
ラグジュアリークルーズの旅

成田・大阪発
  2020年 2/22・7/4・9/19発

ソシエテ諸島周遊の旅 10日

全室オーシャンビューのラグジュアリー・スモールシップ

ポール・ゴーギャン号で巡る

〈フアヒネ、タハァ、ボラボラ、モーレア、タヒチ5島〉

2/22発は
日本人コンシェルジュ乗船決定！！



キャビンのご紹介 70%以上が
バルコニー付

ポール・ゴーギャン号は、南洋の自然美に溶け込みながら、タヒチ、フレンチポリ
ネシア、東南アジアの浅瀬を航海できるようにデザインされた小型ラグジュア
リーシップ。
客船としては小型でありながら、スタッフのぬくもりある行き届いたサービスなど
が多くのゲストの支持を集め、コンデナスト・トラベラー誌の読者が選ぶ“世界
のトップスモールシップ”を連続して受賞。2016年にはゴールドリストに輝く
など数 の々栄誉を得ています。
船内は寄港する島々の美しさや文化、そしてタヒチの人々のフレンドリーな雰囲
気が反映されており、ポリネシア人エンターテイメントクルーのレ・ゴギンズが
伝統の歌や踊り、そして様 な々講座を通してタヒチの伝統文化を伝えてくれます。
ラグジュアリーでありながらもリラックスできる最高の休日をお約束します。

ラグジュアリー・スモールシップで
タヒチの美しい島を巡るクルーズの旅

船旅の楽しみの1つは、船内でのお食事です。メインダイニング「レトワー
ル」、「ラ・ベランダ」ではパリの有名シェフ ジャン・ピエール・ヴィガト監修の
ディナーメニューをご用意。新鮮な海の幸やフルーツのポリネシア料理など
がテーマの「ル・グリル」の３つのレストランをご利用いただけます。 ※ご夕食は
メインダイニング以外は乗船後に予約が必要となります。

各レストランはフリーシーティング制なので、営業時間内のご希望の時間
にご利用いただけます。またお部屋でもレストランと同様のメニューを
お楽しみいただけます。
ご夕食時のドレスコードはカジュアルなスタイルとなっており、フォーマル
（タイ）のご用意は必要ありません。船長によるレセプションでは、サマー
ジャケットをご着用いただく程度です。

船上でゆったりと堪能する
こだわりの料理

SHIP DATA 
■総トン数：19,200トン ■改装年：2012年
■全幅：21.9ｍ ■乗客定員：332名
■デッキ数：9 ■乗組員定員：217名

プール

グランドサロン（シアター）デッキ

バルコニー・ステートルーム ベランダ・ステートルーム

ポリネシアンダンスショー

レトワール ラ・ベランダ

アラフラフのマラエ

●ウィンドウ・ステートルーム
（角窓）18. 6㎡  ※車椅子対応客室は20. 9㎡

●バルコニー・ステートルーム
22.2㎡（うちバルコニー部分3.4㎡）

●ベランダ・ステートルーム
28.1~28.3㎡（うちバルコニー部分4.4~5.2㎡）
 ★バトラーサービス付

※3名（4名）1キャビンご利用の場合は、
　リクエスト受けとなります。

客室共通
設備

ウィンドウ・ステートルーム

サファイア・オーバーウォーター・ヴィラ 宿泊プラン
追加代金（2名1室利用/お1人様）〈2月22日発〉137,000円

●ウェルカムドリンク、花のネックレスでお出迎え ●フルーツバスケット（1部屋に1つ）
●カヌーブレックファースト（カヌーで届けられる朝食） ●キャンドルの灯りでいただくロマンティックディナー

※港⇔ホテル間の移動は英語ガイドとなります。※お申込み後の手配
となりますので予約状況により手配回答が出発直前になる場合があ
ります。またご希望に添えない場合は、基本日程でのご案内となります。
※ご出発の65日前までにお申し込みください。※ご出発の65日前以降
の変更・取消は100%の変更・取消手数料がかかります。

販売店の方へ 照会・予約（裏表紙参照）／見積もり＆リクエスト

外観

代金に
含まれるもの

●クイーンサイズベッド（ツインベッドに転用できる客室は限られて います。）●フルサイズのバスタブ＆シャワ ー（バルコニー・ステー
トルームの一部の客室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●テレビCD/DVDプレヤー（日本のDVD
ソフトは使用できません。）●冷蔵庫（ソフトドリンク、ビール、ミネラルウォーターを毎日補充いたします。自由にご利用ください。 ）

