
1 ラグジュアリー客船「ポール・ゴーギャン」で
憧れのタヒチ、フレンチポリネシアを巡る

2
「ラ・ベランダ」レストランではパリの
ミシュラン星付レストラン「アピシウス」のシェフ、
ジャン・ピエール・ヴィガド監修のメニューを提供

3 10/6発は日本人コーディネーター乗船。さらに
ご旅行代金よりお1人様10,000円割引の特典付!

4 出発日限定割引代金設定  ※割引代金設定は予告なく　終了することがあります
5/5、5/12、6/16、6/30、8/25、9/1発に適用

5 船内はノーチップ、アルコール類も無料の
オールインクルーシブ制（プレミアムリカー除く）

6 ハネムーンにもぴったり。2人の門出を祝う
無料の特別パッケージをご用意

7 ボラボラ島の水上バンガローに宿泊する
特別プラン（有料）を設定

8
乗船前に日本語ガイドより
乗船オリエーテーションを実施。また日本語ガイド
との2時間ホットライン!  フレンチ・ポリネシア内
専用の携帯電話を貸出します（7,000円／有料）
※日本語ガイドは1日目パペーテ出港前に下船します

モトゥ・マハナ／タハア島 
〈プライベートアイランド〉

モトゥとは環礁に点在する小島のことで、
モトゥ・マハナはポール・ゴーギャンのお
客様だけが上陸できるプライベートアイラ
ンド。ポリネシアンダンスと歌にランチは
海辺でバーベキュー。ゆったりと最高にリ
ラックスした一日をお過ごしください。

いつも新しい発見がある。

憧れのタヒチ・フレンチポリネシア
周遊クルーズ 10日間

ラグジュアリー客船　ポール・ゴーギャンで航く

Pointおすすめ

フアヒネ島
モーレア島

ボラボラ島

モトゥ・マハナ
（タハア島）

パペーテ／タヒチ島

ソシエテ諸島

モーレア島
草木生い茂る山々と、クリスタルブルーの
ラグーンが、クック湾とオプノフ湾という
２つの美しい入り江に隔てられ、際立った
コントラストを見せます。

成田・大阪・名古屋発着
2018年 5月▶10月
〈旅行代金改定〉

出発日／2018年（土曜日発）
1  5月  5日発 5  6月23日発 9    9月  1日発
2  5月12日発 6  6月30日発 10    9月29日発
3  5月19日発 7  7月28日発 11 10月  6日発
4  6月16日発 8  8月25日発 12 10月13日発
日次 スケジュール
1 ㈯ 成田発

パペーテ着
（タヒチ）

［17：40］エアタヒチヌイ航空直行便にて空路Hパペーテへ 
［10：10］着後、日本語ガイドがお迎え
その後、パペーテ中心地へお送りします
ショッピングやランチなど自由にお過ごしください
（スーツケース等はお預かりします）
その後パペーテ港へ（混乗の可能性もあります）

パペーテ

［午後］  ポール・ゴーギャン乗船 
その後、日本語ガイドより船内生活に関する
オリエンテーションを行います
※日本語ガイドはオリエンテーション後に下船します
［深夜］出港 〈船中泊〉xxE

2 ㈰ ファヒネ島 ［08：00］入港　B ：（例） ラグーンクルーズ＆シュノーケリング
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 ㈪ タハア島
（モトゥ・マハナ）

［08：00］入港　  船会社所有の無人島（モトゥ）で 
お楽しみください

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ㈫ ボラボラ島 ［08：00］入港　B ：（例）ル・トラックでのボラボラツアー
憧れの水上バンガロー宿泊をBオプショナルツアー（有料）でご案内いたします

船はボラボラ島に停泊します 〈船中泊〉QWE

5 ㈬ ボラボラ島 B ：（例） アクアサファリ（海底散策）
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 ㈭ モーレア島 ［08：00］入港　B ：（例） 島内ドライブとベルベデール
船はモーレア島に停泊します 〈船中泊〉QWE

