
*　タヒチ島発オプショナルツア－
ツア－名 料金（お一人様） 最少催行人数・催行日 ツア－・インフォメ－ション

1）日本語タヒチ島内観光 17,000円 4名様より 安心の日本語ガイド付き！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。

（日本人ガイド付き） （子ども料金：12,000円） *　日本人ガイド 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。

所要時間　約6～7時間 *3～11歳は子ども料金で12歳以上は大人料金 *　水・木・金曜日催行 水・木・金曜日のみのツア－ですので、ご注意ください。

*　昼食付き 　（1月1日と12月25日は不催行） ツア－終了後は、①ホテル帰着 または　②パペ－テショッピングツア－　からお選びいただけます。

（レストランゴ－ギャンまたはクラブハウス） ●含まれる入場料 ②のパペーテショッピングツア－を選択された場合、ホテルへのお戻りはお客様手配（実費）です。

・タヒチ博物館(日曜・月曜休み）

＜スケジュール＞

08：30　ホテル出発　⇒　ヴィ－ナス岬　⇒　アラホホの潮吹き穴　⇒　ヴァイパヒ　ガ－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

2）ポリネシアンの伝統文化体験ツア－ 13,000円 4名様より 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。

（日本人ガイド付き） （子ども料金：11,000円） *　日本人ガイド 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。

所要時間　約3～4時間 *3～11歳は子ども料金で12歳以上は大人料金 *　土曜日のみ催行 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。

　（祝日は不催行） トラディッ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します）

●含まれる入場料 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　

・タヒチ博物館(日曜・月曜休み） ＜ファレ・モノイ＞にてモノイオイルやシャワ－ジェルやモノイ石鹸などのモノイオイルでできる製品をご紹介

・ローカルの家　「Rau　Hotu」 (日本語ガイドが同行するので説明は全て日本語通訳付なので安心です）

＜スケジュール例（午前や午後または出発時間によりスケジュール時間は変わります。）＞

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 　タヒチ博物館入場

15:15 　タヒチ博物館出発

15:30 　トラディショナル　エクスペリアンス　（ローカルの家　「Rau　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ストレ－ション、

　　　　　*　タヒチの伝統料理ポワソンクリュ－・ココナッツミルクの作り方デモストレ－ションなど

17:00　「Rau　Hotu」　出発

17:15 - 17:30 ホテル帰着

3）ショッピング　＆ 5,500円 2名様より 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。

　    ル・ロットツア－（屋台） （子ども料金：3,500円） *　日本人ガイド 時間を効率よくお使いいただけるので、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！というお客様におすすめです。

（日本人ガイド付き） ※ル・ロットでの食事代は含んでおりません。 *　木・土曜日催行 ショッピング中のお荷物もヴァイマショッピングセンタ－内にあるタヒチヌイ@ラウンジにてお預かりできます。

所要時間　約5時間半 　（祝日は不催行） 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－プなどの屋台があります。

＜スケジュール＞

14：30　ホテル出発　⇒　パペーテ市内でお買い物（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

 ※航空機スケジュールなどの現地事情により、途中またはル・ロットからご参加いただく場合があります。

催行日：2018年4月1日から2018年12月31日まで。　　　　　*ホテル出発時間はホテルにより異なります。　　　　　　　　通貨：円
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ツア－名 料金（お一人様） 最少催行人数・催行日 ツア－・インフォメ－ション

4）ル・ロット（屋台)＆スタートーク 6,500円 4名様より タヒチの煌く夜をお楽しみいただきます。まずは地元島民や観光客で賑わう人気のル・ロット（屋台）にご案内します。

（日本人ガイド付き） （子ども料金：4,500円） *　日本人ガイド 中華料理、ピザ、クレ－プなどの屋台でお好きなものをお召し上がりください。

所要時間　約3時間 ※ル・ロットでの食事代は含んでおりません。 *　水・金・土曜日催行 お食事の後は星空鑑賞にご案内します。満天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－ウェイを探してみましょう。

