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》

【ボラボラ島オプショナルツアー】
ツア－名

1） アルティメート シャーク＆エイ・ウォッチング
＆ モツピクニック 終日ツアー
★タヒチアンガイド
（英語・フランス語・片言日本語）
★所要時間： 約６時間３０分
★最少催行： ２名様（最大１２名様）
モツでのピクニックランチ時は12名以上のお客様と
ご一緒になる場合がございます。
★毎日催行

2） アクア・サファリ
★英語・フランス語ガイド
★所要時間： 約２時間 （午前又は午後）
（ヘルメットを被り海に入る時間は30～40分）
★最少催行： ２名様
★日曜日を除く毎日催行 （1月1日は催行なし）

2017/7/21

料金（お1人様）
現地販売価格 / 日本申込・日本清算

17,500 CFP / ￥21,000
3～11才： 9,000 CFP / ￥10,800
《メリディアンにご滞在の方》

※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。また、滞在ホテルにより出発時間や集合時間が変わります。
モツピクニックはボラボラ島で人気ナンバーワンのアクティビティー。
様々な表情を見せるオテマヌ山を仰ぎながらラグーンを一周。途中、サメとエイのウォッチングやシュノーケリングを楽しみます。
そしていよいよモツ（小島）に上陸です！モツからはパヒア山、オテマヌ山が見えます。モツではおいしいBBQランチと極上のリラックスタイムを満喫して下さい。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。

19,250 CFP / ￥23,100
3～11才： 10,000 CFP / ￥12,000
【料金に含まれるもの】
●モツでのピクニックタヒチアンランチ（ミネラルウォーター、トロピカ
ルジュース、ヒナノビールなどのドリンク付）。
●シュノーケリングセットレンタル。（フィン無）
※サイズや数に限りがございます。

10,000 CFP / ￥12,000

8:30～9:00 ホテル出発 - 9:15～9:40 コーラルガーデンでシュノーケリング - 9:50～10:20 エイのスポットでエイとの触れ合い
10:40～11:15 サメのスポット（パス）でシュノーケリング - 11:45～15:00 モツでタヒチアンランチ（ヤシの葉でのお皿づくり・ココナッツショー・パレオショー）
16:30頃 ホテル帰着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
常に空気が送られてくる特殊なヘルメットをかぶって水深３～４mまで潜ります。顔が濡れず、普通に呼吸ができるので安心して海底散歩が楽しめます。

カラフルなトロピカルフィッシュ達に囲まれる素敵な大興奮を味わってください。
※8才以上は大人と同料金です。
※セントレジス、コンラッドからご参加のお客様は本島 ※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
までのシャトルボート代が別途発生いたします。
シャトルボート代はホテルに直接お支払ください。
《午前コース》 9:00 ボートにてホテル出発 - カタマランダイビングボートでインストラクターからの説明 ヘルメットを被りダイビング。海底でトロピカルフィッシュ観察 - 11:00頃 ホテル帰着

《フォーシーズンズにご滞在の方》

16,000 CFP / ￥19,200
※妊娠中の方、8才未満のお子様はご参加不可。
※喘息や心臓病などの持病をお持ちの方は
医師の診断書のご提示が必要です。
※ダイビングのライセンスは不要です。

ツア－・インフォメ－ション

※8才以上は大人と同料金です。

《午後コース》 14:00 ボートにてホテル出発 - カタマランダイビングボートでインストラクターからの説明 ヘルメットを被りダイビング。海底でトロピカルフィッシュ観察 - 16:00頃 ホテル帰着

※フォーシーズンズへのボ－ト送迎代が含まれます。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。

《メリディアンにご滞在の方》

13,000 CFP / ￥15,600
8～11才： 11,500 CFP / ￥13,800
※ヴァイタペまでの往復シャトルボート代が含まれます。

3） ナチュラディスカバリー（4WD）
9,000 CFP / ￥10,800
3～11才： 4,500 CFP / ￥5,400
カルチャーサファリ・パレオ作り体験付
～４ＷＤで巡る
※セントレジス、コンラッドからご参加のお客様は本島
ポリネシアの歴史と文化に触れる旅～ までのシャトルボート代が別途発生いたします。
シャトルボート代はホテルに直接お支払ください。
（日本人ガイド）
★英語・フランス語・日本語ガイド
★所要時間： 約３時間３０分 （午前または午後）
★最少催行： ２名様
★毎日催行

