
各寄港地では多彩な船主催オプショナルツアーをご用意しております（別料金）
～島内観光・イルカウォッチング・シュノーケリング・遺跡観光など～

ポール・ゴーギャン
タヒチクルーズ

サービスのほとんどが旅行代金に含まれるオールインクルーシブ制

◆心和むタヒチ文化に触れる旅
ポリネシア人のクルー「ル・ゴギンズ」達が伝統の歌や踊りを舞うポリネシアン
ショー、現地の言葉やネックレス作りなどの教室でタヒチの伝統文化を伝えてく
れます。

◆パリの有名シェフ監修の美食
食事を楽しむためだけに乗船する人もい
ると言われる美食の客船。新鮮な魚介
類や野菜を使い見た目にも美しく仕上げ
た品 で々す。

料理（イメージ）ⓒPaul Gauguin Cruises

ⓒPaul Gauguin Cruises

ポール・ゴーギャンで過ごす優雅な休日
南太平洋の楽園・憧れのタヒチ5島めぐり 10日間

客室タイプ／カテゴリーC（一例）ⓒPaul Gauguin Cruises

◆ ドレスコードは  
リゾートエレガント
リラックスした服装でお過ごし
いただけます。フォーマルな装フォーマルな装
いは不要いは不要です。

ゆったりとした客室にはクイーンサ
イズのベッドが備えられています。

タヒチ唯一のラグジュアリー船で５島を効率よくめぐる

日替わりのショータイム
ポリネシアンショーなど、タヒチの伝統舞
踏をお楽しみください。

レイや花の冠づくり
自然素材を使ったアクセサリーづくり体験。 （イメージ）ⓒPaul Gauguin Cruises

ポール・ゴーギャンの乗船客のみのプライベー
トアイランドへ。
バーベキュー
の昼食。モツピ
クニック中には
カクテルサービ
スなど寛ぎの
時間を。

客室（一例）外観

1

1

ボラボラ島 タハア島（モツ・マハナ）

フアヒネ島

タヒチ島

モーレア島 パペーテ

コース番号 K5935-343 K5936-343 K5937-343 K5938-343
客室 

※バルコニー付客室の㎡数は
バルコニーの広さを含みます

カテゴリーF
海側・丸窓・約18.6㎡
（バスタブ付）

カテゴリーE
海側・角窓・約18.6㎡
（バスタブ付）

カテゴリーC/デッキ７
海側・約22.2㎡

（バルコニー・バスタブ付）

カテゴリーB/デッキ８
海側・約28.1㎡

（バルコニー・バスタブ付）
旅行代金（2名1室おひとり）

7月20日（土） 1,150,000円 1,300,000円 1,460,000円 1,680,000円
10月26日（土） 940,000円 1,040,000円 1,240,000円 1,440,000円
12月14日（土） 868,000円 998,000円 1,180,000円 1,380,000円
12月28日（土） 1,200,000円 1,320,000円 1,500,000円 1,700,000円

2020年1月11日（土） 898,000円 1,020,000円 1,200,000円 1,400,000円
2020年2月22日（土） 948,000円 1,070,000円 1,250,000円 1,450,000円
1人部屋追加料金 300,000円 300,000円 660,000円 790,000円

プレミアムエコノミー
クラス追加料金

おひとり様／往復 150,000円 
※ご依頼いただいてからの手配となります。お問い合わせください

ビジネスクラス
追加料金

おひとり様／往復 330,000円 
※ご依頼いただいてからの手配となります。お問い合わせください

燃油サーチャージおよび空港諸税・寄港税・船内チップ・国際観光旅客税は、旅行代金に含みます。
※今後、燃油サーチャージ金額が増減または廃止された場合でも、ご旅行代金を増減することはござい
ません。※その他のカテゴリーについてはお問い合わせください。
※当コースは出発の75日前より取消料が発生します。詳しくは別途パンフレット（契約書面）をご覧ください。
※スケジュールは現地事情などにより変更となる場合があります。 ※その他の注意事項に関しましてはお申
し込み後にお送りする契約書面をご覧ください。