＜スケジュール＞

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

5）マウンテン４ＷＤ 9,000円 4名様より タヒチの山野を４ＷＤで駆け抜けるサファリツア－です。美しい渓谷をお楽しみください。

　　サファリツア－（半日） （子ども料金：6,000円） *　英語ガイド 半日のツア－ですのでお気軽にご参加いただけます。

（出発時のみ日本人ガイド付き） *4～7歳まで子ども料金で8歳以上は大人料金 *　土・日・祝日を除く毎日催行

所要時間　約4時間 *　マナバ・メリディアンは催行不可 ＜スケジュール＞

午前または午後コ－ス ホテル出発　（午前08：45、午後13：15）　⇒　サファリツアーへ　⇒　終了後ホテルへ

（出発時間はホテルにより異なります。）

6）タヒチインナ－アイランド 15,000円 2名様より タヒチには海だけでなく山の上にも見所があります。

　　 サファリツア－（1日） （子ども料金：8,500円） *　英語ガイド 2000m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。

（出発時のみ日本人ガイド付き） *4～7歳まで子ども料金で8歳以上は大人料金 *　日曜・祝日を除く毎日催行 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行きます。

所要時間　約6時間 また違ったタヒチを体験できるツア－です。

*　昼食付き ランチはホテルマロトのレストランにて。(月曜・火曜日を除く） 月曜日と火曜日はボックスランチとなります。

 ＜スケジュール＞

ホテル出発　（午前08：45）　⇒　サファリツアーへ　⇒　終了後ホテルへ

（出発時間はホテルにより異なります。）

7）ドルフィンウオッチングツア－ A: インターコンホテル発 2名様より 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いただきます。

所要時間　約1時間30分～2時間 14,000円 （A　インタ－コンホテル発は4名様より） 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。

*　午前のみ （子ども料金：12,000円） ＊　英語ガイド シュノ－ケリングもお楽しみいただけます。

※イルカの出現状況により正確な日にちは *6～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金

変更になることがあります。 *催行： TOP DIVE 　(2時間） A： インターコンホテル発は ＜送迎対応ホテル＞

毎日催行 A: インターコンホテル発

B: マリ―ナ・タイナ発 <8月01日から10月31日は不催行＞ ホテル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

10,000円 B: マリ―ナ発

（子ども料金：8,000円） B：マリーナ・タイナ発は メリディアンタヒチ、マナバスイート、ホテルインターコンチネンタル、西海岸エリアペンション

*2～9歳まで子ども料金で10歳以上は大人料金 毎日催行 C: イーストコースト発

*催行：FLUID 　(1時間30分） <8月1日から10月31日は不催行＞ 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

(1月1日と12月25日は不催行）

C: イーストコースト発 ＜スケジュール＞

9,500円 C：イーストコースト発 08:30　ホテル出発　⇒　車にて船着場まで送迎　（A はホテルインターコンチネンタルリゾートタヒチ内桟橋よりボートにて出発）

（子ども料金：6,500円） 月曜を除く毎日催行 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　⇒　車にてホテルへ送迎 （A はインタ－コンチネンタル・タヒチ内桟橋に帰着）

*3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 <8月15日から11月15日は不催行＞ ※出発時間はホテルにより異なります。

*催行：SCUBATEK　(1時間30分）



ツア－名 料金（お一人様） 最少催行人数・催行日 ツア－・インフォメ－ション

8）ホエ－ル・ウオッチングツア－ A: インターコンホテル発 2名様より 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ため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。

所要時間　約3時間30分 14,000円 <A　インタ－コンホテル発は4名様より＞ この期間中タヒチ島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できます。

*　午前のみ （子ども料金：12,000円） *　英語ガイド 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？

※クジラの出現状況により正確な日にちは *6～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 また、同時にイルカにも遭遇できる確率は高いです！

変更になることがあります。 *催行： TOP DIVE 　(3時間30分） A ：インターコンホテル発は 天候や海の状況が良い場合は、ガイド・ボ－トキャプテンの判断で、シュノーケリングで泳ぐことができる場合もあります。

