
リピーター
割 引 設 定

成田⇔パペーテ間
プレミアムエコノミークラス&専用ラウンジ利用

2020年1月11日（土）～1月20日（月）10日間

南太平洋の楽園タヒチ＆
ソシエテ諸島クルーズ

ラグジュアリー客船 ポール・ゴーギャン（19,200トン）で航く

お食事はミシュラン星つきレストランのシェフ監修。船内
チップ、アルコールを含むオールインクルーシブ制。全
客室オーシャンビューで70％がバルコニー付き。さらに
ほとんどの客室にバスタブが備わっています。

タヒチを愛した名匠を冠した船

988,000円～1,188,000円
（E：ウィンドウ・ステートルーム利用） （B：ベランダ・ステートルーム利用）

【旅行代金】
2名一室利用お一人様

成田空港は、カンタス航空と共用ラウンジのご利用となります

専用ラウンジ専用ラウンジ

プレミアムエコノミークラスと
専用ラウンジ（無料）利用
プレミアムエコノミークラスと
専用ラウンジ（無料）利用

専用シート専用シート

往復直行便

ⓒPaul Gauguin Cruises



出発まで専用ラウンジでお寛ぎください。
成田空港から空路、　　　　　　　　
でパペーテへ。
ーーーーーーーーーー＜日付変更線通過＞ーーーーーーーーーー
パペーテ着。
簡単な島内観光後、地元レストランにて昼食。
「ポール・ゴーギャン」にご乗船。
出港。

入港。
タヒチ島の北西にあり手つかずの大自然が残るフア
ヒネ島。緑豊かな山々と美しいラグーンが魅力の島で
す。　　フアヒネ島カルチャーハイライト（3時間／＄
89）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
出港。

入港。
バニラ栽培と黒真珠が主な産業のタハア島。　　島民
たちののどかな生活を垣間見るタハア島観光（3.5時間
／＄82）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
出港。

入港。「南太平洋の真珠」と呼ばれるタヒチでも随一の
美しい島、ボラボラ島。自由行動または　　ラグーン
クルーズとポリネシアンランチ（5時間／＄209）など
のオプショナルツアーでお楽しみください。
船はボラボラ島に停泊いたします。

自由行動または　　オプショナルツアーでお楽しみください。
出港。

入港。
タヒチ島の北西約20kmの位置に厳然とした姿を湛
えるモーレア島。画家のゴーギャンが｢古城のようだ｣
と評した景観は､息をのむ美しさと迫力です。　　島
内ドライブとベルベデール展望台観光（3時間／＄49）
などのオプショナルツアーでお楽しみください。
船はモーレア島に停泊いたします。

自由行動または　　オプショナルツアーでお楽しみください。
モーレア島出港。
パペーテ入港。
船はパペーテ島に停泊いたします。

下船後、専用車にて  タヒチ島観光 へ。
毎月7日に行われるお祭り「ヘイヴァ・ヌイ」のメイン舞
台で有名なアラフラフのマエラやタヒチ博物館を観
光。地元レストランで昼食後、ホテルで休憩。
ホテルで夕食後、空港へ。

出発まで専用ラウンジでお寛ぎください。パペーテから空路、
　　　　　　　　　　　　　　　　　にて成田へ。
ーーーーーーー＜日付変更線通過＞ーーーーーーー

成田空港着。着後、解散。
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スケジュール月 日 都市名 時 間
■旅行日程　2020年1月11日（土）～1月20日（月）10日間

船中泊

船中泊

停泊・船中泊

船中泊

船中泊

停泊・船中泊

停泊・船中泊

機中泊

機中泊

直行便（プレミアムエコノミークラス）

直行便（プレミアムエコノミークラス）

タヒチ島観光

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

●上記スケジュールは、天候、海象などにより予告なく変更になる場合があります。 ●食事条件：朝食7回、昼食8回、夕
食8回（機内食を除く） ●最小催行人員：10名様 ●利用予定航空会社：エア タヒチ ヌイ（プレミアムエコノミークラ
ス） ※　　は、船上で販売しているオプショナルツアー（別料金・英語ガイド・混乗車）です。上記は一例で変更になる
場合があります。詳細は改めてご案内いたします。　※パペーテ以外の各島へは、テンダーボートでの上陸となります。

※（　）は、船室をお一人様でご利用の場合の追加料金。 ※旅行代金には成田空
港施設使用料（2,610円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港税（約4,800
円）、燃油特別付加料(約21,000円)が含まれておりません。残金と合わせてご請求
させていただきます。諸費用は料金改定、為替レートによって変動します。 ※往復の
スーツケース宅配サービス（お1人様１個）が付いています。 ※過去に、弊社を通じ
てポール・ゴーギャンにご乗船されたことのある方は旅行代金が5％割引となります。 
※シャワーのみでバスタブなしの客室になる場合がございます。

