
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【募集要項】 
利用航空会社  ：エア・タヒチ・ヌイ 
利用予定ホテル：タヒチ島パペーテ  タヒチ・パール・リゾート（オーシャンビュー・デラックスルーム） 
                           モーレア島      ソフィテル・モーレア・イアオラ・ビーチ・リゾート（スーペリア水上バンガロー） 
食 事 条 件    ：朝 3回、 昼 1回、 夕 1回 ＊機内食は含みません 
集合 ・ 解散    ：成田国際空港 
添 乗 員          ：集合から解散まで全行程同行（パペーテ滞在コースに随行） 
募 集 人 数   ：30名様（最少催行人員 10名様） 
含まれるもの     ：航空運賃（成田/パペーテ間往復）、宿泊代金（１部屋２名様利用基準）4泊 

食事代金（日程表に基づく）、現地交通費・入場拝観料（日程表に基づく） 
受託手荷物代（規定内 1個まで）、団体行動中のチップ、現地ガイド費用、添乗員費用、その他諸経費 

含まれないもの  ：個人的費用、個室追加費用、空港諸税、燃油サーチャージ等、集合・解散場所までの交通費、 
任意の海外旅行保険など 

募 集 締 切 日 ：A日程： 2016年 10月 21日（金）  B日程： 2017年 03月 10日（金） 
 
 旅行企画実施：㈱日放ツーリスト（観光庁長官登録旅行業第６６５号） 

 

募集型企画旅行 団体旅行 

旅行設定日： A 日程 2016 年 12 月 05 日(月) ～ 12 月 10 日(土)  

       B 日程 2017 年 04 月 17 日(月) ～ 04 月 22 日(土)  

旅行代金：  ２１０,０００円 ～ ３２２,０００円（2名様 1部屋利用時のお一人様代金） 
成田空港施設使用料 2,610円、現地空港諸税・航空保険料 4,340円・燃油サーチャージ 3,000円は旅行代金に含まれておりません。 
2016年 9月 1日現在の料金です。為替の変動または燃油の高騰などの事由により変更になることがございます 

 

写真提供＠タヒチ・プロモーション 
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なるべく安く！そして、タヒチアン文化をしっかり学びたい！ 

そんな あなたには このコース が お勧めっ！ 
 

1日目（月）  日本 → タヒチ島へ 
午後 15時頃、成田空港第 2 ターミナルにご集合！ 搭乗手続きの後、いよいよ出発です！ 
エア・タヒチ・ヌイでおよそ 11時間、現地時間午前中にタヒチ島パペーテ到着。レイの歓迎を受けた後パペーテ市内観光と昼食に出発！ 
カテドラルや市庁舎を見学、マルシェでの昼食。現地のタヒチアン・ダンススタジオを訪問してからホテルチェックイン。 
★オリジナル・オプション  タヒチアンダンス ワークショッププログラム ＃1 基礎を学びます 

食事 機内食 2回 朝×昼○夕×  
2日目（火） 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。たっぷり 1日自由行動日。多彩なオプショナルツアーをご用意しています！ 
★オリジナル・オプション  タヒチアンダンス ワークショッププログラム ＃2 課題曲 1回目 基本 
★オリジナル・オプション  カルチャー交流プログラム 「アニータさんのタヒチアンフード・クッキング＆ランチ」 一緒にランチを作ります！ 
●現地発オプショナルツアー ランド＆ウォーターアクティビティーや離島日帰りツアーなど多彩にご用意しています！ 

食事 朝○昼×夕× 
3日目（水） 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。たっぷり 1日自由行動日。多彩なオプショナルツアーをご用意しています！ 
★オリジナル・オプション  タヒチアンダンス ワークショッププログラム ＃3 課題曲 2回目 応用 
★オリジナル・オプション  カルチャー観光プログラム 「フラの源流を探る！タヒチ博物館とカルフール・ショッピング 」 お勉強の時間です！ 
●現地発オプショナルツアー ランド＆ウォーターアクティビティーや離島日帰りツアーなど多彩にご用意しています！ 