 4日目の1泊を船中泊ではなく、ボラボラ島にあるホテル「イン
ターコンチネンタル・ボラボラ・リゾート＆タラソ・スパ」のサファ
イア・オーバーウォーター・ヴィラに宿泊するプランです。

※英語ガイドのご案内となります。
※乗船後、ショアエクスカーションカウンターでお申込みください。

2月22日出発は
日本人コンシェルジュ乗船決定！！
船内新聞やメニューの和訳、レストラン
やショアエクスカーションの予約のお手
伝いなど日本のお客様を様々な場面で
サポートいたします。

港～ホテル間に
パペーテの見どころをご案内する
「観光付きプラン」も選べます。

追加代金不要／現地申込

※7/4、9/19発の代金は販売店までお問い合わせください。



旅行代金と出発日

表紙の写真：〈メイン〉ポール・ゴーギャン号 〈左下、左2列目〉プライベート・モツ（島） 〈右2列目〉食事の一例 〈右下〉デッキ　※掲載の画像は全てイメージです。

●キャビンは禁煙です。クルーズ船指定のエリアでのみ喫煙可能です。違反した場合は罰金が
請求される場合があります。
●キャビンには 110/220 ボルトのコンセントが設置されています。
●出発港では、ポーターがキャビンまでお荷物をお運びいたします。事前に専用のタグをお渡
しいたします。
●日程表記載の各地の発着時間は目安の時間です。確定スケジュール、季節や天候、ホテルの
立地など現地事情により前後します。最終的なご案内は現地で現地係員または船会社のス
タッフよりお知らせいたします。
●最終到着港では乗船者全員の通関手続きが終わるまで下船できません。通常接岸後 、1 時
間～ 2時間ほどかかります。
●妊娠中のお客様は乗船時に 24 週以上の場合は乗船できません。また、24 週未満の場合は
医師の「英文診断書」の提出が必要です。
●18 歳未満の方は、21 歳以上の方の同伴が必要です。同伴者が両親以外の場合は、ご予約時
に販売店までお知らせください。船会社所定の書類の提出が必要になります。

【クルーズのご案内とご注意】
●クルーズ予約時にパスポート情報が必要となります。予めご用意の上お申込みください。
●タヒチはフレンチパシフィックフランまたは米ドルをご利用いただけますので日本で事前に
両替することをお薦めいたします。
●キャビンの位置（船首側・船尾側など）のご指定はお受けいたしかねます。
●ご乗船の際、船名・下船日・お名前等の書かれた乗船カードを発行いたします。このカード
は船内での身分証明書、クレジットカード、キャビンの鍵の機能があります。クレジットカード
機能は乗船時にお客様のクレジットカード情報を登録することにより、船内でのお支払いが
キャッシュレスになります。クレジットカードのご持参をおすすめします。
●天候等の理由により、寄港地の入港、出港時刻は変更になる場合があります。これにより、寄
港地の滞在時間に変更が生じる場合があります。
●安全上の理由により、ペットボトル飲料の持ち込みができない場合があります。
●キャビンには石鹸、シャンプーはありますが、歯ブラシ、歯磨き粉、ひげそり、パジャマはあり
ませんのでご持参ください。
●ポートチャージ、政府関連諸税等は、予告なく変更になる場合があります。変更の際は変更後
の金額をお支払いいただきます。

（モトゥ・マハナ）

パペーテ
タヒチ島

ボラボラ島
タハァ島

フアヒネ島

モーレア島

航路図

● フアヒネ島カルチャーハイライト〈所要約3時間〉
　ソシエテ諸島の中でも最も絵画的で地理的に多様な
　フアヒネ島の文化を体感します。
● タハァ島観光〈所要約3時間30分〉
　埠頭からオフロード車に乗り込み、タハァ島の最高峰を目指します。
● ボラボラ島アクアサファリ海底散歩 〈所要約2時間〉
　専用のダイビングヘルメットをかぶりインストラクター先導で砂地の海底を約
30分探訪。ダイビングや泳ぎが得意でない方でもご参加可能、頭が濡れること
もありません。

● モーレア島内ドライブとベルベデール展望台〈所要約3時間〉
　1周約62kmの島をゆったりとドライブしながら風光明媚なスポットをめぐります。
（ご注意） 
2019年9月現在の情報です。予告なく変更・中止となる場合があります。いずれも、船会社の企
画・実施となり、英語ガイドとなります。要別料金。料金は現地にてご確認ください。

