タヒチ・ヌイ・トラベルがお勧めするオプショナルツアー
《2018年4月1日から2018年12月31日まで》

【タヒチ島オプショナルツアー】
ツア－名

1） 日本語タヒチ島内観光（日本人ガイド付）

2018/3/26

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

13,500 CFP / ￥16,200
3～11才： 9,000 CFP / ￥10,800

★日本人ガイド
★所要時間 約６～７時間
★最少催行 ４名様
★水・木・金曜催行 （1/1、12/25は催行なし）

2） ポリネシアンの伝統文化体験ツアー
（日本人ガイド付）
★日本人ガイド
★所要時間 約３～４時間 （午後）
★最少催行 ４名様
★土曜日のみ催行（タヒチの祝日は不催行）

3） ショッピング ＆ ル・ロット（屋台）ツアー
（日本人ガイド付）
★日本人ガイド
★所要時間 約５時間３０分 （午後）
★最少催行 ２名様
★木・土曜催行 （タヒチの祝日は催行なし）

4） ル・ロット（屋台) ＆ スタートーク
（日本人ガイド付）
★日本人ガイド
★所要時間 約３時間 （夜）
★最少催行 ４名様
★水・金・土曜催行

5） マウンテン４ＷＤ サファリツアー （半日）
（出発時のみ日本人ガイド付）
★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内）
★所要時間 約４時間 （午前または午後）
★最少催行 ４名様
★土・日曜・タヒチの祝日を除く毎日催行
（1/1、12/25は催行なし）
マナバ・スイートおよびメリディアン・タヒチにご宿泊の
方は送迎不可の為、ご参加不可。

【料金に含まれるもの】

●ローカルレストランでのランチ。
●タヒチ博物館入場料。

10,000 CFP / ￥12,000
3～11才： 7,500 CFP / ￥9,000
【料金に含まれるもの】
●タヒチ博物館入場料。
●ローカルの家 Rau Hotu

ツア－・インフォメ－ション
※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
安心の日本語ガイド付！タヒチの見どころ、ポリネシアの文化や歴史をじっくりご紹介する終日のタヒチ島内観光です。当社のベテラン日本人ガイドが歴史や文化、
タヒチの魅力を楽しく、そしてわかりやすくご説明します。水・木・金曜日のみのツアーですのでご注意ください。
08:30 ホテル出発 - ヴィーナス岬 - アラホホの潮吹き穴 - ヴァイパヒ ガーデン - 昼食（ローカルレストラン） - マラアの洞窟 タヒチ博物館 - 15:30 ホテル到着予定
ツアー終了後、1) ホテル帰着、2) パペーテショッピングツアーをお選びいただけます。
ショッピングツアーにご参加の場合、パペーテよりホテルへのお戻りはご自身での手配になります。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチ博物館にてポリネシアの伝統文化・歴史などをご紹介いたします。その後、タヒチアンのご自宅を訪問し、ポリネシア文化を体験します。海沿いに建つ
ポリネシアン調の素敵なご自宅ではファミリーがフラワーレイで歓迎してくれます。ポリネシアンハウスの素材や建築方法について、そこに暮らす人々の生活様式などを
説明します。トラディショナルモノイの作り方説明（材料となるココナッツやコプラ、お花についても説明）、タヒチの伝統的な料理ポワソンクリュのクッキング体験と試食
会、〈ファレ・モノイ〉にてモノイオイルやシャワージェル、モノイ石鹸などのモノイオイルでできる製品をご紹介。日本語ガイドが同行しますので、説明はすべて日本語
通訳付なので安心です。
14:00～14:30 ホテル出発（ホテルにより出発時間が異なります） - 14:45～15:15 タヒチ博物館見学 - 15:30～17:00 トラディショナル・エクスペリアンス
（ローカルの家Rou Hotu） 伝統的なポリネシアンスタイルの建物・ティキなどの説明、ポリネシア伝統のモノイオイルの作り方デモンストレーション、タヒチの伝統料理
ポワソンクリュー・ココナッツミルクの作り方デモンストレーションなど - 17:15～17:30 ホテル帰着

