポリネシアン・クラムや巨大なウツボ、モンガラカワハギ、イソ

ギンチャク、タコなど、海中は賑やかです。最深でも 12 メートルの深さで、初心者の方でも簡

単に 3 メートル潜れます。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

http://www.pgcruises.com/scuba
http://www.pgcruises.com/scuba
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（BRB-5841）  SCUBA TOOPUA – CERTIFIED DIVERS 

スキューバ  トープア  ライセンス保有者 

 所要時間 ： 2時間  / 料金 ：＄99  

非常に美しいボラボラ島の海中を体験してください。停泊場所よりボートでダイブサイトへ出

発します。半水没したクレーターの端にあるダイビングスポットです。魚の種類が非常に豊富

で、サンゴも見事です。海中に入るやチョウチョウウオやエンゼルフィッシュが出迎えてくれる

でしょう。50フィート（15メートル）潜ると白砂のくぼみにエイが見えます。埋め込まれたポリネ

シアの貝に見とれていると、強大なウツボに遭遇するでしょう。モンガラカワハギ、クロウンフ

ィッシュ、イソギンチャク、タコなども見られます。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（BRB-7575）  SHARK AND RAY WATCHING BY GLASS-BOTTOM BOAT 

グラスボトムボートでの鮫とエイ観察 

所要時間 ： 2.5時間  / 料金 ： $91 

グラスボトムボートに乗り込み、水深 8 メートルほどの地点で停泊し餌付けに群がるブラック

チップシャークを観察。運がよければレモンシャークも見られます。続いて浅瀬に移動、なか

なか見ることのできない優雅に泳ぐエイを観察したり、水中に入り、泳ぎながらエイにタッチを

試みます。 

※ 海中観察は大きなガラス窓を通して行います。ボートは屋根付きで日差しを遮り、ガラス面の反射

を防ぎますので写真やビデオ撮影も可能です。最初の鮫との出会いでは遊泳禁止ですが、エイと

の出会いでは積極的にご参加ください。衣服の下に水着を着用し、分解するタイプの日焼け止め、

帽子、タオル、マスク、シュノーケル用具、ベストなどをご持参ください。鮫やエイは通常見られます

が、保証はありません。 

 

（BRB-6702）  STINGRAY BALLET & SNORKEL SAFARI 

エイのバレエとシュノーケリング 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $107 

バイタペの埠頭港よりモツ・トペアの古代クレーターの縁やモツ・タプを抜け、華麗で人に危害

を与えないエイの舞う浅瀬へ。すぐ側でガイドが自らの手でエイに餌を与えますので、ご希望

であればエイに触れられるようガイドがお手伝いいたします。その後、澄み切ったコーラルガ

ーデンへ。安全とシュノーケルについての説明を受けた後、水深 1.2～1.5 メートルの所でシ

ュノーケルをお楽しみいただけます。アオブダイやバタフライフィッシュのような色とりどりのト

ロピカルフィッシュの多さに見とれることでしょう。 

※ シュノーケリングの経験のある方のみご参加ください。海洋生物は頻繁に見られますが、必ず見え

ることを保証はいたしかねます。状況により見えないこともありますのでご了承ください。健康な方

のみご参加ください。水着を衣服の下に着用し、サングラス、日焼け止め、タオルを持参ください。

リーフシューズを用意されることをおすすめします。マスク、シュノーケル用具、私物、ベストなどは

船よりお持ちください。 

http://www.pgcruises.com/scuba
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（BRB-6802）  SUNSET BLUE LAGOON ESCAPADE 

プライベートサンセットクルーズ 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $940 

23フィート（約 7メートル）の優雅なジャノー社 Cap Camarat715Wで、ボラボラのラグーン内

のプライベートサンセットクルーズをお楽しみください。夕日を眺めながら、シャンパンやスナ

ックをお召し上がりいただけます。 

※ ボートの乗客定員は 4名で、料金は 1隻のものですので、代表者様がお申込みください。 

 