食事 朝○昼×夕× 
4日目（木） 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。たっぷり 1日自由行動日。多彩なオプショナルツアーをご用意しています！ 
★オリジナル・オプション  タヒチアンダンス ワークショッププログラム ＃4 課題曲 3回目 まとめ 
最後の夜は本格タヒチアンダンスショーを観賞しながらホテル・レストランディナーをお楽しみください！ 
★オリジナル・オプション タヒチアンダンス・ワークショップ＃1～＃4受講者による WS成果発表ステージをご用意！ショー前座で踊ります！ 

食事 朝○昼×夕○ 
5日目（金）  タヒチ島 → 日本へ 
がんばって早朝にホテルを出発、空港へ向かい、搭乗手続き。タヒチ最後のお買い物は空港の免税店！エア・タヒチ・ヌイで一路、帰国の途へ 
日付変更線を通過しておよそ 11時間のフライトです。 

食事 朝×昼×夕× 
6日目（土） 
南太平洋の宝石タヒチの思い出とお土産を持って、午後 14時頃に成田空港到着予定。楽しかったね！ 

食事 機内食 2回 
 
＊空港～ホテル間 及び オリジナル・オプションの移動交通はツアー専用車を利用します。現地発オプショナルツアーは混載車利用となります。 
＊時間・スケジュールは予定です。現地事情などの理由により変更になることがあります。 
 

注意事項：＊ 3名部屋でのお申込み、延泊などのアレンジはできません。 
＊  一人部屋追加料金：  45,000円（4泊） 

 

旅行代金 ： A日程                 円 
B日程               円 

＊2名様 1部屋利用の場合のお一人様費用 

タヒチ・パールビーチリゾート 
利用予定客室：オーシャンビュー・デラックスルーム 

美しい黒砂ビーチとトロピカルガーデンの中に囲まれたマタバ
イ湾の美しい景色を望むことができるお勧めのリゾートホテル
です。パペーテ中心部から車で 10分程。無料シャトルバス
も運行しています（週 6日運行）。敷地内では、毎日の
文化プログラムやアート＆クラフトレッスンなどレクリエーション
アクティビティや無料アクティビティ（タヒチアンダンス、ヨガ、ア
クアエアロビクスなど）を提供しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1日目（月）  日本 → タヒチ島 → モーレア島へ 
午後 15時頃、成田空港第 2 ターミナルにご集合！ 搭乗手続きの後、いよいよ出発です！ 
エア・タヒチ・ヌイでおよそ 11時間、現地時間午前中にタヒチ島パペーテ到着。レイの歓迎を受けた後パペーテ市内観光と昼食に出発！ 
カテドラルや市庁舎を見学、マルシェでの昼食。港より高速艇フェリーで約 30分、モーレア島へ渡り、ホテルチェックイン。 
タヒチといえば、水上バンガロー！ということで、ゆったりと水上のご宿泊をお楽しみください。 

食事 機内食 2回 朝×昼○夕×  
2日目（火） 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。たっぷり 1日自由行動日。多彩なオプショナルツアーをご用意しています！ 
タヒチの醍醐味のひとつ、「時間を贅沢に使う」。海の音と鳥のさえずりを BGM にゆったりした 1日をお楽しみください。 
●現地発オプショナルツアー ランド＆ウォーターアクティビティーなど多彩にご用意しています！ 

食事 朝○昼×夕× 
3日目（水）  モーレア島 → タヒチ島へ 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。 
午前ゆっくりのチェックアウト！港からお昼頃の高速艇フェリーでパペーテに戻り、ホテルチェックイン。 
★オリジナル・オプション  カルチャー観光プログラム 「フラの源流を探る！タヒチ博物館とカルフール・ショッピング 」 お勉強の時間です！ 

食事 朝○昼×夕× 
4日目（木） 
ホテルで優雅に朝食を召し上がり。たっぷり 1日自由行動日。多彩なオプショナルツアーをご用意しています！ 
最後の夜は本格タヒチアンダンスショーを観賞しながらホテル・レストランディナーをお楽しみください！ 
★タヒチアンダンス・ワークショップ＃1～＃4受講者による WS成果発表ステージをご用意！ショー前座で踊ります！ 