寄港地での主なエクスカーション
乗船後に船内でお申込みとなります。

2/22発は日本人コンシェルジュ乗船決定出発日です。

出発日

利用クルーズ船

添乗員

利用ホテル（パペーテ）

最少催行人員
食事（機内食を除く）
パスポート・査証
（日本国籍の方）

クルーズ下船時 6ヶ月以上
不要

パスポート残存有効期間
査証

利用航空会社
旅行代金と出発日をご覧ください。　
【日本発着時】エア タヒチ ヌイ（TN）
ポール・ゴーギャン（ウィンドウ・ステートルーム、バルコニー・
ステートルーム、ベランダ・ステートルーム）

同行しませんが、1日目の空港～港間は日本語を話す現地係員
がお世話します。8日目の港～ホテル間、8又は9日目のホテル
～空港間は英語ドライバーとなります。（注１）

2名
朝食7回、昼食7回、夕食7回

インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート&スパ
（　：指定なし、　：スーペリアラグーンビュールーム） A B

出発までフリータイム。
（20：00までお部屋をご利用いただけます。）

チェックイン後フリータイム。

夜、ドライバー（英語）と共に空港へ。（注1）

早朝、ドライバー（英語）と共に
空港へ。（注1）

07:15

2/22出発 7/4・9/19出発

パペーテ着 着後、現地係員（日本語）がお出迎えし、市内へ。（注1）09:45～10:10

昼食後、順次下船となります。
下船後、パペーテ市内のホテルまでドライバー（英語）がお送りいたします。
チェックインは15：00以降となります。（注1）
 観光付きプランも選べます。（左ページ参照）

インターコンチネンタル・ボラボラ・リゾート＆タラソ・スパの
サファイア・オーバーウォーター・ヴィラ宿泊プラン（要追加代金／左ページ参照）

フアヒネ島の美しいビーチでのショアエクスカーション（別料金）を
お楽しみください。シュノーケルの無料貸し出しもございます。

ポール・ゴーギャンクルーズ専用のプライベート・モツ（島）で
お過ごしください。ランチはバーベキューをお楽しみください。

ボラボラ島内観光などのショアエクスカーションをお楽しみください。
（別料金）シュノーケルの無料貸し出しもございます。

ボラボラ島に停泊

パペーテに停泊

出港までフリータイム。
ショアエクスカーションなどをお楽しみください。（別料金）

出港までフリータイム。
ショアエクスカーションなどをお楽しみください。（別料金）
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食事マークの見方：  　 機内食　  船内食船機

日程

タハァ島
入港  08:00

フアヒネ島
入港  08:00
出港  17:00

パペーテ出港
23:59　

ボラボラ島
入港  08:00

ボラボラ島
出港  17:00

パペーテ
入港  19:30

モーレア
出港  17:00

6 モーレア
入港  08:00

機― ―

機中泊機中泊 機機―

機中泊 船 船 ― 船 船 ―

機 機 ―

大阪（関空・伊丹）発
東京（羽田・成田）着

大阪発のお客様

出港  17:00

（
土
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日
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月
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木
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金
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（
土
）

（
水
）

ペア ：ペア・仲良しシート（裏表紙参照）

（日付変更線通過）（日付変更線通過）

成田空港発　  空路、直行便でパペーテへ。

07:10～14:35
08:15～15:55

17:40 ペア

東京（羽田・成田）発
大阪（関空・伊丹）着

大阪発のお客様

14:05

16:55 ～ 21:10
18:15 ～ 22:35

01:00 

07:30 成田空港着成田空港着

東京（羽田・成田）発
大阪（関空・伊丹）着

大阪発のお客様
11:30 ～ 21:10
12:40 ～ 22:35

※このツアーはお申込時にご予約の可否を即時にご案内できません。お待ちいただける期限を確認し、ウェイティ
ングのお客様として登録をいたします。予約可否が判明後、通知をいたしますのでご了承ください。
※大阪発コースの東京⇔大阪間の航空便は、（関空または伊丹）⇔（羽田または成田）をご利用いただきます。ご利用いただ
く航空便の乗継ぎは、最適とならない場合があります。また、ご利用便により羽田⇔成田間の移動が必要となる場合は、リ
ムジンバスを利用して各自移動していただきます。（リムジンバス代は旅行代金に含まれます。）リムジンバスクーポンは、
出発空港でお渡しします。但し、お客様のご都合で羽田便をご希望される場合は、リムジンバスクーポンは付きません。