これまでのスリル重視の4WDツアーとは一味違ったツアーの登場です。
ボラボラの絶景ポイントは勿論ですが、自然や文化、歴史などについて日本語ガイドが詳しくご説明します。
途中、パレオ工房ではパレオ作り体験ができます。自分だけのオリジナルパレオを作ってみませんか？
パレオの他にも、葉っぱで作るバックや帽子、お皿など・・・ポリネシアの人々のおおらかな生活ぶりとその工夫が垣間見られます。
自作のパレオはタヒチの旅の記念としてお持ち帰り頂けます。
※帽子、日焼け止め、虫除けなどをご持参ください。

《フォーシーズンズにご滞在の方》

12,300 CFP / ￥14,800

《午前コース》 8:30 ホテル出発 - 本島に移動後、4WDに乗ってツアー出発 - 12:00頃 ホテル着

3～11才： 7,800 CFP / ￥9,400
※フォーシーズンズへのボ－ト送迎代が含まれます。

《メリディアンにご滞在の方》

12,000 CFP / ￥14,400
3～11才： 6,000 CFP / ￥7,200
※ヴァイタペまでの往復シャトルボート代が含まれます。
【料金に含まれるもの】
●日本語ガイドがポリネシア文化を紹介する4WDツアー
●パレオ作りの材料費（パレオはお持ち帰りいただけます）

《午後コース》 13:30 ホテル出発 - 本島に移動後、4WDに乗ってツアー出発 - 17:00頃 ホテル着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
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ツア－名

4） ババウ・サファリ
(日本語ガイド）
★英語・フランス語ガイド
日本語ガイド （2017年3月現在）
★所要時間： 約４時間 （午前又は午後）
★最少催行： ２名様
★毎日催行 （1月1日と12月25日は催行なし）

料金（お1人様）
現地販売価格 / 日本申込・日本清算

8,500 CFP / ￥10,200
3～11才： 4,250 CFP / ￥5,100
※セントレジス、コンラッドからご参加のお客様は本島
までのシャトルボート代が別途発生いたします。
シャトルボート代はホテルに直接お支払ください。
《フォーシーズンズにご滞在の方》

ツア－・インフォメ－ション
※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。また、滞在ホテルにより出発時間や集合時間が変わります。
4WDのジープに乗ってボラボラ島の自然を体験！迫力満点のサファリドライブです。
ボラボラ島を一周しながら、タヒチならではの花や植物、果物など豊かな自然に触れて下さい。
途中、公道をそれて道なき道を登って行けばブルーラグーンの絶景が突然眼下に広がります。
地元のタヒチアンママが営むパレオ工房に立ち寄り、パレオ染めのデモンストレーションもご覧頂きます。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
《午前コース》 8:30 4WD車にてホテル出発 - サファリドライブ - 12:00～12:30頃 ホテル帰着

11,800 CFP / ￥14,200
3～11才： 7,550 CFP / ￥9,100

《午後コース》 13:30 4WD車にてホテル出発 - サファリドライブ - 16:30～17:00頃 ホテル帰着

※フォーシーズンズへのボ－ト送迎代が含まれます。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。

《メリディアンにご滞在の方》

11,500 CFP / ￥13,800
3～11才： 5,750 CFP / ￥6,900
※ヴァイタペまでの往復シャトルボート代が含まれます。

5） シャーク＆エイ ラグーン サファリ
モツ ピクニックツアー （終日）
★英語・フランス語ガイド
★所要時間 約６時間
★最少催行： ２名様
★水曜、日曜を除く毎日催行
（ 1月1～3日、11月のハワイキレース期間、
12月25日は催行なし）

6） シャーク＆エイ ラグーン サファリ ツアー
（半日）
★英語・フランス語ガイド
★所要時間： 約４時間 （午前のみ）
★最少催行： ２名様
★水曜、日曜を除く毎日催行
（ 1月1～3日、11月のハワイキレース期間、
12月25日は催行なし）

7） セミプライベート
シュノーケリング サファリ （半日）
★英語・フランス語ガイド
（ダイビングインストラクター経験者）
★所要時間： 約３時間３０分 （午前のみ）
★最少催行： ２名様（最大８名様）
★毎日催行

12,000 CFP / ￥14,400
4～11才： 6,000 CFP / ￥7,200
【料金に含まれるもの】
●モツにてバーベキューピクニックランチ（ミネラルウォーター、
ソフトドリンク、ローカルビール付）。
●シュノーケリングセットレンタル（フィン無）
※サイズや数に限りがございます。

8,500 CFP / ￥10,200
4～11才： 4,250 CFP / ￥5,100
【料金に含まれるもの】
●シュノーケリングセットレンタル（フィン無）
※サイズや数に限りがございます。
●ミネラルウォーター、ソフトドリンク、フレッシュフルーツ付。