3,000 CFP / ￥3,600
3～11才： 1,500 CFP / ￥1,800
【ご注意】
ル・ロットでのお食事は含まれておりません。

3,500 CFP / ￥4,200
3～11才： 1,750 CFP / ￥2,100
【ご注意】
ル・ロットでのお食事は含まれておりません。

6,000 CFP / ￥7,200
4～7才： 3,500 CFP / ￥4,200
※8才以上は大人料金

【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
旅行の締めくくりに欠かせないショッピングとタヒチで一度は行ってみたいル・ロット（屋台）を一気に楽しみましょう。時間の有効利用が可能なのでタヒチ滞在が
短いお客様や、他にもやりたいことがいっぱい！というお客様にお勧めです。ショッピング中のお荷物はヴァイマショッピングセンター内にあるタヒチヌイ@ラウンジにて
お預かりできます。お買い物を済ませた後は人気のル・ロット（屋台）でお好きなものをお召し上がりください。中華料理・ピザ・クレープなどの屋台があります。
14:30 ホテル出発 - パペ－テ市内でお買い物（黒真珠店・パレオ・Tシャツ・民芸品・免税店など） - パペーテ市内集合場所に集合
18:30 ル・ロット（屋台） - 20:00 ホテル帰着予定
※ご利用の国内線により、ツアーの途中またはル・ロットからのご参加いただくことがございます。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチの煌く夜をお楽しみ頂きます。まずは地元島民やツーリストで賑わう人気のル・ロット（屋台）にご案内します。中華料理・ピザ・クレープなどの屋台で
お好きなものをお召し上がり下さい。食事の後は星空観賞にご案内します。満点の星空を仰ぎながら日本語ガイドが南太平洋の星座や伝説をご紹介します。
南十字星やミルキーウェイを探してみましょう・・
19:00 ホテル出発 - 19:30 ル・ロット（屋台） - 21:00 スタートーク - 22:00 ホテル帰着予定
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチの山野を4WDで駆け抜けるサファリツアーです。 美しい渓谷をお楽しみください。
半日のツアーですので気軽にご参加いただけます。
午前08:45頃/午後13:15頃 ホテル出発 - サファリツアーへ - 終了後ホテルへ
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

2018/3/26

ツア－名

6） タヒチ インナーアイランド
サファリツアー （終日）
（出発時のみ日本人ガイド付）

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

11,500 CFP / ￥13,800
4～7才： 6,500 CFP / ￥7,800
※8才以上は大人料金

★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内） 【料金に含まれるもの】
レストラン・ラ・マロトでのランチ。
★所要時間 約８時間
※レストラン休業日（月・火曜）はボックスランチをお渡しします。
★最少催行 ２名様
★毎日催行 （1/1、12/25は催行なし）
Ａ： インターコンホテル発 by TOP DIVE （2時間）
7） ドルフィン・ウオッチングツアー

11,500 CFP / ￥13,800
★英語ガイド
★所要時間 約１時間３０分～２時間 （午前のみ）
★最少催行 ２名様
（Ａ：インターコンチネンタル発は最少催行４名様）
★Ａ：毎日催行(8/1～10/31は不催行)
Ｂ：毎日催行(8/1～10/31&12/25&1/1は不催行）
Ｃ：月曜を除く毎日催行(8/15～11/15は不催行）

ツア－・インフォメ－ション
※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
タヒチには海だけでなく山の上にも見所があります。 2,000ｍ級のその山の中には美しい花や植物が咲く素晴らしい自然と、タヒチ島ならではの壮大な滝を
ご覧いただけます。 ベテランガイドの運転する4WDで何本もの川を横切りながら、緑深い山道を登っていきます。また違ったタヒチを体験できるツアーです。
ランチはホテルマロトのレストランにて。レストラン休業日（月曜・火曜日）はボックスランチをお渡しいたします。.
また違ったタヒチを体験できるツアーです。
08:45頃 ホテル出発 - サファリツアーへ - 終了後ホテルへ
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
パペーテの沿岸ラグーンには毎日たくさんのイルカが集まります。野生のイルカをボートからご覧頂きます。
イルカ遭遇率は９０％以上、好奇心旺盛なイルカ達がボート間近までやってきたり、ジャンプを披露してくれます。シュノーケリングもお楽しみいただけます。