<8月01日から10月31日の期間のみ催行＞

B: マリ―ナ発 上記期間中は毎日催行 ＜送迎対応ホテル＞

 15,000円 A: インターコンホテル発

（子ども料金：10,000円） B：　マリーナ発は ホテル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 

*2～9歳まで子ども料金で10歳以上は大人料金 <8月1日から10月31日の期間のみ催行＞ B: マリ―ナ発

*催行：FLUID 　(3時間30分） 上記期間中は毎日催行 メリディアンタヒチ、マナバスイート、ホテル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

C: イーストコースト発 C：イーストコースト発は 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

15,000円 <8月15日から11月15日の期間中のみ催行＞

（子ども料金：10,000円） 上記期間中は月曜を除く毎日催行 ＜スケジュール＞

*3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 08:30　ホテル出発　⇒　車にて船着場まで送迎　（Aはホテルインターコンチネンタルリゾートタヒチ内桟橋よりボートにて出発）

*催行：SCUBATEK　(3時間30分） ボートにてホエールウォッチング　⇒　　12:00　船着場帰着　⇒　車にてホテルへ送迎 （Aはホテルインタ－コンチネンタルリゾート内桟橋に帰着）

※出発時間はホテルにより異なります。

9）西海岸　シュノ－ケリング　ツア－　 11,500円 2名様より ポリネシアンスタイルのカヌ－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－ケリングに出かけましょう！

所要時間　約2時間 （子ども料金：大人と同料金） *　英語ガイド タヒチ島の美しいラグ－ンのある西海岸に位置するダイビングセンタ－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。

*　午前のみ *催行： TOP DIVE 　(2時間） *　毎日催行 タヒチ島でも素敵なシュノ－ケリングを手軽にお楽しみいただけます。

*　シュノ－ケリングセットの貸し出しあり。 （ホテル　インターコンチネンタル　タヒチ内） *　10歳未満のお子様は参加不可

*　タオル・日焼け止め・サングラスなどはご持参ください。 *　ホテルタヒチパ－ル、ロイヤルタヒチアンは送迎不可

10）サンセット　オン　ザ　モ－レア 11,000円 2名様より タヒチ島の素晴らしいサンセットを楽しみませんか！？

　　　ボート　ツア－　（カクテル付き） （子ども料金：10,000円） *　英語ガイド タヒチ島のサンセットはモ－レア島を眺めながら美しい色を楽しむことができます。

所要時間　約1時間30分 *2～9歳まで子ども料金で10歳以上は大人料金 *　毎日催行 カクテルを片手にタヒチ島のラグ－ンから眺めるサンセット、穏やかで幸せなひと時をお楽しみください。

*催行：FLUID 　(1時間30分）    （1月1日と12月25日は不催行）

（マリーナ・タイナ内） *　ホテルタヒチパ－ル、ロイヤルタヒチアンは送迎不可

11） マルケサス・ナイト 17,000円 2名様より ホテルインタ－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、

　　　 ディナ－＆タヒチアンダンスショ－ （子ども料金：9,000円) *　日本語ガイド 「マルケサス・ナイト・ディナ－」と「タヒチアンダンスショ－」をお楽しみください。

＜ホテルインタ－コンチネンタルタヒチリゾート＞ *3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金    （ホテル出発からレストランご着席まで）

（出発時のみ日本人ガイド付き） *料金に含まれるもの *　水曜日催行 ＜スケジュール＞

所要時間　約3時間 ・往復送迎 *　ホテルタヒチパ－ル、ロイヤルタヒチアンは送迎不可 19：00　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　レストラン出発　

・夕食 (お飲み物は含まれません）

12） ラ・ソワレ・メルヴェイユーズ 19,500円 2名様より ホテルインタ－コンチネンタルタヒチリゾ－トのメインレストラン＜ティアレ＞にて、

          ディナ－＆タヒチアンダンスショ－ （子ども料金：10,500円) *　日本語ガイド 「ラ・ソワレ・メルヴェイユーズ ビュッフェディナ－」と「タヒチアンダンスショ－」をお楽しみください。

