
【モーレア島オプショナルツアー】 2017/7/14

料金（お1人様） ツア－・インフォメ－ション

現地販売価格/日本申込・日本払い ※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。

1） モーレア島内観光 4,500 CFP / ￥5,400　 モーレア島の見所を全てまわります。　あのゴーギャンが「南の古城」と呼んだ島をバスにて観光。　有名なバリハイ山やベルベデール高台観光に

2～11才： 2,100 CFP / ￥2,500 気さくなローカルガイドがご案内いたします。　途中、小さなビレッジに立ち寄り、お買い物の時間も・・・。

★英語・フランス語ガイド ※タオルや日焼け止めなどをご持参ください。

★所要時間　約４時間 （午前のみ）

★最少催行　２名様 08:00頃 ホテル出発　-　クックス湾・オプノフ湾を通り、モーレア島で有名なパイナップル農園　-　フルーツジュース、リキュール工場訪問

★日曜・祝日を除く毎日催行 工場で生産されるジュースやリキュールを試飲したり、購入することも可能です。　-　マラエ（ポリネシアの祭壇）　-

ベルベデール展望台　-　農業学校　-　12:00頃 ホテル帰着

【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

2） モーレア　ドルフィンセンター 《インターコンチネンタル・モーレアご滞在の方》 温和で好奇心が強く、お利口さんなイルカたち…　彼らと友達になれるとっておきのツアーです。

ミティ　プログラム 16,000 CFP / ￥19,200 ホテル・インターコンチネンタル・モーレア内の特設プールではイルカの生態について学び、間近に観察し、直接触れることができます。

シャローウォーター・ドルフィン・エンカウンター 2～11才： 10,500 CFP / ￥12,600 賢く、愛嬌たっぷりのイルカ達との触れ合いは大興奮間違いなしです。

※予め水着着用の上、タオルや日焼け止めなどをご持参ください。

★英語・フランス語ガイド 《インターコンチネンタル・モーレア滞在以外の方》
★所要時間　約３０分　（09:00am/13:30pm） 19,400 CFP/ ￥23,300 プログラム開始30分前に、インターコンチネンタル・モーレア内にあるドルフィンセンター・ブティックにチェックイン手続きをお済ませください。

　※プログラム開始時間30分前までに要チェックイン。 2～11才： 12,200 CFP / ￥14,600 トレーナーから楽しいイルカの生態などを学び、そしてイルカ特設プールでイルカと触れ合います。

★最少催行　１名様 （最大６名様まで） ※ホテル送迎代が含まれます。 「ミティ プログラム」： 30分のプログラム（前半15分：イルカの生態の説明/後半15分：イルカとの触れ合い）が行われます。

★毎日催行

《ロマンス サプリメント》 【ご注意】

※2～7才は大人同伴参加要。大人料金がかかります。 2本のフラワーレイと記念写真１枚付 インターコンチネンタル・モーレアの更衣室、シャワー、ホテルのプールやビーチタオルのご利用はできません。

※5才以下または身長1ｍ以下のお子様は、大人が 3,900 CFP / ￥4,700
　抱きかかえる必要有。 ※2名様料金。子供料金設定なし。 【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

※2才未満および妊娠中の方のご参加不可。

3） ４ＷＤ サファリ・ツアー 5,100 CFP / ￥6,100　 4輪駆動のジープでモーレア島の秘境へ！　ポリネシアの島々の特徴は切り立った山々。

4～11才： 2,550 CFP / ￥3,100 その険しい山の中を4輪駆動の車でご案内いたします。　山の自然に触れることができる数少ないツアーの一つです。

★英語・フランス語ガイド 楽しいローカルガイドがご案内いたします。　モーレアの内陸探検に出かけてみませんか？

★所要時間　約４時間 （午前のみ） ※タオルや日焼け止めなどをご持参ください。

★最少催行　２名様

★日曜・タヒチの祝日を除く毎日催行 【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

4） サメ＆エイウォッチングとモツピクニック 7,000 CFP / ￥8,400 ポリネシア内各島の人気エクスカーションで常に上位に位置する「モツピクニック」。　モーレア島の魅力を海の上から満喫できる

3～11才： 3,500 CFP / ￥4,200 エクスカーションです。　移動の途中、綺麗なコーラルガーデンでシュノーケリングをしたり、サメ＆エイウォッチングにご参加できます。