（BRB-6777）  SUNSET LAGOON ADVENTURE BY JETBOAT 

ジェットボートでのサンセットクルーズ 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $109 

ガイド付きのジェットボートに乗り込み、美しいボラボラのラグーンでサンセットを楽しみます。

その後、手すりをしっかり握り、地元の音楽をバックにラグーン内での高速走行や急旋回の

スリルを味わいます。ウクレレの音色を聴きながら新鮮なフルーツカクテルを味わい、リラック

スする時間もあります。 

※ ジェットボートでは飛沫などで濡れる場合があります。水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、帽

子、タオルをご持参ください。 

 

 

MOOREA モーレア島 

タヒチ島の姉妹島であるモーレア島は、白い砂浜とトルコ石色のラグーン、太古の火山活動

の名残の切り立った岩山と緑深い渓谷が特徴的な景観を醸し出しており、往年の名画「南太

平洋」で魅惑の島「バリ・ハイ」のモデルになった島です。環礁に護られた広いラグーンの沖

合に浮かぶ小島モツへのクルーズとピクニック、シュノーケリングなど豊かな自然をお楽しみ

ください。黒真珠、骨董品、香水、パレオ、サンドレスなどのショッピングも楽しめます。 

 

（MOO-6885）  SUNSET SAIL 

サンセットッセイリング 

所要時間 ： 1.5時間  / 料金 ： $119 

43フィートの豪華カタマランヨットに乗り、フレンチポリネシアでもっとも美しいといわれるクック

湾とオプノフ湾の夕暮れの海へサンセットクルーズに出かけます。カクテルやワインを片手に

リラックスしたひとときをお楽しみください。 

※ カタマランの中では靴をお脱ぎいただきます。天候や海況によってはリーフの外に出ない場合があ

ります。 

 

（MOO-3）  A DAY AT THE BEACH 

ビーチでの 1日 

所要時間 ： 6.5時間  / 料金 ： $120 
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最大規模のプールやレストランがあり、入り江まで 3歩で行けるインターコンチネンタルモー

レア リゾート＆スパでゆっくりとした時間をお楽しみください。本船からボートで直接インター

コンチネンタルモーレア リゾート＆スパへ向かいます。リゾートではビーチタオルも用意され

ており、ゆったりとした休日をお楽しみいただきます。シュノーケリング用具、テニス、カヤック、

ポリネシアンカヌー等は無料でご利用いただけ、プールサイドのレストランでの 2コースのラ

ンチ（メイン+前菜、またはメイン+デザート）も料金に含まれています。 

※ お飲物、スパトリートメント、いくつかのアクティビティはホテルにて別料金となります。 

 

（MOO-5544）  AITO OFF ROAD SAFARI 

4輪駆動車でめぐるモーレア 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $90 

ピアから 4輪駆動車に乗り込み、モーレアが作り出した火山クレ-ターへ行く途中、広大なパイ

ナップル農園へ。モーレアのグリーンガーデンは農業学校として有名で、他の島々からの生

徒も受け入れています。手作りのジャムやアイスクリーム、フルーツジュースなどを味わった

後、バニラ、バナナ、グレープフルーツ、オレンジなどのプランテーション地帯を抜けるので動

植物に習熟する事でしょう。次にオープンエアーの寺院または古代ポリネシア宗教の祭壇マラ

エへ。ガイドから古代ポリネシア文明についての説明を受けます。山頂に向かい、オプノフ湾

を見下ろす素晴らしい眺望を楽しんだ後、グレープフルーツ、レモン、オレンジの木々に囲ま

れたマジックマウンテンへ。ピアに戻る前にフルーツジュース工場に立ち寄り、ジュースやリ

キュール製造を見学し、試飲もできます。 

※ このツアーは起伏のある道や急こう配な昇り降りがあります。また、短時間ですが、急な坂道を徒

歩で登ります。歩きやすい靴を履き、日焼け止め、虫除け、帽子、サングラスをお持ちください。背

中、首などに異常のある方、車に酔いやすい方などはご遠慮ください。天候によってはコースが変

更になる場合があります。車内で立ち上がると大変危険ですのでお止め下さい。ご参加は 8歳以

上からとなります。 

 