6～11才： 9,200 CFP / ￥11,000
Ｂ： マリーナ・タイナ発 by FLUID （1時間30分）

7,000 CFP / ￥8,400
2～9才： 5,000 CFP / ￥6,000
※10才以上は大人料金
Ｃ： イーストコースト発 by SCUBATEK （1時間30分）

＜送迎対応ホテル＞
A： インターコンホテル発…インターコンチネンタル、ホテル・タヒチ・ヌイ、ティアレ・タヒチ、サラヌイ、エアポートモーテル、
マナバスイート、メリディアンタヒチ
B： マリーナ・タイナ発…メリディアンタヒチ、マナバｽｲｰﾄ、インターコンチネンタル、西海岸エリアペンション
C: イーストコースト発…ホテルパールビーチ、ロイヤルタヒチアン、ホテルタヒチヌイ
08:30 ホテル出発（出発時間はホテルにより異なります） - 車にて船着場まで送迎 （A はインターコンチネンタル内桟橋よりボートにて出発）
ボートにてドルフィンウォッチング - シュノーケリング - 10:30 船着場帰着（Ａはインターコンチネンタル内桟橋に帰着） - 車にてホテルへ送迎

6,500 CFP / ￥7,800
8） ホエール・ウオッチングツアー

3～11才： 4,000 CFP / ￥4,800
Ａ： インターコンホテル発 by TOP DIVE

11,500 CFP / ￥13,800
★英語ガイド
★所要時間 約３時間３０分 （午前のみ）
★最少催行 ２名様
（Ａ：インターコンチネンタル発は最少催行４名様）
★Ａ：８/１～１０/３１の毎日催行
Ｂ：８/１～１０/３１の毎日催行
Ｃ：８/１５～１１/１５の月曜を除く毎日催行

6～11才： 9,200 CFP / ￥11,000
Ｂ： マリーナ・タイナ発 by FLUID

11,500 CFP / ￥13,800
2～9才： 7,000 CFP / ￥8,400
※10才以上は大人料金
Ｃ： イーストコースト発 by SCUBATEK

※クジラの出現状況により、正確な催行開始日および
および催行終了日は変更になることがございます。

9） 西海岸 シュノーケリング ツアー

11,500 CFP / ￥13,800
3～11才： 7,000 CFP / ￥8,400

9,000 CFP / ￥10,800
※10才以上は大人料金

★英語ガイド
★所要時間 約２時間 （午後のみ）
★最少催行 ２名様
★毎日催行
※10才未満はご参加不可。

10） サンセット オン ザ モーレア
ボート ツアー （カクテル付）
★英語ガイド
★所要時間 約１時間３０分
★最少催行 ２名様
★毎日催行（1/1、12/25は催行なし）

【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
毎年８月から１０月にかけて多くのザトウクジラが出産と子育ての為にポリネシアの海を訪れ、その後南極海に向かって旅立ちます。
この期間中タヒチとモーレア島の周辺では、頻繁に親子連れのザトウクジラの姿を見る事が出来ます。
経験豊かなインストラクターの指示の下、安全かつ快適なボートに乗りザトウクジラを探しに行きませんか？ 同時にイルカにも遭遇できる確率は高いです！
天候や海の状況が良い場合は、ガイド・ボートキャプテンの判断で、シュノーケリングで泳ぐことが可能な場合もあります。

【料金に含まれるもの】
ホテル往復送迎、シュノーケリングセットレンタル。
※子供用のシュノーケリングセットレンタルはご用意しておりません。
※タヒチ・パール、ロイヤル・タヒチアンは送迎不可。

8,000 CFP / ￥9,600
2～9才： 7,000 CFP / ￥8,400
※10才以上は大人料金
【料金に含まれるもの】
ホテル往復送迎、カクテルお1人様1杯。
※タヒチ・パール、ロイヤル・タヒチアンは送迎不可。