※日程表中のショアエクスカーション（有料の島内観光やアクティビティ）は船会社の企画・実施となりますのでご乗船
後に「ショアエクスカーション」カウンターでお申込みください。全て別料金（料金は現地にてご確認ください）、英語
のツアーとなります。

※6歳未満の方はご参加いただけません。
（注1）日本旅行以外のお客様とご一緒となります。ホテル及び航空会社のチェックイン・アウトはお客様ご自身で行って

いただきます。

パペーテ市内到着後、マラマツアーズオフィスにて解散（お荷物はオフィ
スでお預かり）。ランチやお買い物などで自由にお過ごしください。
 14：45頃、ヴァイマセンターで再集合し、港へ。
ご乗船後、出港までに

（
月
）

9（
日
） パペーテ発　  空路、直行便で

帰国の途へ。

パペーテ発　  空路、直行便で
帰国の途へ。

ペア

ペア

10

A B

（日付変更線通過）（日付変更線通過）

映画「南太平洋」のモデルとなった島など、荘厳な景観をお楽しみください。
モーレア島観光や海中散歩などのショアエクスカーションをお楽しみくだ
さい。（別料金）
モーレア島に停泊

10（
月
）

9（
日
）

（日付変更線通過）（日付変更線通過）

機 ― 船

船船船

船船船

船船船

船船船

船船船

船船船

日程表

現地係員（日本語）が船内まで乗船し、出港までにドリ
ル（避難訓練）や船内のご案内を日本語で行います。

安心
Point

879,000
963,000
957,000
242,000
246,000

ウィンドウ・ステートルーム バルコニー・ステートルーム ベランダ・ステートルーム

2月22日
7月4日
9月19日

■現地空港諸税目安額：【大人・子供】 約3,640円
■ポートチャージ目安額：約18,500円　

大人お1人様（子供同額）・基本プラン・エコノミークラス席・2名1室　単位：円　券種BC

96391200
96391230
96391260
96391290

2/22発

7/4、9/19発

2/22発

7/4、9/19発

2/22発

7/4、9/19発

1,059,000
1,158,000
1,151,000
657,000
715,000

96391210
96391240
96391270
96391300

1,222,000
1,339,000
1,334,000
786,000
860,000

96391220
96391250
96391280
96391310

大阪発
ツアー
コード

キャビンタイプ
成田発
ツアー
コード

1人部屋
追加代金

■ビジネスクラスプラン追加代金（お1人様／大人・子供同額／往復）：332,000円
■プレミアムエコノミークラスプラン追加代金（お1人様／大人・子供同額／往復）：118,000円
■子供代金（6歳～12歳未満）：上記大人代金と同額
　※6歳未満のご参加はご遠慮いただいています。  

※燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。（裏表紙参照）
※現地空港諸税、国内空港施設使用料等、国際観光旅客税、ポート
チャージ、政府関連諸税は別途必要です。お申込み販売店にて日本
出発前にお支払いください。なお、船内チップは旅行代金に含まれ
ています。（裏表紙参照）

出
発
日



■当パンフレットは2019年9月1日現在の運賃、料金、各種情報を基準に発行して
　おります。各種情報については、予告なく変更される場合があります。

パスポート・査証・渡航手続きなど
■パスポート(旅券)･査証(ビザ)･再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国書類の作
成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。パスポートが有効かどうかの確認も
同様です。

●パスポート:各国が定めた残存有効期間を満たすパスポートが必要です。残存有効期間
は日程表条件欄に明記しています。
※航空便の乗継ぎ地によっては目的地ではない他の国の残存有効期間が求められる場合
がございます。目的地において求められる残存有効期間は満たしていても残存有効期間
が６ヶ月未満のパスポートは更新することをおすすめします。
●査証: 各国が求める査証取得が必要です。査証要否は日程表条件欄に明記しています。
■販売店では、お客様からのご依頼により、お客様の渡航手続きの一部を代行して行いま
す。これは、旅行契約とは別に販売店とお客様との間で渡航手続代行契約を締結してい
ただきます。また、販売店所定の渡航手続代行料金が必要です。

■パスポート、査証等の条件は日本国籍の方が当パンフレット掲載コースにご参加される場
合に適用されるものです。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国
管理局事務所にお問い合わせください。