（MOO-6682）  AQUABLUE  UNDERWATER WALK 

アクアブルー海中散歩 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $120 

埠頭よりインターコンチネンタルモーレアリゾート＆スパへ。 

インストラクターと会った後、ウェットスーツとウォーターシューズを着用し、約10分ボートに乗

ってファレオネ、またはラグーンの中でアンカリングします。インストラクターの説明を受け、ヘ

ルメットをかぶり海中へ、約 30分間水深 3 メートルでの美しい海中生物や魚たちとの遭遇を

お楽しみください。ガイドが魚たちに餌をあげるので、海に住む様々な生き物を間近で見るこ

とができます。 

※ スキューバダイビングやシュノーケルの経験がない方でもご参加いただけます。水中に約 30分入

ります。水中でヘルメットを重く感じた場合は水中より出てヘルメット外してください。水中に入る前

にホースを通して空気が送られるヘルメットを装着します。背中、首などに異常のある方、喘息の
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方の参加はご遠慮ください。参加者はツアー催行会社の保険加入にご署名いただきます。着衣の

下に水着を着用し、リーフまたはウォーターシューズ、日焼け止め、タオルなどをご持参ください。 

 

（MOO-7000）  ATV GUIDED TOUR 

4輪バギーでのモーレア島探訪 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $249（1台） 

クック湾の埠頭よりミニバンに乗って、4輪バギーの基地となっているヒルトンモーレアラグー

ン＆スパへ向かいます。ATVの基地で安全についての指導を受けた後、2人乗りの ATVに

乗り、ガイドの先導で出発。ベルベデール展望台を訪れ、クック湾やオプノフ湾、ロツイ山の

美しい景色を眺めます。パイナップル畑を通過しポリネシアの宗教的遺跡マラエを訪れポリ

ネシア文化を学びます。帰路は農業学校、フルーツジュース工場に立ち寄り、基地へと戻りま

す。 

※ 運転する方は保険の為 18歳以上で有効な運転免許証の所持及び有効なクレジットカードが必要

です。乗車中はヘルメットの着用が義務付けられています。参加者は 6歳以上、バギーには物入

れがありませんので、カメラや携行品などはリュックに入れてお持ちになると良いでしょう。 

ATVは 2人乗りです。お申込みは 1台単位となります。 

 

(MOO-6975)  BBQ ON MOTU & SNORKELING 

プライベートモツでＢＢＱとシュノーケリング 

所要時間 ： ５時間 / 料金 :  $ 129 

ボートはモーレア島北側の沿岸を眺めながらクック諸島とオプノフ湾の美しい海を抜けてラグ

ーン内のエイやサメの生息地を目指します。心優しい優雅な生き物たちと泳ぐことができます。

ここから BBQ ランチを楽しむプライベートモツへ向かいます。ランチには、ミネラルウォーター、

ビール、ソーダ、ソフトドリンクが付きます。またタヒチ料理のポワソン・クリュというマグロの刺

身と野菜をココナッツミルクでマリネしたサラダや、ココナッツやパレオなど準備する様子もご

覧いただけます。途中、海に入り、シュノーケリングや島の散策をお楽しみいただけます。 

※ シュノーケリング用具、ビーチタオル、日焼け止め、サングラスをご持参ください。ビーチチェアはモ

ツにご用意がございます。日よけになる木々が多数ある場所です。トイレ施設はモツに併設されて

います。 

 

（MOO-6892）  BOTANICAL & AGRICULTURAL WALK 

モーレアの園芸と農業観察ウォーク 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $95 

ミニバンでモーレアの農業地帯へ。ガイドとともに下り坂を含む 2キロほどの道のりを約 2時

間かけて辿ります。島の農業の歴史や現在のポリネシアの生活などについてのガイドの説明

を受けます。世界で最も美しい島の一つでもモーレア島に存在する様々な植物の起源や使

い方、自然形成について学びます。 

※ 汚れてもよい歩きやすい靴でご参加ください。虫除けもお忘れなく。このツアーの参加人数は最大

7名に限られます。 
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（MOO-6893）  CAPTURE MOOREA – PHOTO ADVENTURE 

