
旅行契約解除の日 キャンセル料

旅行代金の100％旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の5％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
75日目にあたる日以降～61日目にあたる日まで

旅行代金の12.5％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

旅行代金の25％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降～15日目にあたる日まで

旅行代金の37.5％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目にあたる日以降～8日目にあたる日まで

旅行代金の50％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目にあたる日以降～当日まで

エア タヒチ ヌイ

　最新鋭機エアバス340を利用。ビジネスクラスはシートピッチ152cm、最大
160度のライフラットを導入。全席パーソナルモニター付きで、各座席にて映
画・音楽・ゲーム等お楽しみいただけます。成田空港での搭乗時にはタヒチの
国花”ティアレ”を皆様に提供いたします。

フレンチ・ポリネシアの温かいホスピタリティにご期待ください
リクライニング時のシートの長さ：180cm　
最大リクライニング角度：160度

ポリネシア料理とフレンチが融合した
料理を提供（イメージ）

ラウンジもご利用いただけます
※写真はイメージ。機材は変更となる場合があります。

アメニティーグッズ
（イメージ）

※日本航空に限ります。また、成田便が満席で確保できない場合は
羽田空港となります。その際、羽田/成田間の移動はリムジンバス（ご
実費）となりますので予めご了承ください。お早目にご検討ください。

29都市から成田/羽田まで
同一料金でご参加いただけます

全国から
ご参加いただきやすくなりました
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ビジネスクラスのご紹介

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）

http://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客
様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条
件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確
定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人につき20kg
以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となっております。（但し、利用航空
会社や方面で重量や個数に例外もございますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、船内チ
ップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料
２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常な変動に対処
するために、一定の期間と条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請
し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加価値的な運賃です。金額は利
用航空会社・利用区間によって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。
燃油サーチャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利用便
決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客保安サービス料
（合計金額）
　 成田空港＝2,610円、羽田空港＝2,570円、関西国際空港＝3,040円、仙台空
港=710円、旅客施設使用料/中部国際空港＝2,570円、旅客取扱施設利用料/
福岡空港＝970円、新千歳空港＝1,030円。

7. 国際観光旅客税＝1,000円。
8. クルーズ関連諸税
●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。また、ホテルや
船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があります。

　 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各地域の特性や施
設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」をご用意
いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッドルーム」に2台目のベッドとして簡易
ベッドを入れてご利用いただく場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1

ベッドタイプ」で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイン
ベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている「ジャーマンツイン」
の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異なる客室も含まれます。）

3. 相部屋希望の方は、組み合わせの都合で最終的に客室がおひとり利用となる
場合には、各ツアーページ記載の1名利用追加料金を申し受けますので、予め
お含みおきください。尚、1名利用追加料金が¥150,000を下回るツアー（ク
ルーズのツアーを除く）に関しては、出発日60日以前のお申込みご入金の場
合であれば、組み合わせの都合で最終的に客室がおひとり利用となる場合で
あっても1名利用追加料金を申し受けずにご参加可能です。但し、部屋は1名
利用の客室ゆえに手狭となり、眺望が悪い、ロビーから遠いなど、条件が悪く
なる可能性がございますこと、予めご了承ください。

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天候やその他現
地事情により、船長の判断によって予告なしに変更されることがあり、その権限は
船長が持っています。また、その変更による払い戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない場合があり
ます。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望をかなえることは不可能
ですので、ご容赦ください。
●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関わる海外渡
航関連情報が出されている場合があります。最新情報についてお知りになりたい
方は、当社にお問い合わせいただくか、または、外務省海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）および外務省領事局領事サービスセンター
（海外安全相談班）（TEL:03-3580-3311内線：2902、2903）でもご確認いた
だけます。渡航先（国または地域）の衛生状況につきましては、厚生労働省「検疫
感染症情報」ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。
●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたしておりますが、
地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし　
　l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�R＝ロープウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけるよう、ツア
ーに即した写真を掲載するように努めておりますが、ツアーにご参加いただいた場
合、必ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございません。また、