■渡航先(国又は地域)によっては「外務省海外危険情報」等、国･地域の渡航に関する情報
が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。「外務省海
外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」、「外務省領事サービスセン
ター＜海外安全担当＞(TEL :03 - 5501- 8162 /受付時間 :外務省閉庁時を除く
09:00～17:00)」でもご確認いただけます。渡航先の衛生状況については、「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。

■外務省WEBサイト「たびレジ」に登録すると旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わ
る情報がメールなどの方法で提供されます。詳しくは「たびレジ」
 （https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）をご覧ください。
お申込み・各種手配・ツアー実施など
■海外旅行のお申込み、ご予約にはパスポートに記載された正確なローマ字の姓名、性
別、生年月日(西暦)の情報が必要です。異なった情報で予約されますと、航空会社の都
合で情報の変更ができなかったり、航空機の搭乗を拒否されたりすることがあります。ま
た、旅程を重複して予約されますと利用航空会社、ホテルはその予約を無効なものとし
て取扱うことがあります。
■お客様が旅行開始後において、現地で提供された旅行サービスが、契約書面に記載され
た内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者
または旅行サービス提供者にその旨を申し出ください。
■現地でお客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置、手配に要する費用は
お客様の負担とします。

■6歳未満の方のご参加はご遠慮ください。
■18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■当ツア－で使用する航空機の運賃規則上、宿泊ホテル（クルーズ船を含む）を使用するこ
とが条件となっており、指定のホテルに宿泊されることが参加資格となっております。
旅行代金
■2名1室利用の大人お1人様の代金です(特に記載した場合を除く)。掲載旅行代金は当パ
ンフレットに掲載した出発日(期間)に限り有効です。
■大人以外の代金設定は子供代金(6歳以上12歳未満)です。特に明記した場合を除き、復路
の国際線搭乗日の年齢を基準とします。

■当パンフレット掲載のツアーで使用する航空運賃は、航空会社の運賃規則上、往復の航空
便をご利用いただくことが条件となっているため、片道のみご利用される場合は航空会社
からの正規運賃の請求に基づき、正規運賃との差額分の旅行代金が増額となります。
■パンフレット作成基準時点で徴収が行われている宿泊税は含まれておりますが、それ以降
に宿泊税が新設された場合はお客様のご負担になります。
燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）
■当パンフレット掲載の旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。燃油サーチャー
ジは新設、変更、廃止されることがありますが、旅行契約成立後でもそれによる旅行代金
の変更はいたしません。
空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税（旅行代金には含まれていません）
■各国、地域毎の法律等によって空港税等(出入国税、空港施設使用料、税関審査料など)の
支払いが渡航者個人に対し義務付けられています。当パンフレット掲載の旅行代金に現地
空港諸税及び国内空港施設使用料・旅客保安サービス・国際観光旅客税は含まれておりま
せん。別途お支払いください。金額･支払い方法は以下をご覧ください。

※2019年8月23日現在(換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート、CFPは（財）日本関税協
会発表の週間為替相場)1ユーロ（€）＝約119.67円、100フレンチ・パシフィック・フラン
（CFP）=約99.52円
※特に記載のないものは大人・子供同額となります。
※空港諸税・空港施設使用料等は予告なく、増額、新設、廃止されることがあります。
※現地空港税はご利用便の目的地までの乗継ぎルートにより異なる場合があります。
●日本でお支払いいただくもの (航空券に含めて日本発券時に徴収されるもので、当社が一
旦立て替えをしています。)お申込みの販売店にお支払いいただきます。

※日本円でのお支払い額はご出発の31日前を目安に(遅くとも21日前までに)確定します。
日本円換算レートは水曜日から火曜日までを1週間とし、ご出発の5週間前の水曜日の航
空券発券換算レートを適用します(10円未満は切り上げ)。確定後の為替変動による追加
徴収、返金はいたしません。確定後であっても空港諸税・空港施設使用料等が増額、新設、
廃止された場合、お客様のご都合による変更で税額が変わる場合はそれらの適用条件に
沿って改訂、ご案内し、その額をお支払いいただきます。

■タヒチの出国税は現地通貨で記載しておりますが、航空券発券はUSドルを適用して行いま
す。フレンチ・パシフィック・フランからUSドルへの換算は航空券発券レートの条件に基づき
計算します。