モーレア島撮影ツアー 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $179 

島のプロ写真家ルノーの案内で、プライベート 4輪駆動車に乗り込みます。写真についての

ヒントや情報を教わりながら、広大なパイナップル畑や熱帯林を通り抜け、ロツイ、クック湾、

オプノフ湾の景観の広がるベルベデール展望台へ。さらに海沿いの道を島の西海岸へ。天

気が良ければマジックマウンテンを望むこともできます。さらに、道をはずれ島の内部の撮影

に向いた場所を訪れます。途中、飲み物のサービスがあります。 

※ このツアーの参加人数は最大 7名に限られます。訪れる場所はその日の天候と日差しにより異な

ります。悪路を走りますので、背中や首などに問題のある方や車に酔いやすい方、運動制限のあ

る方、移動に困難のある方はご遠慮ください。動きやすい服装で、日焼け止め、帽子、サングラス、

カメラをお忘れなく。 

 

（MOO-6895）  CATAMARAN SAIL & SNORKEL 

カタマランセイリング＆シュノーケル 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $159 

43フィート（13 メートル）の豪華なカタマランヨットに乗り、フレンチポリネシアでもっとも美しい

といわれるクック湾とオプノフ湾に向かいます。フルーツジュースを味わいながらゆったりと帆

走をお楽しみください。オプノフ湾に到着後、ラグーン内で錨を下ろし、安全とシュノーケリン

グの説明を受けた後、シュノーケリングをお楽しみいただきます。その後、再びクック湾への

セイリングを楽しみながらピアへと戻ります。カタマランヨットにはトイレ、シャワーなどの設備と日

陰の快適な座席があります。 

※ カタマランにはトイレ、シャワーなどの設備と日陰の快適な座席があります。カタマランヨットより入

水する際はヨット後方の垂直はしごをお使いいただきます。帆走の時間やコースは風向きや海流

により変わります。カタマランの中では靴を脱いでいただきます。衣服の下に水着を着用し、日焼

け止め、帽子、タオル、シュノーケルをご持参ください。 

 

(MOO-6739)  DISCOVER SCUBA DIVING THEORY AND POOL  

スキューバダイビング入門  基本習得とプール 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

PADIのインストラクターによる船内でのスキューバダイビングの器材の説明、使用法などの

講習を受け、安全な船内プールで実技指導を受けます。まったくの初心者でも 2時間のスキ

ューバの基本が習得できる入門コースです 

このレッスンを修了すると、ソシエテ諸島でのスキューバ、「ボラボラ島のトープアのスキュー

バ （初心者ダイバー向け）-BRB-1995」または「モーレア島のシャークギャラリー （初心者ダ

イバー向け）-MOO1999」のどちらかに参加できます。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

http://www.pgcruises.com/scuba
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（MOO-1798）  DOLPHIN WATCHING EXPEDITION 

ドルフィ ルウォッチング 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $129 

1987年からフレンチポリネシアで野生のイルカの研究をしているアメリカ人のマイケル・プー

ル博士または博士の助手によるイルカウォッチングエコツアーです。埠頭より屋根付きボート

にてモーレアのリーフへ向かいます。モーレア周辺では日常目にするイルカより若干大きく、

歯の荒いハシナガイルカやゴンドウクジラが生息、リーフ内でイルカたちの群れが定期的に

見られます。運が良ければアクロバティックな動きをするイルカの群れと出会い、生態につい

ての説明を受けます。また、モーレア島のドラマチックな景観を見ながらポリネシアの歴史や

文化について学びます。95%の確率でイルカを観察できますが、たとえ遭遇しなくても十分に

楽しめる体験です。7月から 11月上旬にはザトウクジラの年に 1度の交配や出産が見られ

る場合もあります。モーレアの美しくドラマチックな景色を海から見る事でフレンチポリネシア

の地質学を学ぶこともできます。ツアー終了後時間が許せば、ボートから直接海に入り、遊

泳やシュノーケリングを楽しめます。 

※ このツアーはイルカと一緒に泳ぐツアーではありませんが、場合によってはクジラの近くでシュノー

ケリングをすることができます。水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、帽子、サングラス、タオル

を持参ください。当ツアーはガイドの都合により催行が決定します。 

 