食事 朝○昼×夕○ 
5日目（金）  タヒチ島 → 日本へ 
がんばって早朝にホテルを出発、空港へ向かい、搭乗手続き。タヒチ最後のお買い物は空港の免税店！エア・タヒチ・ヌイで一路、帰国の途へ 
日付変更線を通過しておよそ 11時間のフライトです。 

食事 朝×昼×夕× 
6日目（土） 
南太平洋の宝石タヒチの思い出とお土産を持って、午後 14時頃に成田空港到着予定。楽しかったね！ 

食事 機内食 2回 
 

＊空港～ホテル間 及び オリジナル・オプションの移動交通はツアー専用車を利用します。現地発オプショナルツアーは混載車利用となります。 
＊時間・スケジュールは予定です。現地事情などの理由により変更になることがあります。 
 

注意事項：＊ 3名部屋でのお申込み、延泊などのアレンジはできません。 
＊  一人部屋追加料金：  120,000円（4泊） 
＊  モーレア島の水上コテージ宿泊はダブルサイズとソファベッドの組み合わせによる２ベッド対応となります。 

 

旅行代金 ： A日程                円 

B日程                  円 

＊2名様 1部屋利用の場合のお一人様費用 

ソフィテル・モーレア・イアオラ・ビーチリゾート 
利用予定客室：スーペリア・水上バンガロー  
モーレア島北側のラグーンに面しているライトブルー
の海はタヒチならではの明るさです。 
近くの展望台からこのラグーンを見下ろすことが出
来、明るい白砂のビーチが長く続き、水深が１メー
トル強と泳ぎが不得意な人でも十分シュノーケリン
グを楽しむことが出来るサーフが続きます。今回は
タヒチを代表する水上コテージの宿泊をお楽しみく
ださい。 

 

 
せっかくのタヒチ！水上コテージに泊まってみたい！ 

そんな あなたには このコース が お勧めっ！ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がござい
ましたら、ご遠慮なく下記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

    （ 株 ） 日 放 ツ ー リ ス ト 
            （観光庁長官登録旅行業６６５号 総合旅行業務取扱管理者 小林 勲）（社）日本旅行業協会正会員 

〒１５０－００４７ 東京都渋谷区神山町４－１４ 第３共同ビル 
           ＴＥＬ：０３－３４８１－７６６６ＦＡＸ：０３－３４８１－７６６４担当：小林、前野 

タヒチアンダンス・ワークショップ 
＃1～＃4 ＆ 成果発表ステージ  
タヒチ島滞在コース参加者のみ受講可能 
合計 4回のタヒチアンダンス・ワークショップで 
1 曲を仕上げ、夕食時にステージで成果を披
露します。＊スナックランチ 3回付 
参加費 26,000円  最少催行 6名 

オリジナル・オプションはご旅行お申込み時にご予約ください。 現地事情により内容が変更になることがあります。掲載写真はイメージです。 

 

★オリジナル・オプション タヒチアンカルチャー体験プログラム （別料金） 
 

タヒチ市内観光（到着日）  
到着日に空港からパペーテ市街地へご案内いたします。 
｢カテドラル｣や｢市庁舎｣に立ち寄りながら市街地を散策後、パペーテの食を支える 
台所、｢マルシェ｣でランチをご賞味いただきます。 
モーレア島行きのフェリーターミナルを経由してホテルへ向かいます。 

フラの源流を探る！タヒチ博物館と 
カルフール・ショッピング  
13:00 からホテルでランチ後、専用車で出発 
タヒチ博物館では｢フラとタヒチアン｣についてガ
イドします。カルフールでのショッピング付 
＊ランチ付 
参加費 16,000円  最少催行 8名 

アニータさんのタヒチアンフード 
クッキング＆ランチ  
12:00 ホテル出発。アニータさんが経営する 
ペンションにてタヒチアン料理を作ります。 
タヒチアン文化をテーマに昼食会で楽しみます 
＊ランチ付 （ポワソンクリュ 他） 
参加費 15,000円  最少催行 8名 

ご旅行条件（要約）     ※お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取り頂き、事前に内容をご確認のうえお申込み下さい。 

■募集型企画旅行契約 
1.この旅行は株式会社日放ツーリスト（本社・東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ﾋﾞﾙ 観光庁長官登録
旅行業第 665 号）が企画・募集する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契
約（以下旅行契約）を締結することになります。 
2.旅行契約の内容・条件はこのパンフレット・ご旅行条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び 
当社募集型企画旅行契約約款によります 
■旅行契約の申込み 