★英語・フランス語ガイド 曜日限定となっています、ご注意下さい。

★所要時間　約６時間３０分 【料金に含まれるもの】 ※タオルや日焼け止めなどをご持参ください。

★最少催行　２名様 ●ピクニックランチ。

★火・水・金・日曜催行 （1/1、12/25は催行なし） ●シュノーケリングセットレンタル。（フィン無） 【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

5) ティキ・シアタービレッジ 11,000 CFP / ￥13,200 フレンチポリネシア唯一のポリネシア体験村。 ビレッジ到着後、受付を済ませて中に入ると、そこはもう昔のポリネシア。

タヒチアンビュッフェ ＆ ダンスショー　 3～11才： 5,000 CFP / ￥6,000 陽気なタヒチアンたちが出迎えてくれます。ココナッツショー、ポリネシア郷土料理のデモンストレーションを見た後は、ガイドが村を

ご案内します。 夕食はポリネシアンビュッフェ、食事をしながらパレオの着方のデモンストレーションもご覧いただけます。

★英語・フランス語ガイド 【料金に含まれるもの】 食後はティキシアタービレッジ自慢のポリネシアンダンスショー。ポリネシアでは数少ない「ファイヤーダンス」もご覧いただけます。

★所要時間　約５時間 （夜） ●往復送迎代。 ティキビレッジから戻ったあなたはポリネシア通になっているはず !?

★最少催行　２名様 ●ダンスショー観覧代。

★４/１～６/３０、１２/１～３１：火・金曜催行 ●ビュッフェディナー。 【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

　７/１～１１/３０：火・水・金曜催行 

タヒチ・ヌイ・トラベルがお勧めするオプショナルツアー
《２０１７年４月１日から１２月３１日まで》

ツア－名



2017/7/14

料金（お1人様） ツア－・インフォメ－ション

現地販売価格/日本申込・日本払い ※スケジュールは一例であり、都合により変更になることがございます。滞在ホテルにより出発時間や集合場所が異なります。

6） セミプライベート　モーレア島撮影ツアー 8,000 CFP / ￥9,600 海と山に囲まれたモーレア島は絶好の撮影ポイント！　さあ、カメラを携えて自慢の一枚を撮りに行きましょう。

プロカメラマンと撮影するモーレア島の美 2～11才： 6,000 CFP / ￥7,200 切り立った山々、美しいビーチ、パイナップル畑や珍しい植物・・・ シャッターチャンス満載のモーレア島をプロカメラマンが同行案内します。

普段は行けない高台にも4WDだから快調に登れます。カメラマンお気に入り「秘密の絶景ポイント」にも案内してもらえるかも？！

★プロカメラマン同行（英語・フランス語） カメラマンがお勧めのアングルやカメラワークを親切に教えてくれます。

★所要時間　約４時間　（午前＆午後） 写真に興味のない方、カメラをお持ちでない方でもご案内する景色や自然は一見の価値ありです。

★最少催行　２名様 （最大７名様） ※ご自身のカメラをご持参ください。カメラをお持ちでない方もご参加は可能です。

★毎日催行 ※帽子、日焼け止め、虫除けなどをご持参ください。

午前08:00/午後13:30 ホテル出発　-　4WDで撮影ツアーに出発　-　午前12:00頃/午後17:30頃 ホテル着

【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

7） アクアブルー　モーレア　ヘルメットダイブ 9,000 CFP / ￥10,800 常時空気が送られてくる特殊なヘルメットを装着して安全で快適な海中散歩を楽しみませんか？

※6才以上は大人と同額 顔は一切濡れず、呼吸は勿論会話も可能なので初心者でも安心して挑戦できます。

★英語またはフランス語案内 インストラクターから説明を受けたら、いよいよ海底探索の始まりです。

★所要時間　約２時間  (午前＆午後） 水深4～5mの海底散歩はふわふわとまるで宇宙遊泳気分・・・トロピカルフィッシュ達からは歓迎のキスを受けることでしょう。

★最少催行　２名様 （最大８名様） ※水着・ビーチシューズ着用でご参加ください。タオルや日焼け止めなどをご持参ください。

★日曜を除く毎日催行 （1/1、12/25は催行なし）

10:00/14:00 -　ホテル出発　-　準備や説明を経てヘルメットダイブ開始（水中散歩は約35分）　-　12:00/16:00頃 ホテル着

※5才以下はご参加不可。

【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

8） モーレアゴルフツアー 《2名でゴルフカ－ト1台を利用する場合》 モーレア島の自然が生かされたグリーンでゴルフを楽しみませんか？

モーレア・グリーンパールゴルフコース 18,500 CFP / ￥22,200 世界的にも有名なゴルファーが設計した華麗なゴルフコースは、プレーは勿論のこと、見渡す美しいグリーンの向こうに素晴らしい山の景色と