（MOO-0005）  TE HOA PROGRAM-DOLPHINE EXPERIENCE  

 テホアプログラム ドルフィン体験    

 所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $120 

ミニバン、モーター付きボートに少し乗りドルフィンセンターのあるインターコンチネンタルモ- 

レアへ。20年以上に渡り、ドルフィンセンターでは海洋哺乳類の研究及び教育を行っており 

イルカの生態とエコシステムを学ぶことができます。浅瀬でイルカと一緒に触れ合い、美しく 

壊れやすいラグーンの生息地について学びます。テホアプログラム（ドルフィンとの出会いは 

イルカが安心して健康でいられるよう海洋生物学者と獣医が協力して作られました。 

※ このツアーは有名なイルカのキスの写真を含みます。プログラムは 20分間で 10分間はイルカに

ついて学ぶ、10分間はイルカとの交流となります。 

 

（MOO-1794）  ISLAND DRIVE AND BELVEDERE 

島内ドライブとベルベデール 

所要時間 ： 3時間  / 料金 ： $45 

一周 62キロの島を巡ります。パイナップル農園を抜け、石で造られた古代の聖地マラエや、

雄大な景観が味わえるベルベデールの展望台へ。登頂からはクック湾、オブノフ湾、ロツイ山

の壮大なパノラマが楽しめます。その後、パペトアイの村近くの最初に島に渡った宣教師たち

の墓にも立ち寄ります。ル・プティ・ヴィラージュで 30分ショッピングに寄ります。帰路は島の

反対側のハアピティとアファレイトゥ地区を通ります。最後にイア・オラの展望ポイントに寄り、

船の待つピアに戻ります。ガイドによる島での日常生活をご案内いたします。 
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※ 訪問順序が変更になる場合があります。お手洗いのご利用に制限があります。車酔いしやすい方

にはお勧めしません。ガイドは島の日常生活についてのご案内はしますが、歴史、文化、政治など

には触れません。 

 

（MOO-2235）  LAGOON DISCOVERY WITH SNORKELING 

ラグーンディスカバリーとシュノーケリング 

所要時間 ： 3.5時間  / 料金 ： $99 

ピアから屋根付きボートで進み、美しいラグーンでシュノーケリング。キャプテンがモーレアの

動植物、地質学、伝説についてご案内いたします。穏やかな暖かい海は、ダイバーでなくても

充分に楽しめます。次いで、美しい浅瀬に囲まれた小島へ。透明な水中を歩くとエイが集まり、

餌の魚を与えると優雅な踊りを見せてくれます。その後、別の小島で飲み物のサービスを受

け、水深 2～3 メートルの浅瀬でのシュノーケリングをお楽しみください。ボートには、昇り降り

が容易にできるよう、充分な長さの梯子が装備されています。 

※ 健康で体力に自信のある方のみご参加ください。シュノーケル道具を問題なく着用できる方。潮流

や視界によってシュノーケリングポイントが変更になります。水着を衣服の下に着用し、シュノーケ

リング用具、日焼け止め、帽子、サングラス、タオルを持参ください。 

 

（MOO-1000） SCUBA REFRESHER COURSE  

スキューバ  リフレッシャーコース 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $50 

スキューバダイビング経験者のためのダイビング前に船内に於いて、スキューバの基礎を 2

つのセッションでおさらいするコースです。前半は 8階デッキのプールでPADIの公認インスト

ラクターによるスキューバダイビングの器材説明、ルール、水中での重要技術の確認などが

行われます。その後、プールに入りこれらの技術について実技指導をいたします。前半後半

のセッションは各 1時間です。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（MOO -1999）  SCUBA SHARK GALLERYＤＳＤ ＤＩＶＥ(Part4) 

スキューバ シャークギャラリー ＤＳＤ ＤＩＶＥ(Part4) 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $120 

停泊場所よりゾディアックボートに乗りスキューバシャークギャラリーへ。安全とダイビングの

説明を受けた後、シャークダイブへ。サメが間近に見られるユニークなダイビングです。ダイ

ビングの間中、ブラックチップシャーク（ツマグロザメ）が姿を見せ、時にはさらに大きいレモン

ザメが現れることもあります。（最深 12 メートル） 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（MOO -5842）  SCUBA SHARK GALLERY – CERTIFIED DIVERS 