＜ホテルインタ－コンチネンタルタヒチリゾート＞ *3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金    （ホテル出発からレストランご着席まで）

（出発時のみ日本人ガイド付き） *料金に含まれるもの *　金曜日催行 ＜スケジュール＞

所要時間　約3時間 ・往復送迎 *   ホテルタヒチパ－ル、ロイヤルタヒチアンは送迎不可 19：00　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　レストラン出発　

・夕食 (お飲み物は含まれません）



*　タヒチ島発：　モ－レア島日帰りオプショナルツア－
ツア－名 料金（お一人様） 最少催行人数・催行日 ツア－・インフォメ－ション

13） モ－レア島日帰りツア－ 40,000円 2名様より 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－です。

            ドルフィン　ミティ　プログラム （子ども料金：25,500円） *　英語ガイド ホテルインタ－コンチネンタルモ－レア内の特設プ－ルではイルカの生態について学び、間近で観察し、直接触れることができます。

            シャロ－ウォ－タ－・ドルフィン・エンカウンタ－ *2～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 *　毎日催行 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。

(旧ミート＆グリ－ト・プログラムと同じ） *料金に含まれるもの *　2～7歳のお子様は要大人同伴参加　

（出発時のみ日本人ガイド付き） ・パペ－テとモ－レアでの送迎 *　身長1メートル以上必要 ＜スケジュール＞

所要時間　約8時間 ・パペ－テ/モ－レア間の往復運賃 *　5歳以下または身長１メ－トル以下のお子様は、 7：30　ホテル出発　⇒　　モーレア島へ　（船・高速フェリー　8：30）　⇒　到着後（9：10）　バスにて送迎、ホテルインターコンチネンタルリゾート　モーレアへ　

※ホテル・インタ－コンチネンタル・モーレアでは ・昼食（ホテルインタ－コンチネンタルモーレアにて 　 保護者（大人）が腕に抱きかかえての参加 ⇒　ホテルにて昼食　⇒　ドルフィンセンター（ミティ　プログラム）　13：00（チェックイン）　13：30～14：00　（ミティ　プログラム）　

更衣室やシャワ－はご利用できません。 　　　　2コースセットメニュー） *　2歳未満のお子様は参加不可 ⇒15：30　ホテル出発　⇒　タヒチ島へ（船・高速フェリー　16:40）　⇒　タヒチ到着後（17：15）　ホテルへ

※ホテルのプ－ルやビ－チ・タオル、 ・ドルフィンセンタ－のMITI　プログラム（30分） *　妊娠中の方は参加不可 ※上記はモデルコ－スです。時間や訪問先順序はフェリ－スケジュールなど、現地事情により異なります。

シュノ－ケリングセットのご利用などもできません。 　13時30分スタート ※時期により子ども特別プログラムが設定されます。その際はお子様は大人と違う時間帯にミティ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。

　(３０分前にはドルフィンセンタ－・ブティックにて ※ドルフィンセンタ－のご予約は混み合いますので、お早めにご予約いただくことをおすすめいたします。

　チェックイン必須）

14）　モ－レア島日帰りツア－ 25,000円 2名様より 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－の海に囲まれたモ－レア島。

　　　　  4WDサファリツア－＆インタ－コンチネンタル （子ども料金：15,000円） *　英語ガイド 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。

（出発時のみ日本人ガイド付き） *4～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 *　日曜を除く毎日催行　 リゾート内ビーチで贅沢な午後のひとときをお過ごしください。

所要時間　約11時間 *料金に含まれるもの 　（祝日は不催行）

※ホテル・インタ－コンチネンタル・モーレアでは ・パペ－テとモ－レアでの送迎 *　4歳未満のお子様は参加不可 ＜スケジュール＞

更衣室やシャワ－はご利用できません。 ・パペ－テ/モ－レア間の往復運賃 06：00 ホテル出発　⇒　モーレア島へ（船・高速フェリー　06：40）　⇒　モーレア島到着後、島内観光へ