掲載しております地図につきましては、およその位置関係と宿泊地、訪問地を示し、
イメージを掴んでいただくためのものです。
●個人情報について
１. 当社は旅行お申し込みの際にいただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話
番号、メールアドレス等）について、お客様との連絡、お申し込みいただいた
旅行における運送、宿泊機関等の提供するサービス手配や査証取得のための
手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

2. このほかに当社では、当社の商品のご案内などに利用させていただく場合がご
ざいます。

●キャンセル料について
お客様は下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約
を解除する事ができます。（1名利用の場合は1名利用追加料金も含んだ金額がご
旅行代金となります）

なお、当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、
ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害保険に、「クルーズ旅行取消費用担
保特約」を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。但し、付帯条件が
ございますので詳しくはお問い合わせください。

●キャンセル料半額制度はクルーズツアーの場合、適用外となります。ご注意く
ださい。
●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・条件の他、
別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の旅行業約款によります。
ご旅行条件は、2019年3月1日現在の運賃・料金を基準としております。

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合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。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 福島 伸彦
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄6階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅前2-2-1 福岡センタービル11階 〒812-0011 総合旅行業務取扱管理者　原田 寛
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル B1階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

日本からタヒチへの唯一の直行便（所要時間11時間半）。
タヒチアン・ホスピタリティでおもてなしいたします。

申し込み締め切り4月26日（木）迄にお願いします。ビジネスクラス、キャビンには限りがございますのでお早めにお申し込みください。

成田 6月1日（土）発～6月10日（月）着
日本各地29都市から同一料金でご参加いただけます

エア タヒチ ヌイ　ビジネスクラス利用の旅

世界が認めるスモールラグジュアリーシップ
ポール・ゴーギャン号で至福のひとときを

「リトル・タヒチ」タヒチ・イティへ
高級客船ポール・ゴーギャン号の船旅 10日間



利用予定航空会社：エア タヒチ ヌイ ツアーコード：RL015T

出発日 旅行代金 1名利用追加料金
ダブルベッドの場合があります

ビジネスクラス利用

6月1日（土）

海側キャビン（カテゴリー F）
（丸窓、バスタブ 18.6㎡） � ￥998,000 ￥200,000
海側キャビン（カテゴリー E）

（角窓、バスタブ 18.6㎡） �￥1,048,000 ￥240,000
バルコニーキャビン（カテゴリー C）

（バルコニー、バスタブ 22.2㎡）�￥1,168,000 ￥500,000
ベランダキャビン（カテゴリー B）

（バルコニー、バスタブ 28.1㎡）�￥1,298,000 2名様利用のみ
となります。

※部屋の広さは、バルコニーがある場合バルコニーを含みます。
燃油サーチャージ別途 目安：￥21,000：3 月1日現在

各地から国内線割引料金で
ご参加いただけます

大阪・名古屋～東京／片道………￥5,000
仙台・福岡・札幌～東京／片道……￥10,000 

但し付帯条件がございますので支店・
営業所へお問い合わせ下さい。

★日程表内の太字はその日の見どころ訪問地です。

1 成田空港H

パペーテ

パペーテF

17：40発

10：10着

23：55発

空路にてエア タヒチ ヌイのビジネスクラスにて、
タヒチ島のパペーテへ。（日付変更線を通過します）
着後、タヒチ島の観光へ。乗船前マルシェ（市場）
にてクルーズ中のポリネシアンナイトに備え、パレ
オやアロハ（ポリネシアン衣装）をお選びいただき、
プレゼントいたします。
その後、「ポール・ゴーギャン号」に乗船します。
夜、船はパペーテ港を出航します。
� （船内泊）kly