■旅行代金（大人2名様1室お一人様）

客室タイプ

リピーター割引

ビジネスクラス追加代金

上記旅行代金の5％割引

　988,000円 （220,000円）

1,088,000円 （540,000円）

1,188,000円 （740,000円）

250,000円 

プレミアムエコノミークラスご利用

E:ウィンドウ・ステートルーム

C:バルコニー・ステートルーム

B:ベランダ・ステートルーム

フアヒネ島はポリネシアの古代宗教の歴史的遺産の宝庫として知
られています。手つかずの大自然も大きな魅力です。

タヒチ島の北西約250kmの海上に浮かぶボラボラ島。珊瑚と
ブルーラグーンの美しい景観はあまりにも有名です。

緑濃い山々とその周りをブルーラグーンが囲む雄大な自然が魅力
のモーレア島。映画「南太平洋」のモデルになったことでも有名です。

タヒチの首都パペーテは、タヒチ随一の都会ではありますが、南国
の街らしいのどかな空気が流れています。土産物店などショップも
充実しています。

①小型ラグジュアリー船「ポール・ゴーギャン」で楽園タヒチ＆ソシエ
テ諸島の島 を々めぐります。
②ドレスコードは堅苦しさのない「カントリークラブカジュアル」です。
また、ポートチャージ、チップは旅行代金に含まれており安心です。
③船内でのソフトドリンクとアルコール類は無料でお楽しみいただけ
ます（一部の指定銘柄を除く）。
④往復の航空座席は、プレミアムエコノミークラスでゆったりお寛ぎ
いただけます。また、往復の空港では専用ラウンジを無料でご利
用いただけます。
⑤弊社独自サービス「リピーター割引」を設定。弊社を通じてポール・
ゴーギャンに過去乗船したことがあるお客様はリピーター割引と
して旅行代金の5％を割引いたします。

①小型ラグジュアリー船「ポール・ゴーギャン」で楽園タヒチ＆ソシエ
テ諸島の島 を々めぐります。
②ドレスコードは堅苦しさのない「カントリークラブカジュアル」です。
また、ポートチャージ、チップは旅行代金に含まれており安心です。
③船内でのソフトドリンクとアルコール類は無料でお楽しみいただけ
ます（一部の指定銘柄を除く）。
④往復の航空座席は、プレミアムエコノミークラスでゆったりお寛ぎ
いただけます。また、往復の空港では専用ラウンジを無料でご利
用いただけます。
⑤弊社独自サービス「リピーター割引」を設定。弊社を通じてポール・
ゴーギャンに過去乗船したことがあるお客様はリピーター割引と
して旅行代金の5％を割引いたします。

小型ラグジュアリー船

ドレスコードは堅苦しさのない「カントリークラブカジュアル」

無料

プレミアムエコノミークラス
専用ラウンジを無料でご利

用
「リピーター割引」

旅のポイント旅のポイント
世界トップクラスの評価を誇るポール・ゴーギャンクルーズ
小型ラグジュアリー客船で南太平洋の島々を巡ります。

タヒチを愛した名匠を冠した名船「ポール・ゴーギャン」タヒチを愛した名匠を冠した名船「ポール・ゴーギャン」

名誉ある賞を数えきれないほど受賞しているポール・ゴーギャン。世界的
に評価されている質の高い小型船でゆくクルーズをご体感ください。

数々の世界のトップスモール・シップ受賞

タヒチで一番美味しいと評判の船内のお食事は、パリの元ミシュラン星
付きレストランオーナーシェフ監修のメニューをはじめ、美食のオンパ
レードです。

元ミシュラン星付きレストランシェフ監修の美食

タヒチアン・スタイルの無料セレモニーをはじめ、ハネムーンや結婚周年
記念を南太平洋上で祝福するスペシャルサービスをご用意しています。

ハネムーン&アニバーサリー向けベスト・シップ

宿泊代金はもちろん、船内でのお食事代、アルコールを含むドリンク代、
ポートチャージ、チップ、マリンスポーツ代などもクルーズ代金に含まれ
ています。

追加代金不要のオール・インクルーシブ

どの客室でも、エメラルドグリーンに輝く海が目の前に広がっています。
バスタブも一部を除くほぼ全室に完備。ゆっくりとお寛ぎいただけます。

すべての客室がオーシャンビュー

小型船ならではの家族のような一体感に、タヒチで培われた「おもてなし
の心」が加わり、まさに洋上の我が家と呼べるぬくもりが溢れています。

乗客1.5名に乗員1名があたる行き届いたサービス

※写真はすべてイメージです。写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれす。

ボラボラ島ボラボラ島

モーレア島モーレア島 タヒチ島タヒチ島
パペーテパペーテ

フアヒネ島フアヒネ島

成田から

成田へ

パペーテ

モーレア島

ボラボラ島

フアヒネ島

タハア島タハア島
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旅行条件（要約）
■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区
鍛冶町2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶楽部/観
光庁長官登録旅行業第1294号、以下当社という）が企画・募集
し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。契約の内容・条
件は、募集パンフレット、別途お渡しする確定書面（ご予約確認
書）および当社旅行業約款によります。
■旅行のお申込み
所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込金100,000
円を添えてお申込みいただきます。
●当社は電話、郵便、ファックスなどによる募集型企画旅行の予約
申込を受け付けることがあります。この場合、電話などによる予
約申込から起算して10日以内に申込書と申込金を提出してい
ただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、
申込みはなかったものとします。