＜送迎対応ホテル＞
A： インターコンホテル発…インターコンチネンタル、ホテル・タヒチ・ヌイ、ティアレ・タヒチ、サラヌイ、エアポートモーテル、
マナバｽｲｰﾄ、メリディアンタヒチ
B： マリーナ発…メリディアンタヒチ、マナバｽｲｰﾄ、インターコンチネンタル、西海岸エリアペンション
C: イーストコースト発…ホテルパールビーチ、ロイヤルタヒチアン、ホテルタヒチヌイ
08:30 ホテル出発 - 車にて船着場まで送迎 （A はインターコンチネンタル内桟橋よりボートにて出発）
ボートにてホエールウォッチング - 12:00 船着場帰着（Ａはインターコンチネンタル内桟橋に帰着） - 車にてホテルへ送迎
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
ポリネシアンスタイルのカヌーでトロピカルなお魚がたくさんいるアクアリウムへシュノーケリングに出かけましょう！
タヒチ島の美しいラグーンのある西海岸に位置するダイビングセンターから10分のところに位置するアクアリウムには、色鮮やかなお魚がたくさんいます。
タヒチ島でも素敵なシュノーケリングを手軽に楽しんでいただけます。
※タオル、日焼け止め、サングラスなどはご持参ください。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチ島の素晴らしいサンセットを楽しみませんか？！
タヒチ島のサンセットはモーレア島を眺めながら美しい色を楽しむことができます。
カクテルを片手にタヒチ島のラグーンから眺めるサンセット、穏やかで幸せなひとときをお楽しみください。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

2018/3/26

ツア－名

11） マルケサス・ナイト
ディナー ＆ タヒチアンダンスショー

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

12,500 CFP / ￥15.000

★ホテル出発からレストランご着席までは日本語ガイドが
ご案内
★所要時間 約３時間
★最少催行 ２名様
★水曜催行

12） ラ・ソワレ・メルヴェイユーズ
ディナー ＆ タヒチアンダンスショー

※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
ホテル・インターコンチネンタル・タヒチ・リゾートのメインレストラン＜ティアレ＞にて、マルケサス・ナイト・ディナーとタヒチアンダンスショーをお楽しみください。

3～11才： 6,250 CFP / ￥7,500

＜ホテル・インターコンチネンタルタヒチリゾート＞

（出発時のみ日本人ガイド付）

ツア－・インフォメ－ション

19:00頃 ホテル出発 - ホテル・インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート内のレストランにて夕食 - 21:30頃 レストラン出発 - ホテル着
【料金に含まれるもの】
ホテル往復送迎、夕食。
※タヒチ・パール、ロイヤル・タヒチアンは送迎不可。
※お飲み物は含まれません。

15,000 CFP / ￥18,000
3～11才： 7,500 CFP / ￥9,000

【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

ホテル・インターコンチネンタル・タヒチ・リゾートのメインレストラン＜ティアレ＞にて、ラ・ソワレ・メルヴェイユーズ ビュッフェディナーとタヒチアンダンスショーを
お楽しみください。

＜ホテル・インターコンチネンタルタヒチリゾート＞

（出発時のみ日本人ガイド付）
★ホテル出発からレストランご着席までは日本語ガイドが
ご案内
★所要時間 約３時間
★最少催行 ２名様
★金曜催行

【料金に含まれるもの】
ホテル往復送迎、夕食。
※タヒチ・パール、ロイヤル・タヒチアンは送迎不可。
※お飲み物は含まれません。

19:00頃 ホテル出発 - ホテル・インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート内のレストランにて夕食 - 21:30頃 レストラン出発 - ホテル着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

【タヒチ島発： モーレア島日帰りオプショナルツアー】
ツア－名

13） モーレア島日帰りツアー
ミティ・プログラム・シャローウォーター
ドルフィン・エンカウンター
（出発時のみ日本人ガイド付）

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

【料金に含まれるもの】

★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内） ●パペーテおよびモーレア島での混載送迎。
●パペーテ～モーレア間往復高速フェリー代。
★所要時間 約８時間
●インターコンチネンタル・モーレアでの2コースランチ。
★最少催行 ２名様
（お飲み物は含まれません。）
★毎日催行
●シャローウォーター・ミティ・プログラム参加費用。

※2～7才のお子様のご参加は、大人の同伴参加が
必須。（大人の参加費用がかかります）
※身長90㎝以上必要。
※5才以下または身長1ｍ以下のお子様は、親が腕に
抱いてのご参加可能です。
※2才未満および妊娠中の方のご参加不可。