2 パイラオ
（タヒチ・イティ）

パイラオF

08：00着

17：00発

朝、「リトル・タヒチ」タヒチ・イティに到着。
着後、タヒチ・イティの観光へ。牧草地をドライブし
ながら、小さなチョープー村の散策や展望ポイント
を巡ります。バイパヒガーデンでは75種類もの植物
や滝を眺め、手つかずの自然に触れます。
夕刻、フアヒネ島に向けて出港。
� （船内泊）ahy

3 フアヒネ島

フアヒネ島F

08：00着

17：00発

午前、美しいラグーンと緑濃い山々に囲まれ、古代
ポリネシアの遺跡などが残る島です。○古代マラエ
遺跡、島特産のバニラ農園などを巡る島内観光にご
案内します。
夕刻、船は出港します。� （船内泊）ahy

4 タハア島

タハア島F

08：00着

17：00発

午前、ソシエテ諸島の珊瑚礁の島のひとつタハア島
へ到着。澄み切った水と美しい珊瑚の中でゆっくり
とおくつろぎください。ご希望の方はグラスボート
等のアクティビティーをお楽しみ頂けます。
昼食は船のクルーによるバーベキューランチです。
夕刻、船は出港します� （船内泊）ahy

5 ボラボラ島 08：00着 朝、「太平洋の真珠」と讃えられるボラボラ島へ。
島の象徴となるオテマヌ山が目の前に迫ります。着
後、グラスボトムボートにて美しい海の中をご覧い
ただく遊覧にご案内いたします。
午後は自由行動。散策や船内にてゆっくりとお過ご
しください。ご希望の方は実費にて「ル・トラック」
にて島内観光にご案内します。船はボラボラ島に停
泊しています。�（ボラボラ島停泊/船内泊）ahy

6

ボラボラ島F 17：00発

終日自由行動です。ショッピングやマリンアク
ティビティーなど、引き続きボラボラ島の滞在
をお楽しみ下さい。
夕刻、モーレア島に向けて出港します。
� （船内泊）ahy

7 モーレア島

モーレア島F
パペーテ
(タヒチ島）

08：00着

17：00発
19：30着

朝、ゴーギャンが愛してやまなかった「地上の
楽園」モーレア島に到着。コーヒーやパイナッ
プルの農園を巡り、ベルベデールの展望台へご
案内します。
船はタヒチ島に向けて出港します。
夜、フレンチポリネシアクルーズの基点タヒチ
島・パペーテに到着。
� （パペーテ停泊/船内泊）ahy

8 パペーテ
(タヒチ島）

午前、クルーに別れを告げ、「ポール・ゴーギャン号」
を下船します。
その後、○マルシェ、○パペーテ大聖堂などへご
案内します。
昼食後、ホテルへチェックイン。ごゆっくりと
旅の疲れをお取りください。
� （パペーテ泊）ahy

9 パペーテH 07：15発 早朝、エア タヒチ ヌイのビジネスクラスにて帰国
の途へ。
（日付変更線を通過します）�� （機中泊）kss

10 成田空港 14：05着 午後、成田空港に到着。� sks

■食事：朝食 7 回、昼食 8 回、夕食 8 回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到着まで随行いたします。
■最少催行人員：10 名様　■パスポート必要残存期間：下船時 6 カ月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き 2 ペー
ジ以上　■クルーズ関連諸税 ¥18,000 は含まれておりません。

ご旅行条件とご注意

ポール・ゴーギャン号は、かつてセ
ブンシーズクルーズの一翼を担っ
ていた高級客船。運営が独立した
後もその食事やサービスなどの名
声に衰えはありません。スモール
サイズだからこそできるきめ細や
かなおもてなしは抜群です。

人懐っこいポール・ゴーギャン号のクルー

タハア島ではモツ（小島）にわたり、
のんびりと過ごします。バーベ
キューランチを挟んで、海のアク
ティビティを楽しんだり、パレオ
の着付けなど、タヒチ文化もお楽
しみください。

パレオの着付けイメージ

タヒチの玄関口パペーテがあるタ
ヒチ島でありながら、通常の航路
では滅多に訪れることがない場所
です。緑豊かな山々と村々など牧
歌的なポリネシアの原風景が今日
残されています。ポール・ゴーギャ
ン号の新しい寄港地です。