7 ㈮ モーレア島

パペーテ

B ：（例） ラグーンディスカバリーとシュノーケリング
［17：00］出港
［19：30］入港 〈船中泊〉QWE

8 ㈯ パペーテ ［午前］パペーテ自由行動
船内にて昼食、その後下船
［午後］港より混乗車、英語ガイドにてホテルへ
着後、自由行動 〈パペーテ泊〉QWx

9 ㈰
パペーテ発

［早朝］混乗車、英語ガイドにて空港へ
［07：15］エアタヒチヌイ航空直行便にて
空路H帰国の途へ 〈機中泊〉xrr

10 ㈪ 成田着 ［14：05］着後、入国、通関手続きの後、解散
6/30、8/25出発は6日目モーレア島23：00出港、7日目バイラオ08：00入港／17：00出港、パペーテ23：00入港、
9/29出発は2日目ボラボラ島22：00入港、4日目23：00出港、5日目タハア島08：00入港／17：00出港となります。

※大阪、名古屋、小松、福岡、札幌、函館より日本航空またはジェットスターをご利用のうえ羽田または成田で乗り
継ぎをされる場合は国内線追加代金は不要です（羽田～成田間の移動はお客様ご自身で行っていただき、移動費
はお客様ご負担となります）。※航空機の到着が遅れた場合は、1日目のパペーテで自由行動がお取りいただけな
い事もございます。
※B：オプショナルツアー（別料金）。※パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要
です。※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済
ませいただきますようお願い申し上げます。

ボラボラ島

いつも新しい発見がある。

燃油
サーチャージ

込み!

 598,000円 〜1,338,000円
［ポートホール・ステート（F）／大人2名1室利用］ ［ベタンダ・スイート（A）／大人2名1室利用］

割引代金設定■ご旅行代金



■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが船内ではスタッフ、パペーテでは係員がお世話いたします
■利用予定航空会社／エアタヒチヌイ航空（エコノミークラス）
■利用予定ホテル／ パペーテ： 

インターコンチネンタル・タヒチ（スーペリア・ラグーン ビュー・ルーム） 
ル・メリデイアン・タヒチ（スタンダードルーム）

■食事／Q 7回、W 7回、E 7回

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。 お申し込み・お問い合わせは

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社
旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知
県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55
号。以下「当社」といいます。）が主催するものであり、旅行に参加され
るお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいま
す。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日
程表）および当社旅行業務約款主催旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の
申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により
予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の20％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算し
て取消料が発生する日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定
する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含ま
れます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド代金・入
場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部屋にお2
人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サービス料金※団体行
動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット
等で含まれる旨明示したもの。左記の諸費用は、お客様のご都合により一
部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／前記の他は旅行代金に含まれませ
ん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自
宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国
内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報
電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個
人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日
本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空
港税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによって
は、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）
●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこと

により旅行契約を解除することができます。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

91日前まで 無料
90日前～61日前まで ご旅行代金の5％
60日前～31日前まで ご旅行代金の12.5％
30日前～15日前まで ご旅行代金の25％
14日前～8日前まで ご旅行代金の37.5％
7日前～旅行開始日当日まで ご旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 ご旅行代金の100％

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年3月31
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年3月31日現在有効な
ものとして公示されている航空運賃・適用規則または2018年3月31日
現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準として算出
しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／r：機内食　Q：朝食　W：昼
食　E：夕食　x：食事なし　H：飛行機での移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先を
変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。（現地空港税
及び燃油サーチャージの合算額は2018年3月31日現在の社内レート
を元に算出しております。この金額については出発時為替レートにより
差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発
生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースがございま
す。お客様やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅
行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がございますので、ク
ルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申込みされることをお勧
めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。

客室設備
アメニティ

●クイーンサイズベッド（ツインに転用できる客室は限られています。Dはクイーンサイズベッド
のみとなります）　●フルサイズのバスタブとシャワー（客室の一部はシャワーのみとなります）
●バスローブ、スリッパ、ヘアドライヤー
●冷蔵庫（ソフトドリンク、ビール、ミネラルウォーター ※毎日補充）　
●セイフティボックス　●ウェルカム・フルーツ＆フラワー　●テレビ、CD/DVDプレイヤー
★B以上の客室にはバトラーサービスのほか、バーセットアップ、iPod用サウンド・ドッグがつきます

ベランダ・ステート
バルコニー・バスタブ・
バトラーサービス付／
約28.1～28.3㎡

バルコニー・ステート
バルコニー・バスタブ付／
約22.2㎡

ウィンドウ・ステート
角窓・バスタブ付／約18.6㎡

ポートホール・ステート
丸窓・バスタブ付／約18.6㎡

船 籍：バハマ 建 造：1998年（改装2012年） 全 長：156.5m 全 幅：21.6m

総トン数：19,200トン 乗客定員：332名 乗組員数：217名 航海速度：18ノット

■旅行代金表 （2名１室利用／大人お一人様） ツアーコード：CE-MKPG-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ

コース
コード ① 5/5発  ② 5/12発 ③5/19発 ④ 6/16発 ⑥ 6/30発 ⑤ 6/23発 ⑦ 7/28発 ⑧ 8/25発 ⑨ 9/1発

⑩ 9/29発 
⑪ 10/6発
⑫ 10/13発

F 丸窓付ポートホール・ステートルーム
約18.6㎡（窓・バスタブ付） 3階

  80000A 728,000円 598,000円 728,000円 758,000円 638,000円 758,000円 788,000円 768,000円 628,000円 748,000円

E 角窓付きウィンドウ・ステートルーム
約18.6㎡（窓・バスタブ付）　4階

  80000B 768,000円 628,000円 768,000円 788,000円 655,000円 788,000円 828,000円 808,000円 638,000円 788,000円

D バルコニー・ステート
約22.2㎡（バルコニー・バスタブ付）　6階

  80000C 898,000円 718,000円 898,000円 938,000円 745,000円 938,000円 968,000円 948,000円 745,000円 928,000円

C バルコニー・ステート
約22.2㎡（バルコニー・バスタブ付）　7階

  80000D 928,000円 735,000円 928,000円 958,000円 768,000円 958,000円 998,000円 978,000円 758,000円 958,000円

B ベランダ・ステート
約28.1～28.3㎡（バルコニー・バスタブ・バトラーサービス付）　7・8階

  80000E 1,098,000円 848,000円 1,098,000円 1,148,000円 888,000円 1,148,000円 1,178,000円 1,158,000円 878,000円 1,128,000円

A ベランダ・スイート
約32.4～33.3㎡（バルコニー・バスタブ・バトラーサービス付）　7階

  80000F 1,258,000円 1,258,000円 1,318,000円 1,318,000円 1,338,000円 1,318,000円 1,288,000円
お1人様利用追加代金〈ⒻⒺステートルーム〉 258,000円
港湾税・政府関連諸税 16,000円
大阪・名古屋発着追加代金（小松・福岡・札幌・函館） 追加代金なし（国内線利用、日本航空／ジェットスター（24時間以内に乗り継ぎされる場合）限定）

ビジネスクラス利用追加代金 278,000円 378,000円 278,000円

※当パンフレットの掲載写真は全てイメージです。

〔早割〕ご出発の90日前までにご予約の場合はご旅行代金より一律1万円引きとなります
※F、Eステート以外のお1人様利用追加代金はお問い
合わせください。

※丸窓付ポートホール・ステートルームは3名1室の設
定はございません。

※キャビン内のベッドはダブルベッドになる場合があり
ます。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610

円／子供1,570円）は含まれておりません。旅行代金
とあわせてお支払いください。
※外国諸税（4,150円／大人・子供同額）は含まれてお
りません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。
今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止され
た場合でも旅行代金に変更はございません。

燃油サーチャージ込

1 世界のトップ・スモール・シップ17年連続受賞

2 ハネムーン向けスペシャルサービス
（無料）をご用意

3 全ての客室がオーシャンビュー、
7割がバルコニー付 ※ほとんどがバスタブ付

4 船内の「ラ・ベランダ」レストランはミシュラン
星付レストランのシェフが監修メニューをご提供

5
船内は追加代金不要の「オール・インクルーシブ」システム
［クルーズ代金に含まれるもの］
メインダイニング・サブレストランなどのお食事／24時間利用可能なルーム
サービス／船内でのアルコール（一部銘柄除く）／客室冷蔵庫内のお飲み
物／船内チップ／カヤックやウインドサーフィンなどのマリンスポーツ

タヒチを愛した画家の名を冠し、フレンチポリネシアを知り尽くした名船

ポール・ゴーギャンの魅力

〒141-0031　東京都品川区西五反田2−12−3　第一誠実ビル8階
T-18-03-007

旅行企画・実施　

●名鉄観光ホームページ　http://www.mwt.co.jp/ 観光庁長官登録旅行業第55号

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、
ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

L’Etoile レトワール
ディナー時のみオープンのメインダイニング

La Veranda ラ・ベランダ
朝・昼はビュッフェ、夜は本格的フランス料理レストラン