14） モーレア島日帰りツアー
4WDサファリツアー ＆ インターコンチネンタル
（出発時のみ日本人ガイド付）

ツア－・インフォメ－ション

※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
温和で好奇心が強く、お利口さんなイルカたち…彼らと友達になれるとっておきのツアーです。インターコンチネンタル・モーレア内の特設プールではイルカの生態に
31,000 CFP / ￥37,200
ついて学び、間近に観察し、直接触れることができます。賢く、愛嬌たっぷりのイルカ達との触れ合いは大興奮間違いなしです。
2～11才： 19,000 CFP / ￥22,800
※2～7才までのお子様参加は大人の同伴参加が必須です。 ドルフィンセンターのご予約は混み合いますので、お早目のご予約をお勧めいたします。

18,500 CFP / ￥22,200
2～11才： 10,000 CFP / ￥12,000
【料金に含まれるもの】

★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内） ●パペーテおよびモーレア島での混載送迎。
●パペーテ～モーレア間往復高速フェリー代。
★所要時間 約１２時間
●インターコンチネンタル・モーレアでの2コースランチ。
★最少催行 ２名様
（お飲み物は含まれません。）
★日曜・タヒチの祝日を除く毎日催行
●モーレア島4WDサファリツアー

08:30頃 ホテル出発 - 09:30 高速フェリーにてモーレア島へ - 10:00 到着後、バスにてインターコンチネンタル・モーレアへ - ホテルにて昼食 ドルフィンセンターにてプログラム開始の30分前までにチェックイン - ドルフィンプログラムご参加（約1時間） - 15:30頃 インターコンチネンタル・モーレア
出発 - 16:40 高速フェリーにてタヒチへ - 17:10 到着後、ホテルへ。
【ご注意】
上記はモデルコースです。予約できるプログラムやフェリーにより、スケジュールは異なります。
時期により子供特別プログラムが設定されます。その際は、子供は大人と違う時間帯にプログラムを行うことになります。詳細はご予約の際に
お知らせいたします。
インターコンチネンタル・モーレアではプール・更衣室・シャワー・ビーチタオル・シュノーケリングセットレンタルはご利用できません。
予め水着着用の上、タオルや日焼け止めなどをご持参ください。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチ島から約17Km、起伏があり壮巌な山々とクリスタルブルーの海に囲まれたモーレア島。4WDでモーレア島の大自然、景勝地や観光スポットを巡った後は、
高級リゾートホテルでのランチ。リゾート内ビーチでの贅沢な午後のひとときをお過ごしください。
06:00 ホテル出発 - 06:40 高速フェリーにてモーレア島へ - 08:30 到着後、モーレア島観光へ。有名なパイナップル農園 タヒチのフルーツ・植物を学び育てる農業学校訪問。ガイドがバニラ・バナナ・オレンジ・グレープフルーツなどがなるプランテーションをご案内 - マラエ（ポリネシアの
祭壇）訪問 - オプノフ湾・クックス湾を見下ろしながら山道を登り、ベルベデール展望台へ。美しいラグーンが広がります。 - インターコンチネンタル・モーレアにて
昼食。その後は自由行動。ホテルのビーチをご利用いただけます。 - 16:40 高速フェリーにてタヒチへ - 17:10 タヒチ到着後、ホテルへ。
【ご注意】
上記はモデルコースです。予約できるプログラムやフェリーにより、スケジュールは異なります。
インターコンチネンタル・モーレアではプール・更衣室・シャワー・ビーチタオル・シュノーケリングセットレンタルはご利用できません。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

2018/3/26

ツア－名

15） モーレア島日帰りツアー
シャーク＆エイウォッチングとモツピクニック
（出発時のみ日本人ガイド付）
★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内）
★所要時間 約１０～１１時間
★最少催行 ２名様
★火・水・金・日曜催行 （1/1、5/1、12/25は催行なし）

16） モーレア島日帰りツアー
モーレア ランド ＆ ラグーン ツアー
（出発時のみ日本人ガイド付）
★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内）
★所要時間 約１１時間
★最少催行 ２名様
★日曜・タヒチの祝日を除く毎日催行