●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、76日前までにお
支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船舶・航空運賃、観光代、往復の宅配代、食事、船内
チップ、ポートチャージなど。
■旅行代金に含まれないもの
●観光が含まれない寄港地でのオプショナルツアー代、成田空港施
設使用料、国際観光旅客税、海外空港税、燃油特別付加料、渡航手
続関係諸費用（査証代、出入国カードなど）。

■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金を
お支払いいたします。ただし､次の場合は変更補償金をお支払い
いたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機
関などの旅行サービスの提供の中止､当初の運行計画によらない
運送サービスの提供､旅行参加者の生命または身体の安全確保
のため必要な措置。なお変更補償金は旅行者1名に対し、1募集
型企画につき旅行代金の15％を限度とします。また変更補償金
が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。

■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくは
お客様が当社の規定を守らなかったことにより、当社が損害を
被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅
行代金が所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断りした
場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料（または違約料）を申
し受けます。

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「ク
ルーズ旅行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意しておりま
すので、ツアーお申込みと同時に、保険に入ることをお勧めいた
します。
●キャンセルにより、1室の利用人数が減った場合は、規定の取消料
以外に発生するお部屋の追加料金がかかります。「クルーズ旅行取
消費用特約」は利用人数の変更による追加料金は補償されません。

■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は
過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責
を任じます。なお、お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限
度とします。また、お客様が以下の事由により損害を受けられた
場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の

変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関の事故もしくは火
災又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止。（c）官公署の命令又は伝染病による隔離。（d）自由行動中の
事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、不通又はこれら
によって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の10日前までに交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特
別補償規定で定めるところにより、お客様の旅行参加中にその
生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害補償につい
て、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたし
ます。ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運動中の
事故によるものであるときは、上記の補償金・見舞金はお支払い
いたしません。

■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業
約款によります。約款を希望される方はご請求ください。

※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■船会社オプショナルツアーについて
船会社主催のオプショナルツアーは現地法人が実施し、それぞれ
の実施事業者が所在する国または州や地域の法に準拠します。当
社の旅行条件は適用されません。当社とお客様との契約は、手配
旅行契約となり、催行に関する責任は当社にはありません。天候、
その他の事情によりスケジュールや会場の変更、またはツアー催
行を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■最少催行人員
●10名（添乗員同行）
■この旅行条件の基準日は2019年4月30日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関
等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、
婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報を
予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

取消日 区分 取消料

旅行開始の
前日から
起算して
遡って

76日前まで

75日前～61日前まで

60日前～31日前まで

30日前～15日前まで

14日前～8日前まで

7日前～出発当日

旅行開始後または無連絡不参加

無料

旅行代金の5％

旅行代金の12.5％

旅行代金の25％

旅行代金の37.5％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

「タヒチを愛し、タヒチを知り尽くした」と呼ばれている船は、浅瀬でも航海
できるように設計し、大型船では寄港できない小さな港を訪れることができ
る、スモールラグジュアリーシップとして誕生しました。南太平洋の自然に
溶け込む美しい外観、オールインクルーシブのサービス、小型客船だから
こそのホスピタリティで、世界中の評価と羨望を独り占めしています。

名誉ある賞を数多く受賞している、
スモールラグジュアリーシップ

ポール・ゴーギャン・クルーズ

E：ウィンドウ・ステートルーム
（18.6㎡）バスタブ付

C：バルコニー・ステートルーム
（22.2㎡）バスタブ・バルコニー付

タヒチの女（浜辺にて） オルセー美術館蔵

※客室のデザイン・レイアウトなどは画像と若干異なる場合がございます。　※バスタブなしの客室になる場合がございます。

B：・ベランダ・ステートルーム
（28.1㎡～28.3㎡）バスタブ・バルコニー・バトラーサービス付

当社公式

「ポール・ゴーギャンで航くタヒチクルーズ」
公開中！ぜひご覧ください。

チャンネル

パリで生まれたゴーギャンが、西洋文化に絶望し、楽園を求
めて訪れたのが南太平洋にあるタヒチ島でした。
タヒチで描かれた多くの絵画は、赤を多く使った明るい色を
メインにし、原始的・神秘的な絵画を色で表現しています。
タヒチの自然やタヒチで出会った女性をモチーフに描いた
作品が今もなお代表作として残されています。

名匠ポール・ゴーギャンが愛したタヒチ　　
冬真っ只中の日本を脱出！
常夏のタヒチでバカンスを！

総トン数：19,200トン
全　 長：約156.5m
全　 幅：約21.6m
乗客定員：332名

総トン数：19,200トン
全　 長：約156.5m
全　 幅：約21.6m
乗客定員：332名

乗組員数：217名
就　 航：1998年（2012年改装）
造船所：アトランティック
船　 籍：バハマ

乗組員数：217名
就　 航：1998年（2012年改装）
造船所：アトランティック
船　 籍：バハマ

SHIP DATASHIP DATA

東　京

タヒチ

10.3℃

29.8℃

1.4℃

23.1℃

最高気温

1月平均気温

最低気温