※ホテルのプ－ルやビ－チ・タオル、 ・モ－レア島4WD　サファリツア－ ⇒　インタ－コンチネンタル・モ－レア　ホテルにて昼食、その後自由行動　⇒　タヒチ島へ（船・高速フェリ－　16:40）　⇒　タヒチ到着後、ホテルへ

シュノ－ケリングセットのご利用などもできません。 ・昼食（ホテルインタ－コンチネンタルモーレアにて 【観光内容】

　　　　2コースセットメニュー） モ－レア島で有名なパイナップル農園　-　タヒチのフル－ツ・植物を学び育てる農業学校を訪れます。

ガイドがバニラ・バナナ・オレンジ・グレ－プフル－ツなどがなるプランテ－ションを案内　-　マラエ　（ポリネシアの祭壇）を訪れます。

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－ル展望台へ。美しいラグ－ンが広がります。

ホテルインタ－コンチネンタル・モ－レアでは、ホテルのビ－チをご利用いただけます。

※上記はモデルコ－スです。時間や訪問先順序はフェリ－スケジュールなど、現地事情により異なります。

15）　モ－レア島日帰りツア－ 18,000円 2名様より ボートでモ－レア島の美しいラグ－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。

　　　　  シャ－ク＆エイウォッチングとモツピクニック （子ども料金：11,000円） *　英語ガイド 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でご覧いただきます。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ください。

（出発時のみ日本人ガイド付き） *3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 *　火曜・水曜・金曜・日曜日催行 美しいモツ（小島）ではピクニックランチやシュノ－ケリングをお楽しみいただきます。

所要時間　約10時間 *2歳未満の幼児に関しましてはお問い合わせください。    （1月1日と5月1日と12月25日は不催行）

※更衣室やシャワ－室はありません。 *料金に含まれるもの ＜スケジュール＞

※タオルや日焼け止めなどご持参ください。 ・パペ－テとモ－レアでの送迎 07：00　 ホテル出発　⇒　モーレア島へ（船・高速フェリー　08：10）　⇒　モーレア島到着後、ツアーボート乗り場へ

※シュノーケリングセット（フィン無し）の貸し出しはあります。 ・パペ－テ/モ－レア間の往復運賃 ⇒　ボートにてツアーへ出発　⇒　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をお楽しみください。

・シャ－ク＆エイ　ウオッチング  ⇒　タヒチ島へ（船・高速フェリー　16:40）　⇒　タヒチ到着後、ホテルへ

・昼食（モツ・ピクニック） ※上記はモデルコ－スです。時間や訪問先順序はフェリ－スケジュールなど、現地事情により異なります。

16）　モ－レア島日帰りツア－ 35,000円 2名様より 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。

　　　　  モ－レア　ランド　＆　ラグ－ン　ツア－ （子ども料金：24,000円） *　英語ガイド 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いただけるオールインワンの終日ツアーです。

（出発時のみ日本人ガイド付き） *3～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 *　日曜を除く毎日催行　 まずは陸路（車）で迫りくる山の頂きを目指すかのように移動しながらベルべデ―ル展望台など観光スポットにご案内します。

所要時間　約11時間 *2歳未満の幼児に関しましてはお問い合わせください。 　（祝日は不催行） 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。

※更衣室やシャワ－室はありません。 *　料金に含まれるもの エイウオッチング、その後モツ（小島）ではピクニックランチと自由にシュノ－ケリングが楽しめる、モーレアならではの醍醐味です.