リトル・タヒチ（タヒチ・イティ）
 ©Steve Dickenson

新たな寄港地「リトル・タヒチ
（タヒチ・イティ）」へ 

おもてなしも一流
タヒチの地元スタッフが
誇りを持って乗務しています

船会社が所有する
プライベートモツ（島）へ
の訪問

エア・タヒチヌイのビジネスクラス利用

「リトル・タヒチ」タヒチ・イティへ
高級客船ポール・ゴーギャン号の船旅  10日間

世界中の旅人の憧れ、南太平洋の楽園タヒチを優雅に巡る

ボラボラ島に停泊するポール・ゴーギャン号　刻々と色合いを変える美しいラグーン。ゴーギャンが愛した南海の楽園を高級客船で巡ります。

Luxury Ship

ツアーのポイント

●小型船だからこそ、ボラボラ
島ではラグーン内に停泊。オテ
ヌマ山を船上から望める絶景。

●タハア島は、船会社所有の
プライベートアイランドでバー
ベキュー。 島での滞在時も、
オールインクルーシブ。

●乗船前はパペーテのマル
シェにご案内。ポリネシアンナ
イトに備え、皆様にはお好みの
アロハやパレオをお選びいただ
き、プレゼントいたします。

●モーレア島では、船会社の
下船観光プログラムではなく
ワールド独自のオリジナル観光
へ。

●直行便を利用します。

ビーチ沿いに位置する海と
南国の庭に囲まれたリゾートホテルです

■ パペーテ：マナバ・スイート・リゾート・タヒチ
ビーチ沿いに位置する海と南国の庭に囲まれたリゾートホテルです。客室の内装は伝
統的なポリネシアンデザインが施され、ごゆっくりとお寛ぎいただけます。

ご宿泊ホテル

フアヒネ島

ボラボラ島

タハア島

ライアテア島

モーレア島

タヒチ島

パペーテ（1泊）

タヒチ

ボラボラ島
「太平洋の真珠」と称される
ほどフレンチ・ポリネシア諸
島の中でも最も美しいとさ
れる環礁の中に停泊します。

フアヒネ島
ポリネシアの文化、景
色、雰囲気を凝縮し
た島。別名「エデンの
園」。 モーレア島

映画「南太平洋」のロケ地
となった島。ポリネシア
を世に広めた美しき景観。

タハア島
ラグーンの美しさはポ
リネシア随一。バニラ
の栽培も盛んです。

タヒチ・イティ

ポール・ゴーギャン号  PAUL GAUGUIN
世界のトップスモール賞を15年連続受賞。全室オーシャンビューでミシュラン
星付きシェフ監修の料理は大好評です。

ポール・ゴーギャンの特徴とワールドならではのおもてなし
■小型船だからこそ、ボラボラ島ではラグーン内に停泊。オテマヌ山を望む絶景を船上か
らご覧いただけます。

■タハア島には船会社所有のプライベートアイランド（モツ）があり、このモツでの滞在も
オールインクルーシブでお楽しみいただけます。

■乗船前にはパペーテのマルシェにご案内。ポリネシアンナイトに備え、ご乗船の皆様に
アロハやパレオを選んでいただきプレゼントします。

■モーレア島では船会社の下船観光プログラムではなく、ワールド独自のオリジナル観光
へご案内。

船内でのフレンチが好評です。
パリのミシュラン星
付きレストラン「ア
ピシウス」のシェフ、
ジャン・ピエール・
ヴィガト監修の美食
も楽しめる客船で
す。旅行代金には
船内チップ、アル
コールを含むドリン
ク代（ヴィンテージ
以外）がすべて含ま
れています。

バーベキューもオールインクルーシブです

ポール・ゴーギャン号
■乗客定員：332人　　　■乗組員：217人
■総トン数：19,200 トン　■就航：1998年（改装 2012年）