青い海、そしてきらきらと輝く白い砂浜の景色までもが楽しめるようにデザインされています。

★英語・フランス語係員 《1名でゴルフカ－ト1台を利用する場合》
★所要時間　約６時間 19,000 CFP / ￥22,800 09:00頃 ホテル出発　-　モーレア・グリーンパール・ゴルフ場へ　-　ゴルフをお楽しみください　-　終了後はホテルへ

★最少催行　１名様

★月曜を除く毎日催行 （1/1、12/25は催行なし） 《モーレア島内の往復送迎代追加代金》 【ご注意】

◎モーレア港： 1,500 CFP / ￥1,800 レンタルクラブにはゴルフボールとティーは含まれておりません。ゴルフ場のブティックで販売しております。

◎ソフィテル・モーレア： 1,500 CFP / ￥1,800 セットクラブは各自必要です。複数名での共有はできません。

◎マナバ・モーレア： 2,000 CFP / ￥2,400 襟付きシャツ・ゴルフパンツ・ゴルフシューズの着用をお願いいたします。ゴルフ場のブティックで販売しております。

◎ヒルトン・モーレア： 3,500 CFP / ￥4,200
◎インターコンチネンタル・モーレア： 4,000 CFP / ￥4,800 【取消料規定】　ツアー催行日の前日より起算して７日前以降は100％。

※いずれも１名様料金。子供料金設定なし。

【料金に含まれるもの】

●グリーンフィー。（18ホール）

●ゴルフカード利用料。（18ホール）

●レンタルフルセットクラブ。（18ホール）

●ミネラルウォーターお1人様1本。

※ランチは含まれません。ゴルフ場内にレストランがございます。

ツア－名



<<ご案内>>

* 催行日・内容は天候および交通機関・レストランなどの都合により、変更もしくは中止される場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

* 最少催行人数に満たない場合、ツア－は中止されます。　また、満席によりご予約できない場合がございます。

* ホテル出発が早く、ホテルにて朝食をお召し上がりになれない場合がございます。朝食付のお客様は権利放棄となりますのでご了承ください。

* 料金やツアー内容は予告なく変更されることがございます。

* 日本からの事前お申し込みは、ご旅行出発の5営業日前までの受付となります。

* お申し込みの際は、ツアーごとに明記されている取消料を必ず事前にご確認ください。なお、土日祝日の受付はできませんので、その前日までにご連絡ください。

<<オプショナルツアーのみお申し込みのお客様へのご案内>>

●ツアー代金のお支払いは、日本ご出発前までに日本円にてお願い申し上げます。銀行振込またはクレジットカード（VISA/MASTER）のご利用が可能です。

　 ただし、ツアー催行日の前日から起算して10日前を過ぎてからのお申し込みは、クレジットカード情報をお預かりしてからの手配開始となります。予めご了承ください。

●オプショナルツアー代金とは別に、お1人様1ツアーにつき￥500の通信費（手配手数料）を申し受けいたします。

●手配開始後は、いかなる理由がございましても通信費のご返金はいたしかねます。ツアーが催行待ちの場合でも、通信費は日本にてご出発前にお支払いをいただきますので予めご了承ください。

●お申し込みの際は、お電話またはメールにて以下の事項をお知らせください。

　①ご希望オプショナルツアー名と参加希望日。

　②ご参加者全員のお名前（パスポート記載のローマ字）・性別。11才以下のお子様は生年月日も必要です。

　③代表者様のお名前（漢字）と日中すぐに連絡可能なお電話番号。

　④日本出発日およびタヒチ出発日と国際線フライトの便名。

　⑤タヒチ離島およびパペーテの滞在先ホテル名と滞在日。

　⑥タヒチパッケージツアーお申込み先の旅行会社名。

* 子供料金はツア－実施日を基準に、満2才以上12才未満に適用します。ただし、子供料金の条件が特記されているツアーに関しては、その特記事項に準じます。明記されていない年齢のお子様に関しましてはお問い合わせ下さい。