※2019年1月7日以降に出国する旅行者へ新設された国際観光旅客税は旅行代金に含ま
れておりません。別途お支払いが必要です。
移動時（航空機及びその他交通機関）
■航空スケジュールは、パンフレット作成時点の各航空会社の予定です。航空会社の都合によ
り、便の出発・到着時刻、便名、経由・乗継ぎ地等に変更がある場合もございます。直行便が
乗継ぎ便に変更されることもあります。臨時便が運航される場合、当該臨時便をご利用い
ただくことがあります。最終日程表で再度ご確認ください。
■日程表条件欄の利用航空会社(日本発着時)は、日本発→現地の最初の到着地、現地の最終
出発地→日本着の区間の利用航空会社です。便名を記載した場合も同様です。他の区間の
利用航空会社、利用便は最終日程表でご案内します。

■機材毎に異なる座席配列、搭乗手続きの個人化等のため、カップルの方であっても隣席に
ならないことがあります(席が離れる例:通路を挟んでの席、前後、全く離れた座席)。座席の
希望は搭乗チェックイン時に航空会社にお客様自身でお申し出いただきます。座席のご希
望に対する可否は当該便の混雑状況等によります。

■エコノミークラス席をご利用の場合、ツアー予約時に窓側・通路側、席番等の指定はできません。
■航空会社への「預け荷物」は各社が定める重量等を超えた場合、超過料金の支払いが必要
です。エコノミークラス席でお1人様20ｋｇが一般的な上限ですが、航空会社、路線、座席ク
ラスにより異なります。
■空港～ホテル間の送迎及び観光時は、他のツアーのお客様(他社のお客様を含む)とご一緒
になることがあります。その場合、空港到着時、ホテル送迎・出発時に他のお客様をお待ち
いただくことがあります(専用車利用など特に明記したツアーは除く)。車種はセダン、ワゴ
ン、ミニバス、バスを使用し、ツアーの参加人数によって異なります(バス以外の場合、ガイド
がドライバーを兼任することがあります）。
■車両による地上移動時は原則としてシートベルト付車両をご用意しますが、法律規制のな
い国においてはシートベルト付きでない場合があります。
宿泊
■現地事情により、宿泊順序を入れ替えてツアーを実施することがあります(変更補償金の対象外です)。
■2名1室利用の部屋タイプはベッド2台の「ツインベッドルーム」、又は大型ベッド1台の「ダブル
ベッドルーム」です。部屋タイプを明記した場合を除き、「ツインベッドルーム」をご用意します
が、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ことがありま
す。ハネムーナー、ご夫婦、12歳未満のお子様等がご一緒の場合は、ホテル側が現地の習慣に
より、ダブルベッドルーム(大型ベッド1台のみ)をご用意することがあります。
■宿泊地域・ホテルにより、バスタブが無くシャワーのみのお部屋となる場合があります。その
場合は日程表条件欄に明記します。

■お1人様(または奇数人数)でご参加の場合、他の方との相部屋はお受けできません。
■部屋を1人で利用される方は1人部屋追加代金が別途必要です。同行者の取消により1人
利用となった場合であっても同様です。1名1室利用は特に記載した場合を除き、ベッド1台
のシングルルームをご利用いただきますので手狭になります。　

■3名１室(トリプル)利用は、2人部屋にさらに簡易ベッド1台を入れるため、非常に手狭です。一
般的に簡易ベッドは夜遅くに搬入されます。トリプル利用ができないツアー、ホテル、部屋タイ
プもあります。日程表条件欄、ホテルクラス表で明記しています。トリプル利用ができないツ
アー以外にも、簡易ベッドの利用状況によりトリプル利用をお受けできないことがあります。
■客室の禁煙、喫煙のご要望はお受けいたしかねます。客室のほとんどが禁煙ルームになっ
ている地域があります。ホテルによっても禁煙ルームの割合は異なります。
■部屋からの眺望を選択できるツアーを除き、眺望のご希望はお受けいたしかねます。
■部屋からの眺望の基準は次の通りです。
●ラグーンビュールーム･･･ラグーンが窓側から視界のかなりの部分を占め、その景観を特
色付けている部屋。但し海辺に立地しているとは限りません。
食事（食事の有無については日程表条件欄をご覧ください）
■日程表条件欄の食事回数に機内食は含みません。フライト運航事情により記載どおりに提
供されない場合や軽食での提供となることがありますが、代替の食事はご用意いたしませ
ん。旅行代金の変更はありません。

■レストランは、休業等の現地事情で、同等クラスの他のレストランに変更することや、提供日
が変わることがあります。
船会社からのおもてなし
■「船会社からのおもてなし」は現地滞在中に船会社から提供されるサービスです。船会社
の都合で予告なく変更、中止となる場合があります。提供がない場合は現地で、現地係員
またはフロントにお申し出ください。帰国後の提供や返金はできかねます。利用を希望さ
れない場合の返金もできかねます。特に明記のない限り、ベッド利用の大人・子供代金で
ご参加の方がサービス対象になります。