※タオルや日焼け止めなどご持参ください。 ・パペ－テとモ－レアでの送迎

※シュノーケリングセット（フィン無し）の貸し出しはあります。 ・パペ－テ/モ－レア間の往復運賃 ＜スケジュール＞

・モーレア島観光（バス）  07:00　 ホテル出発　⇒　モーレア島へ（船・高速フェリー　08:10）　⇒　モーレア島到着後、バスで島内観光へ

・ラグ－ン　ツア－・エイ　ウオッチング（ボート） 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。美しいラグーンが広がります。

・昼食（モツ・ピクニック） 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、自由にお過ごしください。その後　バスにて港へ

⇒　タヒチ島へ（船・高速フェリー16:40）　⇒　タヒチ到着後、ホテルへ

※上記はモデルコ－スです。時間や訪問先順序はフェリ－スケジュールなど、現地事情により異なります。



*　タヒチ島発：　ボラボラ島日帰りオプショナルツア－
ツア－名 料金（お一人様） 最少催行人数・催行日 ツア－・インフォメ－ション

17）　ボラボラ島１日観光 ① 11/1～12/10の期間 2名様より 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。　

（出発時のみ日本人ガイド付き） 75,000円 *　英語ガイド 旅人の心を捉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分で訪れることができます。

所要時間　約12時間 （子ども料金：56,000円） *　毎日催行 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。

※更衣室やシャワ－室はありません。 ②4/1～5/31の期間 *   国内線のスケジュールにより、 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でご覧いただいたり、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。

※タオルや日焼け止めなどご持参ください。 80,000円      催行できない場合がありますので、 美しいモツ（小島）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ください。

※シュノーケリングセット（フィン無し）の貸し出しはあります。 （子ども料金：60,000円） 　  お問い合わせください。

③6/1～10/31、12/11～12/31の期間 ＜スケジュール＞

85,000円 06：00ホテル出発　⇒　飛行機でボラボラ島へ（直行便の場合は約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のツアー出発あり）

（子ども料金：64,500円） ⇒　12：30　昼食・出発まで自由行動　⇒　15：30　ホテル出発　⇒　18：00　タヒチ島帰着

*2～11歳まで子ども料金で12歳以上は大人料金 ※上記はモデルコ－スです。出発時間、所要時間等は予約可能なフライトにより異なります。

*2歳未満の幼児に関しましてはお問い合わせください。 ※飛行機の予約が必要ですのでお早めのご予約をおすすめします。

*　料金に含まれるもの ※国内線のスケジュールにより、催行できない場合があります。

・パペ－テとボラボラでの送迎

・パペ－テ/ボラボラ間の往復航空運賃

・シャ－ク＆エイウォッチング＆モツピクニック

・昼食

＜ご案内＞

1.　オプショナルは日本出発前にお申し込みいただき、日本精算したツア－に限ります。　また出発前に催行人数に満たないツア－に関しては現地回答となる場合があります。

　　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、中止される場合もありますのであらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

2.　モーレア島日帰りオプショナルツア－でホテル出発が早く、朝食が取れない場合があります。朝食付きのお客様は権利放棄となりますのでご了承ください。

3.　ボラボラ島日帰りツア－は、国内線のスケジュ－ルにより催行できない曜日があります。詳細はお問い合わせください。

　　また、出発が早いフライトの場合、朝食が取れない場合があります。朝食付きのお客様は権利放棄となりますのでご了承ください。

4.　日本でのご精算は日本円ですのでご注意ください。（日本円以外の通貨はご利用いただけません）

　 *　上記ツア－は天候やその他の事情により催行日、スケジュ－ル内容の変更もしくは中止される場合があります。

　   　また最少催行人数に満たない場合もツア－は中止されます。満席の場合もご利用いただけない場合があります。

 　*　子ども料金はツア－実施日を基準に、満2歳以上12歳未満の方に適応します。

　　 （ただし、子ども料金条件に特記事項がある場合は、その特記事項の通りです。2歳未満の幼児に関しましてはお問い合わせください。）

*　料金は予告なく変更となる場合もあります。

*　お客様の都合により、ツア－お申し込み後、取り消された場合、次の条件にて取り消し料を申し受けます。

　  日本出発日から起算して7日前からツア－料金の100％の取消料です。

　 「ツア－番号　17）ボラボラ島1日観光」は、日本出発日から起算して14日前から8日前の場合は、ツア－料金の50％、

　  日本出発日から起算して7日前から参加当日の場合はツア－料金の100%の取消料です。