※日本航空、ANAの場合、国内線も同一航空会社限定となります。※別途国内線空港使用料がかかります。※キャン
ペーン期間外の料金：10,000円～30,000円。※ご依頼いただいてからの手配となります。

■対象出発日　2020年2月22日出発まで
■対象空港　ANA、日本航空発着空港（一部離島をのぞく）

※片道の料金です

国内線
片道1,000円
キャンペーン ※12月14日出発は、一部航路が異なります。詳しくはお申し込み後にお送りする契約書面（旅行パンフレッ

ト）をご覧ください。※スケジュールは現地事情などにより変更となる場合があります。※当コースは弊社、大
阪・名古屋発コースと共同催行となる場合がございます。※8日目の宿泊ホテル「インターコンチネンタル・リ
ゾート・タヒチ」はシャワーのみのお部屋となります。

日程 都市名 スケジュール　※◎：入場観光　○：下車観光

1
成田発1
パペーテ
5

17：40 空路、直行便にてタヒチの首都パペーテへ。
9：30～10：30 到着後、昼食。ポール・ゴーギャンに乗船。
23：55 出航します。 @>?〈船中泊〉

フ
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ス
領

船
中
７
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2
フアヒネ島

5

8：00 タヒチの中でもまだ観光化されていない、古き良き時代のタヒ
チを感じられるフアヒネ島に寄港。
17：00 出港します。 =>?〈船中泊〉

3
タハア島

5

8：00 花の形をした美しい島、タハア島に寄港。ポール・ゴーギャン専用のプライ
ベート・アイランドをご利用いただけます。バーベキューランチをお楽しみください。
17：00 出港します。 =>?〈船中泊〉

4 ボラボラ島 8：00 深い緑が美しいボラボラ島に寄港。停泊します。
G水上コテージ宿泊プランもご用意しております。 =>?〈船中泊〉

5 ボラボラ島
5

終日 ボラボラ島で優雅な休日をお楽しみください。
17：00 出港します。 =>?〈船中泊〉

6 モーレア島 8：00 映画「南太平洋」の舞台となった「バリハイ山」のあるモーレ
ア島に寄港。停泊します。 =>?〈船中泊〉

7
モーレア島
5

パペーテ

午前 引き続き、モーレア島の自然をお楽しみください。
17：00 出港します。
19：30 タヒチ島のパペーテに帰港。停泊します。 =>?〈船中泊〉

8
パペーテ2
専用バス観光付

午前 下船します。パペーテ名物マルシェの散策と昼食。
午後 昼食後、デラックスクラスホテル「インターコンチネンタル・リ
ゾート・タヒチ（弊社基準）にご案内。 =>?〈パペーテ泊〉

9 パペーテ1
早朝 空港へ。
7：15 空路、直行便にて帰国の途へ。 @〈機内泊〉

10 1成田着 14：05 通関手続き後、解散となります。 @

M朝7・昼8・夕8付き K同行 I1名 H6名 Sインターコンチネンタル・リゾート・タヒチ（パペーテ：DX）［指定］ 
N不可 Xエア タヒチ ヌイ（エコノミークラス利用）

 コース番号K5935～8-343
企画担当　中川 紗依

 エア タヒチ ヌイ往復直行便利用
詳しくは右頁下を

国内線
片道1,000円
キャンペーン

ボラボラ島（4・5日目）（イメージ）ⓒPaul Gauguin Cruises

添乗員撮影

節目となる記念日に、
もう一度ご夫婦の絆を誓い合う祝福セレモニー

～結婚記念日・銀婚式・金婚式など～

（イメージ）

●ポール・ゴーギャンの乗船客
しか入れないプライベートア
イランドで、タヒチアンに伝わ
る伝統的な祝福セレモニー
●フラワーアレンジメントと記念
写真をプレゼント