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

13,000 CFP / ￥15,600
3～11才： 7,000 CFP / ￥8,400
※2才以下はお問合せください。
【料金に含まれるもの】
●パペーテおよびモーレア島での混載送迎。
●パペーテ～モーレア間往復高速フェリー代。
●シャーク＆エイウォッチング
●昼食（ピクニックランチ）
●シュノーケリングセットレンタル（フィン無）
子供用のシュノーケリングセットレンタルはご用意しておりません。

28,000 CFP / ￥33,600
3～11才： 18,500 CFP / ￥22,200
【料金に含まれるもの】
●パペーテおよびモーレア島での混載送迎。
●パペーテ～モーレア間往復高速フェリー代。
●モーレア島観光（バス）
●ラグーンツアー・エイウォッチング（ボート）
●昼食（ピクニックランチ）
●シュノーケリングセットレンタル（フィン無）
子供用のシュノーケリングセットレンタルはご用意しておりません。

ツア－・インフォメ－ション
※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
ボートでモーレア島の美しいラグーンをクルージング。海から見るモーレア島の絶景もまた格別です。途中、ガイドが行うサメとエイの餌付けを海に入って間近に
ご覧頂きます。迫力満点のサメや愛嬌抜群のエイに囲まれるスリルと興奮を味わって下さい。美しいモツ（小島）ではピクニックランチやシュノーケリングを
お楽しみ頂きます。
07:00 ホテル出発 - 08:10 高速フェリ－にてモーレア島へ - 08:40 到着後、ツアー出発のボート乗り場へ
ボート（アウトリガーカヌー）にてツアーへ出発 - サメとエイのウオッチング - その後、モツへ。昼食とシュノーケリングなどでお楽しみください。
16:40 高速フェリーにてタヒチへ - 17:10 タヒチ到着後、ホテルへ - 17:30頃 ホテル帰着
【ご注意】
上記はモデルコースです。予約できるフェリーにより、スケジュールは異なります。
更衣室やシャワーはございませんので、予め水着着用の上、タオルや日焼け止めなどをご持参ください。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。
タヒチ島からわずか17kmのモーレア島は荘厳な山々と美しいラグーンに囲まれた神秘的な島。そのモーレア島の魅力を陸から、そして海から余すことなく満喫して
頂けるオールインワンの終日ツアーです。まずは陸路（車）で、迫りくる山の頂を目指すかのように移動しながら、ベルベデール展望台やフルーツジュース工場などの
観光スポットへご案内します。その後、ボートに乗り換えてクリスタルブルーのラグーンへ漕ぎ出します。エイウォッチング、モツ（小島）ではピクニックランチと自由に
シュノーケリングが楽しめる、モーレアならではの醍醐味です。
07:00 ホテル出発 - 08:10 高速フェリーにてモーレア島へ － 08:30 到着後、モーレア島観光へバスで出発
テマエにある展望台 - オプノフ湾・クックス湾を見下ろしながら山道を登り、ベルベデール展望台へ.. 美しいラグ－ンが広がります。
フルーツジュース、リキュール工場を訪問。工場で生産されるジュースやリキュールを試飲したり購入することも可能です。
その後、ボートに乗り、ラグーンツアーへ - エイ・ウオッチング - モツ（小島）にてピクニックランチ - モツのビーチや美しいコーラルと魚に出会える
シュノーケリングなど、ご自由にお過ごしください。その後、バスにて港へ - 16:40 高速フェリーにてタヒチへ - 17:10 到着後、ホテルへ。
【ご注意】
上記はモデルコースです。予約できるフェリーにより、スケジュールは異なります。
更衣室やシャワーはございませんので、予め水着着用の上、タオルや日焼け止めなどをご持参ください。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は100％。

【タヒチ島発： ボラボラ島日帰りオプショナルツアー】
ツア－名

17） ボラボラ島１日観光
（出発時のみ日本人ガイド付）

料金（お一人様）
現地販売価格/日本申込・日本払い

71,000 CFP / ￥85,200
2～11才： 53,000 CFP / ￥63,600
HIGH(4/1～10/31&12/11～12/31)