シャークギャラリー  ライセンス保有者 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

http://www.pgcruises.com/scuba
http://www.pgcruises.com/scuba
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停泊場所よりダイブサイトへ。安全とダイビングの説明を受けた後、サメの自然の生息環境を

見学します。ダイビングの間中、ブラックチップシャーク（ツマグロザメ）が姿を見せ、オスかメ

スかの区別の仕方を学ぶでしょう。時にはさらに大きいレモンザメが現れることもあります。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

(MOO-1995)  SCUBA ＲＯＴＵＩ ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＤＩＶＥＲＳ    

スキューバ ロツイ ライセンス保有者  

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

オプノフ湾とクック湾の中間にあるリーフでダイビングします。どんよりした海から遠く離れ、こ

この海水は通常とても澄んでいます。レモンザメやブラックチップシャーク（ツマグロザメ）が見

られたり、ヒメフエダイの群れや大きなホシフグが見られることもあります。多くの突出部は素

晴らしい景観の一部であり、エンゼルフィッシュやイットウダイの本拠地でもあります。眠って

いるタイマイ（ウミガメ）がコーラルの構造の間に見つけられるでしょう。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

(MOO-1996)  SCUBA ＲＯＴＵＩ ＤＳＤ ＤＩＶＥ（ＰART4）    

スキューバ ロツイ ＤＳＤ ＤＩＶＥ（ＰＡＲＴ4）   

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $120 

ダイビング初心者でもリーフの外でダイビングができます。水深 12メートルを超えない浅瀬で

ダイビングをしている間、モーレア島の打つ美しいコーラルリーフや、ヒメフエダイ、モヨウフグ、

エンゼルフィッシュなど多岐にわたる様々な魚の住処が見られます。ロツイは海水が落ち着

いているので初心者にとって最適なダイビングができます。レモンザメやブラックチップシャー

ク（ツマグロザメ）が姿を見せることもあります。多くの突出部は素晴らしい景観の一部であり、

イットウダイの本拠地でもあります。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

(MOO-1997)  SCUBA THE CANYONS-CERTIFIED DIVERS 

スキューバ キャニオンズ ライセンス保有者 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

埠頭にてインストラクターとお待ち合わせいただき、ダイビングボードに乗る前に、簡単な安

全確認を行います。その後、ボートはダイビングスポットのオプノフ湾外へ向けて出発いたし

ます。スポットに到着すると、ブラックチップシャーク（ツマグロ鮫）たちが出迎えてくれます。彼

らとともにダイビングは進行していきます。レモンシャーク（ニシレモン鮫）、魚の群れ、そして

運が良ければウミガメに出会えるでしょう。最深 60フィート（18 メートル）です。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

http://www.pgcruises.com/scuba
http://www.pgcruises.com/scuba
http://www.pgcruises.com/scuba
http://www.pgcruises.com/scuba


24 

 

（MOO-1998） SCUBA THE LEDGES – CERTIFIED DIVERS  

スキューバ  レッジ ライセンス保有者 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $99 

停泊場所よりゾディアックボートに乗りコーラルリーフへ。 

数千年の時をかけてリーフから指のように伸びた 200 メートル以上もあるサンゴ礁の海を潜

ります。その指は水深 9 メートルから 36 メートルまで伸びています。安全とダイビングの説明

を受けた後、ダイビング機材を着け、入水します。サンゴも魚も種類が豊富で、魚は餌を求め

常に泳いでいます。サメやウツボなども住みついています。リーフの外の美しい海でのダイビ

ングです。最深 25 メートルをこえません。 

※ ダイビングの詳細につきましてはwww.pgcruises.com/scuba（英語）をご覧ください。 

 