追加プラン
■本体ツアーに追加でお申込みいただける各種サービスのうち「プラン」と表示したものは、
当社が企画・実施する募集型企画旅行の一部となります。プラン単独のお申込みはお受け
いたしかねます。取消の際は、本体ツアーの出発日を基準とした当社募集型企画旅行の条
件書に定める取消料が必要です。

■「ホテルアレンジプラン」「航空座席クラスアレンジプラン(ビジネスクラスなど)」を変更や取
消される場合、本体ツアー旅行代金と各プラン追加代金を合わせた総額に対して、本体ツ
アーの出発日を基準に取消料を適用します。
■「1人部屋利用プラン(1人部屋追加代金)」「各種観光プラン」は、取消対象となるプラン
追加代金に対して、本体ツアーの出発日を基準に取消料を適用します。
添乗員・現地係員（添乗員同行の有無は日程表条件欄をご覧ください）
■添乗員が同行しないツアーはご旅行を円滑に実施するため、各地の現地係員が次の案内業務を
行います。空港(駅・港)・ホテルへの送迎、移動、チェックイン、観光、現地事情、オプショナルツアー。
フリータイム時、ホテル滞在時は同行しませんので、ご用の際、現地オフィス又は夜間緊急連絡先
に電話で連絡いただくことになります。航空機、列車等の移動時に出発地～目的地で乗継ぎがあ
る場合は、特に明記した場合を除き、お客様ご自身で乗継ぎ手続きをしていただきます。
■現地係員は特に明記した場合を除き、日本語を話しますが日本人とは限りません。また、空港～
ホテル間の送迎時と観光時の現地係員は同一人物ではないことがあります。
ペア・仲良しシートについて
■2名でご参加の場合は通路を挟まない横並びのおとなり席「ペアシート」をご用意します。
但し、窓側・通路側とは限りません。

■3名でご参加の場合は【例1】の■の2席に加えて□3 のいずれか1席を、4名
でご参加の場合は【例2】の■の3席に加えて□4 のいずれか1席をご用意しま
す。いずれの場合も通路を挟む場合があります。

■5名以上でご参加の場合は、2～4名でご参加の場合の並び席の組み合
わせとなり、同グループでお近くの席でご用意できない場合もあります。
■ご用意する区間は日本の最終出発地→現地最初の到着都市、現地最終の
出発都市→日本の最初の到着地の国際線区間となります。

■いずれの場合も窓側、通路側及び座席番号の指定、配列（パターン）のご
指定はお受けできません。また、事前に座席番号の回答はできません。

■ご旅行お申込み後、氏名の変更（訂正）、参加人数の変更があった場合は
ご用意できない場合があります。
■最終日程表でご案内する集合時間までにお越しいただけなかった場合、
ペア・仲良しシートをご用意できない事があります。

■ご出発当日急にご用意できなくなった場合は、1組5,000円のUCギフト
カードを成田空港でお渡しします。但し、ご出発当日の運航取消（フライト
キャンセル）及び機材変更が理由の場合を除きます。

■同一の出発日、帰国日、フライト、ホテル、日数のコースを、同一の販売店
で同時にお申込みいただいた場合に限ります。※ビジネスクラス利用時
は対象外となります。
ビジネスクラスプラン・プレミアムエコノミークラスプランについて
※ご利用区間は往路:日本の最終出発地～現地最初の到着地、復路:現地の最終出発地～日本
最初の到着地の国際線区間となります。
※お申込みいただいてからの手配となりますので、満席のためご希望に添えない場合もあり
ます。予約結果の回答は7営業日程度いただきます。
※満席などのため座席をお取りすることができず、お申込みのコース自体を取り消す場合、お
申込み時期により所定の取消料が必要となります。

その他
■各施設では室内の冷房が効きすぎていて体調をくずすことがあります。薄手のジャケットや
カーディガンをご用意ください。一方で気候や生活習慣によってホテル、レストラン、列車、
バス等に冷房設備がない地域もあります。

■電子たばこ・加熱式たばこの持ち込みについて：電子たばこ・加熱式たばこの持込みを制限して
いる国、航空会社がありますのでご出発前に各ホームページなどでご自身でご確認ください。
特別な配慮を必要とする方のお申込みについて
■お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要にな
る可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていた
だきますので係員に必ずお申出ください。