※詳しくはお問い合わせくださいポリネシア情緒たっぷりのホテルで、リゾート気分をゆっくり満喫ください。
インターコンチネンタル・リゾート・タヒチ（パペーテ／8日目）
※ホテルの設備上シャワーのみのお部屋となります。

Hotel
※弊社基準

厳選 デラックスクラスホテルに宿泊 ご夫婦でご参加の方へ クラブツーリズムからのプレゼント

船内ではバーテ
ンダーオススメの
日替わりカクテル
を楽しんだり、港
の出店でショッピ
ングを楽しんだり…。気の向くままにお過ごし
いただけます。フアヒネ島

モーレア島
ボラボラ島

タハア島

古代宗教の歴
史的遺産「マ
ラ エ（ 祭 祀
殿）」が残る神
秘的な島。

かつてゴーギャン
が「古城のようだ」
と形容した険しい
峰々がそびえる美
しい島。

水に浮かぶコテージでリゾートを満喫 
ル・メリディアン・ボラボラ水上コテージ

画像はイメージです

画像はイメージです

※P14掲載の画像、フアヒネ島・タハア島・ボラボラ島・モーレア島・島のイメージのクレジットはⓒPaul Gauguin Cruises

画像はイメージです

画像はイメージです

画像はイメージです

別名「バニラ
アイランド」と
呼ばれ、バニ
ラの産地とし
て有名な島。

2日目

6・7日目
4・5日目

3日目

水水水水水水水
ルルルルルルル

画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ像はイ像はイ画像はイ像はイ画像はイ画像はイ画像はイ画像はイ像はイ画像はイ画像は像は画像は画像画像はイ画 イ像画画 イメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでメージでジでジででででメージーージでーー すすすすすすすすすすすすすすすすすす

※添乗員がホテルチェックイン、チェックアウトをご案内いたします
が、同行はいたしません。※上記は2名1室利用のお1人様料金と
なります。1人部屋追加料金は200％となります。※お部屋により景
観が異なります。

別料金（2名1室おひとり様） 150,000円
H1名 ■夕食・朝食付き 
■チェックイン14：00／チェックアウト11：00

オプショナルツアー

ご自身のペースで過ごしください

タハア島のプライベートビーチへご案内

クラブツーリズムなら
海側バスタブ付
客室確約!

アルコール類を含む飲み物やチップも料金に含まれているルコール類を含む飲み物やチップも料金に含まれているため、わずらわしさを感じることなく船内でお過ごし頂けます。
※一部のプレミアムアルコールを除く。

さらに!

数々の旅を重ねてこられた方 に々こそ、訪れていただきたい
究極のデスティネーション、タヒチ。118の島 か々らなるタヒチ
を、10年以上通年運航している唯一のラグジュアリー船、
ポール・ゴーギャン。
上質な空間と時間によってもたらされる寛ぎとトロピカルな南
国の雰囲気が融合した船で、これまでにないリラックスした
お時間をお過ごしいただけます。

■総トン数／19,200トン　■全長／153.6メートル
■乗客定員／332人■乗組員数／217人
■就航年／1998年（改装：2012年）　■船籍／バハマ

ポール・ゴーギャン　SHIP DATA

紺碧の海に浮かぶ宝石のような島々へ紺碧の海に浮かぶ宝石のような島々へ

14 15
コース番号 Ⅰ（アイ）K9983-343
プラチナクルーズ説明会

3月11日（月）15：00～16：30
4月4日（木）  13：00～14：30

会場：
ティファニー銀座ビル8階サロン（要予約）

お申し込み・お問い合わせは
月～土 9：15～17：30
（日・祝は休業）

FAX24時間受付

03（3566）8311
東
京03（5323）5222 一般固定電話から1分10.8円（税込）でご

利用いただける全国一律料金のサービス
です。（公衆電話・携帯電話・CATVを除く）

ナビダイヤル（全国一律料金の通話サービス）

0570-017775※写真はすべて
イメージです

ホームページは24時間ご予約受付中！
クラブツーリズム ポールゴーギャン 検索