（MOO-6905）  THE THREE COCONUT TRAIL OF MOOREA HIKING TOUR 

モーレアの峰峯のハイキング 

所要時間 ： 54時間  / 料金 ： $85 

ハイキングの出発点まではバンで移動します。有名なベルベデール展望台に立ち寄り、景観

を楽しんだ後、モーレア一高い1,207メートルのトヒエア山と762メートルのモウアロア山の稜

線に沿って進みます。途中、ガイドから島の動植物の説明を聞き、摘みたてのフルーツを味

わいます。その後、港へ戻ります。 

※ 高度差350メートルほどの起伏のある道を6キロほど歩く非常に激しく長いツアーとなります。健康

で体力に自信のある方のみご参加ください。天候が良い場合のみの催行です。歩きやすいウォー

キングシューズやハイキングシューズを履き、虫除け、帽子、サングラス、替えの靴下、本船よりペ

ットボトルの飲料水などをご持参ください。 

 

（MOO-3419）  TRAILS OF THE ANCIENTS TRECK 

古代探訪トレッキング 

所要時間 ： 4時間  / 料金 ： $99 

考古学者Mark Eddowesがオプノフの熱帯雨林を案内するユニークなカルチャーツアーで、

あまり人が立ち寄らないタヒチの裏側を訪れます。Mark Eddowesは 1980年代よりオプノフ

の遺跡の洗浄、解析、発掘、復元、調査を行っています。特に古代タヒチ人の自然環境での

生活について取り組み、古代住居址、農業方法、石器、古寺やマラエについて調査していま

す。ソシエテ諸島のマラエ専門家として知られているMark Eddowesが寺院の歴史や調査結

果、儀式や族長についてご案内いたします。 

また、大型カヌーの材料になった樹木、薬草、伝統的な家屋の建造などについても学びます。

このツアーでは、1777年に上陸したキャプテンクックの上陸地点、オプノフ農業学校、ベルベ

デール展望台にも立ち寄ります。 

ご移動は素晴らしい景色が見られる伝統的な乗り物ル・トラックになります。 

※ トレッキングは下り道ですが、雨の後滑りやすく、木の根が露出しています。虫よけをご利用くださ

い。必要であれば竹をお渡しします。ツアー中タヒチ人ガイドが安全の為列の後方に付きます。歩

http://www.pgcruises.com/scuba
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きやすい靴を履き、日焼け止め、虫除け、帽子、サングラスをお持ちください。農業学校ではオーガ

ニックバニラ、地元のフルーツのジャム、本当の（！）バニラアイスクリームなどを買うことができま

すので、少額の現金もお持ちください。トレッキングは 4時間の行程を 2時間かけて歩きますので、

心臓や肺、筋肉や関節、バランスに問題のある方はご遠慮ください。農業学校は日曜日はお休み

です。 

 

（MOO-2655）  WAVERUNNER ADVENTURE 

ウェーブランナー アドベンチャー 

所要時間 ： 2時間  / 料金 ： $185 

ピアからボートでウェーブランナーセンターへ。ガイドから操作の指導を受けた後、ウェーブラ

ンナーに乗り、ガイドの先導でモーレア島の西海岸またはオプノフ湾・クック湾を走ります。途

中、モツ・オノに立ち寄り、浅瀬でエイの餌付けや一緒に泳いだりします。フルーツやドリンク

のサービスもあります。その後、センターに戻ります。 

※ 2人乗りウェーブランナー1台単位での申し込みとなります。ライフジャケットを着用し、先行するボ

ートとは最低 10 メートルの間隔を保ってください。ウェーブランナーには収容ボックスがついていま

す。ウェーブランナーに乗っている時間は 45分から 50分ほどです。体力に自信のある方におすす

めのツアーです。首や背中に問題のある方はご遠慮ください。 
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寄港地ツアーの規定と条件（概訳） 