機
H

●マーク
飛行機
機内食
ホテル 食事なし

船 船内食

日本円換算目安額税税名称国名 対象
成田空港/国際線出発

国内線
出発・
到着

羽田空港
成田空港
（第1、第2ターミナル）
成田空港（第3ターミナル）

関西空港（第1ターミナル）
関西空港（第2ターミナル／出発）
関西空港（第2ターミナル／到着）

伊丹空港

成田空港/国際線出発

成田空港/国際線出発

国際線出発

1,000（1,000）円※

大人・子供: 530円

子供:220円大人: 440円
子供:190円大人: 380円

子供:220円大人: 450円

子供:140円大人: 290円
子供:1,070円大人: 2,130円

子供:130円大人: 260円

大人・子供: 420円
大人・子供: 370円

1.822フレンチ・パシフィック・フラン
14.90ユーロ

－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
約1,850円
約1,790円

空港施設
使用料

旅客保安
サービス料

出国税
空港税

国際観光
旅客税

日本

タヒチ

4 通
路

4 44

4 44

4 通
路

4
4
4

4 通
路
4

4

4

4

4

4
【例2】

3 通
路
3

3

3

3
3

【例1】

■日程表の見方

※日程表記載の発着時刻、時間帯は予定です。季節、天候、曜日、ホテル立地等の現地事情や航空便のスケジュー
ルによって前後することがあります。ホテルの出発時刻等、詳細スケジュールは現地でご案内いたします。

●時間帯の目安
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00 06：00 08：00 12：00 17：00 19：00 23：00 04：00

ご案内とご注意　
※お申込み前に必ずお読みください。確定された旅行内容はご出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

ご旅行条件（要約） お申し込みの際、別途、詳しい旅行条件を説明した「海外募集型企画旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホ－ムペ－ジhttp://www.nta.co.jpからもご覧になれます。

●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます。）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（以下「旅行契約」といいます。）を
締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出
発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
によります。
●旅行の申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の
申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」
「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱い
ます。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受
け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を通
知した日の翌日から起算して３日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行って
いただきます。
(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用さ
れるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された
場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情
により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当
社所定の取消料をいただきます。
●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い期日
旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降22日目に当たる日
（以下「基準日」といいます。）までにお支払いいただきます。

●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下に定め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
ことが出来ます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込み店の営業日・営業時間
内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

●当社の解除権  旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場
合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
（1）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目（前項注1に規定するピーク時に旅行を
開始するものについては３３日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知しま
す。
（2）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例／日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危
険情報が出されたとき。　
●当社の免責事項
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただ
し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありませ
ん。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運
送・宿泊機関等の事故もしくは火災。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの
ために生ずる旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病によ
る隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中
毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生
ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●特別補償　
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷
物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、
通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2019年9月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年9月1日現
在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2019年9月1日現在国土交通大
臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

〈表〉取消料 「クルーズ約款」適用の場合
旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算して
75日前から61日前まで

旅行開始後または無連絡不参加の場合

旅行開始日の前日から起算して
60日前から31日前まで

旅行開始日の前日から起算して
30日前から15日前まで

旅行開始日の前日から起算して
14日前から8日前まで

旅行開始日の前日から起算して
7日前から当日まで

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

ご旅行代金の5%

ご旅行代金の12.5%

ご旅行代金の25%

ご旅行代金の37.5%

ご旅行代金の50%

ご旅行代金の100%

販売店の方へ   ●照会・予約（下記参照）／見積もり＆リクエスト

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・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な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

お申込み・お問い合わせ

2019年9月発行マ東事  19-7111

日本旅行Webサイトで、極みの旅の詳しい情報をご覧いただけます。

日本語安心
サービス

日本旅行のツアーでは、旅先でのアクシデントに備え、損保ジャパン日本興亜の「日本語安心
サービス」をご用意しております。急なおケガや病気でお困りの時にご利用ください。
（２４時間３６５日体制、詳しくは最終日程表にてご確認ください。）

日本旅行　極みの旅 検索索 http://www.nta.co.jp/theme/kiwami/

SJNK15-08789（2015/9/24）

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田6階
観光庁長官登録旅行業　第2号
一般社団法人日本旅行業協会　正会員

東日本海外旅行統括部

旅 行 企 画 ・ 実 施

 
 

※別紙の「ご案内とご注意」及び「ご旅行条件（要約）」を必ずご一読の上、お申込みください。
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