旅行代金の額 1０万円未満 1０万円以上３０万円未満 ３０万円以上 

申込金の額（おひとり様） ２０，０００円 ３０，０００円以上 ５０，０００円以上 

■旅行契約成立時点 
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金を受理した時に成立します。 
■旅行代金に含まれるもの 
以下のものが含まれます。（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの） 
1.航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ団体航空運賃）2.ﾎﾃﾙ宿泊料金（2 人 1 部屋基準）3.地上交通費（空港～ﾎﾃﾙ間の
送迎及び見学時の貸切りﾊﾞｽ料金、但し自由行動時の交通費を除く）4.食事代（日程表に明示したとお
り）5.見学料金（現地ｶﾞｲﾄﾞ、入場料など）6.手荷物運搬料金（お 1 人ｽｰﾂｹｰｽ 1 個の運搬料金。但し、
航空手荷物規則による）7.その他（団体行動中のチップ）    
※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しすることはできません。 
■旅行代金に含まれないもの 
超過手荷物料金（航空手荷物規則による重量を超えた場合）、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、電話代、ﾎﾃﾙのﾒｲﾄﾞ等に対す
るﾁｯﾌﾟ、飲物代など個人的性質の諸費用及びｻｰﾋﾞｽ料、海外旅行傷害疾病保険料（加入は任意）、旅券作
成印紙代（5 年間有効：11,000 円、10 年間有効：16,000 円）、下記の渡航手続手数料（お客様ご自身で
手続きをされた場合、料金は不要です。）、成田空港施設使用料、現地空港税、燃油特別付加運賃、航空
保険料（ご旅行費用ご請求時に合わせてご請求いたします。）、その他日程表に明示されていない全ての
費用 
■取消料（お客様のご都合でお取り消しになる場合） 

旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 30 日目に当た
る日から 3 日目に当たる日までに解除した場合 50,000 円 

（お申込金） 旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 14 日目に当た
る日から 3 日目に当たる日までに解除した場合 

旅行開始日の前々日以降に解除した場合（旅行開始後の解除
または無連絡不参加の場合を除く） 

旅行代金の 50% 

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100% 
 

■ご注意事項 
1.この旅行は平成 28 年 09 月 01 日現在の各運送機関の料金をもとに計算されています。変更について

定めた当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部第12条第1項から第3項の規定の適用に関しまして、
なお旅行代金の額の今旅行に幅運賃制である IIT 運賃（個人包括旅行運賃）の適用を受ける募集型
企画旅行に該当するため、認可された｢幅｣の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金
の額の変更は致しません。 

2.参加者の数が旅行書面に記載した最少旅行実施人数に達しなかった時は、旅行開始前より起算して
24 日前までに旅行中止の旨を通知します。 

3.このパンフレットは平成 28 年 09 月 01 日に作成いたしました。 
4．当社はいかなる場合でも当該旅行の再実施はいたしません。 
 
■個人情報について 
（１）当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡 
のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供 
するサービスの手配及び、それらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きま 
す。（この他、当社では、「会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内」 
「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」にお客様の個人情報を利用さ 
せていただくことがあります。） 
（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所。電話番号またはメールアドレ 
スなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間 
で共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご 
案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。なお、当社グ 
ループ企業の名称及び企業における個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ 
（http://www.nippo-tourist.co.jp）をご覧下さい。 

 

旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に関し担当者からの

説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ お申し込み手順一覧表 ＞ 

③参加申し込み手続き完了 

※申込書及び申込金（旅行代金）の双方

を受領した後に正式な参加申込となり

ます。 
 

 
①お申込書を弊社宛郵送または 

ＦＡＸでお送り下さい。 
 
ＦＡＸ（0３）３４８１-７６６４ 

 

 
②お申込金（50,000 円） 
または旅行代金全額を日放ツーリス
ト宛、お振込み下さい。 
振込口座 みずほ銀行 東京営業部 

   普通預金 2717288 

    「(株)日放ツーリスト」 

 

パペーテ市内中心部 

 

写真提供＠タヒチ・プロモーション 