代金に含まれるもの 

ツアー参加に必要な用具で催行者側が用意していない場合はツアー案内に記載されています。ツアー

に同行する現地ガイドは主に現地事情の説明や質問にお答えします。ツアー案内に記載されている入

場料、食事や飲み物が含まれています。 

代金に含まれないもの 

各寄港地ツアー案内に記載のない食事及び飲み物は、料金に含まれておりません。また寄港地ツアー

が終了する前に離団されることにより発生する費用は個人負担となります。 

代金と日程 

寄港地ツアーの代金及び日程は予告なしに変更される場合があります。各ツアーの代金は船内にてお

申し込み時にご確認ください。 

取り消しと払い戻し 

寄港地でのツアーにはお申込み締切日時が設けられており、それ以降の取消しは払い戻しいたしませ

ん。未使用のツアーチケット、悪天候などの理由での不参加も払い戻しの対象になりません。 

ツアーの取消し 

ポール・ゴーギャン社及びツアー実施業者はツアーの安全な運行や顧客の利便を考慮して、参加人数

の制限、運行の変更、催行の中止などを行う権利を留保します。また、参加者の利便のため、ツアーの

内容を変更する場合があります。 

寄港地ツアーの出発時間 

寄港地ツアーの出発時間はツアーチケットに記載されます。ツアーによっては複数の出発時間がありま

すので、チケット上でご確認ください。ツアー出発に際し放送は行いません。ポール・ゴーギャン社は現

地の状況や天候などによりツアー行程を変更する権利を留保します。各寄港地到着前に催される寄港

地ツアーの説明会にご参加ください。説明会の日程は船内新聞で通知されます。 

寄港地ツアーの催行業者 

寄港地ツアーは独立した業者により運営管理されます。ツアー参加は独立した各ツアー業者の規定と

条件によります。ポール・ゴーギャン社は寄港地ツアー業者による寄港地ツアー中の損失、傷害、遅延、

欠落などに対する責任を負いません。催行業者はツアー運行上、他の参加者への危険或いは損害を

与えると判断される場合、寄港地ツアーへの参加を拒否する権利を有します。 

チップ 

寄港地ツアーのガイドへのチップは個人的な事柄ですので、ツアー代金には含まれておりません。気持

ち程度のチップを渡すと喜ばれます。 

当社の責任および免責事項 

ポール・ゴーギャン社及び関連会社は、航空会社、バス会社、鉄道その他のサービス提供会社に対す

る代理店として、それらのサービスを提供する独立した運行業者の代理をするものです。クルーズ乗船

券契約に明示された規定は、船客に対するポール・ゴーギャン社の責任範囲を規定するもので、提供さ

れる他のサービスに対してはいかなる場合、事由に因っても責任を負うものではありません。 

ショッピング 

ショッピングはショアエクスカーションの旅程に含まれる場合や自由時間、ツアー終了時点に各自行う

場合があります。ポール・ゴーギャン社は寄港地ツアーの参加中に購入された物品に対して責任を負

いません。 
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≪ダイビングツアーについて≫ 

寄港地では参加者の習熟度に応じて異なるタイプのダイビングツアーが催行されます。 

A. Certified Dive 

ダイバーライセンス保有者用のコースです。オープンウォーターまたはそれ以上の資格のライセンス

所有者のみ参加できます。ジュニア・オープンウォーター、スキューバダイバーのライセンスではご参

加いただけません。また、最近のダイビング歴の提示を求められる場合があります。ログブックなどダ

イビング及びレビューコース参加の実績を示す書類をご用意ください。コースによっては過去 2年間に

ダイビングまたはレビューを行った記録がないと参加をお断りする場合があります。 

B. Discover Scuba Diving Theory and Pool 

PADIのインストラクターによる船内でのスキューバダイビングの器材の説明、使用法などの講習を受

け、安全な船内プールで実技指導を受けます。まったくの初心者でも 2時間のスキューバの基本が習

得できる入門コースです。個人的な指導が行き渡るよう、参加人数を限っています。参加者は健康で

水中に潜ることのできる方、そして健康質問票*の質問に「YES」の答えがないことが条件になります。

入門コースに参加の後、ダイビングツアーに参加する義務はありませんが、基本習得とプールでの実

技指導、その後のダイビング体験は別料金となります。着衣の下に水着を着用し、濡れてもかまわな

い靴でご参加ください。 

* 健康質問票 

過去の病歴、健康状態に関する質問票及び免責書類にご記入をいただきます。過去に心臓病、心臓

発作、糖尿病、癲癇及び発作、高血圧及び血圧降下剤服用者、避妊以外の目的で定期的に医師の

処方する投薬の服用者、妊娠、ぜんそく及び肺疾患、最近の手術、洞炎、閉所恐怖症、慢性頭痛、聴

覚障害、強度のめまいなどの症状のある方は乗船前に主治医の診察を受け、参加許可の書類の交

付を受け、提示する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。 
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