★英語ガイド（ホテル出発時のみ日本人ガイドがご案内）
63,000 CFP / ￥75,600
★所要時間 約１２時間
2～11才： 46,000 CFP / ￥55,200
★最少催行 ２名様 （最大８名様まで）
LOW（11/1～12/10)
★毎日催行
【料金に含まれるもの】
※国内線スケジュールの都合や空席状況により
催行できない場合がございますのでお問合せください。 ●パペーテおよびボラボラ島での混載送迎。
●パペーテ～ボラボラ間国内線航空運賃。
●アルティメート シャーク＆エイ・ウォッチングとモツピクニック参加費用
●昼食（ピクニックランチ）
●シュノーケリングセットレンタル。（フィン無）
子供用のシュノーケリングセットレンタルはご用意しておりません。

ツア－・インフォメ－ション
※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。
数々の有名な映画の舞台になった南太平洋の真珠…ボラボラ島。旅人の心をとらえて離さないこの美しい島へは、タヒチ島から飛行機で約45分で訪れる
ことが出来ます。ボラボラ島ではモツ（小島）ピクニックツアーにご案内します。途中、ガイドが行うサメとエイの餌付けを海に入って間近にご覧頂いたり、
トロピカルフィッシュの群れるコーラルガーデンでのシュノーケリングも楽しめます。美しいモツでのピクニックランチの後は、ビーチ散策・シュノーケリング・お昼寝など
思い思いにお過ごし下さい。
06:00頃 ホテル出発 - 飛行機でボラボラ島へ（直行便の場合約45分） - 到着後モツピクニックツアーへ（スケジュールによりヴァイタペ移動後
ツアー出発あり） - 12:30 昼食。出発まで自由行動 - 15:30頃 ボラボラ島出発 - 18:00頃 タヒチ島帰着後、ホテルへ。
【ご注意】
上記はモデルコースです。予約できる国内線により、スケジュールは異なります。
更衣室やシャワーはございませんので、予め水着着用の上、タオルや日焼け止めなどをご持参ください。
国内線を利用しますので、お早目のご予約をお勧めいたします。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して１４日前以降は５０％、７日前以降は１００％。

<<ご案内>>
* 催行日・内容は天候および交通機関・レストランなどの都合により、変更もしくは中止される場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
* 最少催行人数に満たない場合、ツア－は中止されます。 また、満席によりご予約できない場合がございます。
* ホテル出発が早く、ホテルにて朝食をお召し上がりになれない場合がございます。朝食付のお客様は権利放棄となりますのでご了承ください。
* 子供料金はツア－実施日を基準に、満2才以上12才未満に適用します。ただし、子供料金の条件が特記されているツアーに関しては、その特記事項に準じます。明記されていない年齢のお子様に関しましてはお問い合わせ下さい。
* 料金やツアー内容は予告なく変更されることがございます。
* 日本からの事前お申し込みは、ご旅行出発の5営業日前までの受付となります。
* お申し込みの際は、ツアーごとに明記されている取消料を必ず事前にご確認ください。なお、土日祝日の受付はできませんので、その前日までにご連絡ください。
<<オプショナルツアーのみお申し込みのお客様へのご案内>>
●ツアー代金のお支払いは、日本ご出発前までに日本円にてお願い申し上げます。銀行振込またはクレジットカード（VISA/MASTER）のご利用が可能です。
ただし、ツアー催行日の前日から起算して10日前を過ぎてからのお申し込みは、ツアー代金＋通信費の全額をお預かりしてからの手配開始となります。クレジットカードのご利用はできませんので予めご了承ください。
●オプショナルツアー代金とは別に、お1人様1ツアーにつき￥500の通信費（手配手数料）を申し受けいたします。
●手配開始後は、いかなる理由がございましても通信費のご返金はいたしかねます。ツアーが催行待ちの場合でも、通信費は日本にてご出発前にお支払いをいただきますので予めご了承ください。
●お申し込みの際は、お電話またはメールにて以下の事項をお知らせください。
①ご希望オプショナルツアー名と参加希望日。
②ご参加者全員のお名前（パスポート記載のローマ字）・性別。11才以下のお子様は生年月日も必要です。
③代表者様のお名前（漢字）と日中すぐに連絡可能なお電話番号。
④日本出発日およびタヒチ出発日と国際線フライトの便名。
⑤タヒチ離島およびパペーテの滞在先ホテル名と滞在日。
⑥タヒチパッケージツアーお申込み先の旅行会社名。