11,500 CFP / ￥13,800
6～12才： 5,700 CFP / ￥6,800
【料金に含まれるもの】
●ミネラルウォーター、ソフトドリンク。
●シュノーケリングセットレンタル。
※サイズや数に限りがございます。

モツピクニックはボラボラ島で人気ナンバーワンのアクティビティー。 ボラボラ島の青い海の眺めを存分に楽しむなら断然コレです！
気さくなローカルガイドが自ら発見したラグーンスポットにご案内します。そこは有名なスポットの喧騒から逃れた手つかずの場所。
サメとエイ・ウォッチング、ラグナリウム・コーラルガーデンでのシュノーケリングなど、美しいブルーのグラデーションを描くラグーンを楽しみます。
ボラボラ島で最も美しいモツ（無人島）で素敵なランチタイムをお過ごしください。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
8:30 ホテル出発（バスまたはボートでホテルへお迎えにあがります） - ボートにてツアー出発
9:00～12:00 エイのスポットでエイとの触れあい - サメのスポットでサメの見学 - ラグナリウム、コーラルガーデンでシュノーケリング
12:00～14:30 モツにてバーベキューランチ。食後はモツにて自由行動。散策やビーチなどでお楽しみいただけます。
14:30 モツ出発 - 15:00～15:30頃 ホテル着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
半日で気軽にボラボラ島のパノラミックブルーを楽しみませんか？
気さくなローカルガイドが自ら発見したラグーンスポットにご案内します。そこは有名なスポットの喧騒から逃れた手つかずの場所。
サメとエイ・ウォッチング、ラグナリウム・コーラルガーデンでのシュノーケリングなど、美しいブルーのグラデーションを描くラグーンを楽しみます。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
8:30 ホテル出発（バスまたはボートでホテルへお迎えにあがります） - ボートにてツアー出発
9:00～12:00 エイのスポットでエイとの触れあい - サメのスポットでサメの見学 - ラグナリウム、コーラルガーデンでシュノーケリング
12:00～12:30 モツにてリラックスタイム。
12:30 モツ出発 - 13:00～13:30頃 ホテル着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
ボラボラ島屈指のシュノ－ケリングポイント（3～4ヶ所）を経験豊富で親切なインストラクターガイドがご案内します。 少人数のセミプライベートツアーなので
快適で安心です。 ガイドが案内する各シュノーケリングポイントでは、美しいコーラルガーデンやトロピカルフィッシュに出会えます。
マンタやイーグルレイの群れにも遭遇できるかもしれません！
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
8:30 ホテル桟橋出発 - ボラボラ島北西のコーラルカーペットのあるポイント、ボラボラ島東にあるコーラルガーデンウォール（マンタ遭遇の可能性あるポイント）
ボラボラ島マティラ岬近くのコーラルガーデンポイント、ボラボラ島南東のイーグルレイのポイントでドリフトシュノーケリングなど - 12:00頃 ホテル着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
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ツア－名

8） サンセット ドリーム
セミプライベート フォトクルーズ

料金（お1人様）
現地販売価格 / 日本申込・日本清算

11,500 CFP / ￥13,800
3～11才： 9,000 CFP / ￥10,800

★英語・フランス語ガイド
《メリディアンにご滞在の方》
★所要時間： 約２時間 （夕刻）
12,650 CFP / ￥15,200
★最少催行： ２名様（最大８名様）
3～11才： 9,850 CFP / ￥11,800
★日曜を除く毎日催行 （1月1日、12月25日は催行なし）
【料金に含まれるもの】
※ボラボラ島滞在最終日のご参加不可。
●サンセットクルーズ。
●ココナッツシェルに入ったシャンパン。
●カメラマンによる撮影。
●20ショットをCD-ROMに入れてお渡し。

9） ヒロダイブ・ボラボラ 体験ダイビング
ハネムーン メモリアルプラン
（日本人インストラクター）
★日本人インストラクター
★所要時間： 約２時間４５分 （午後のみ）
水中時間約３０分
★最少催行： ２名様
★毎日催行 （1月1日、12月25日は催行なし）
※ボラボラ島滞在最終日のご参加不可。

11） ランチと本島散策追加プラン
(A) Le Mai Kai でのランチとバイタペ散策
(B) インターコンチネンタル・ル・モアナ
レストランでのランチとマティラビーチ散策
※午前催行の半日オプションにご参加のお客様限定。
（午前半日オプションも弊社手配に限ります。）
★英語またはフランス語案内
★所要時間： 約３時間３０分 （午後）
★最少催行： ２名様
★（A）毎週日曜、1月1日、12月25日は休業。
（B）毎日営業。

37,000 CFP / ￥44,400
(２名様料金）
※子供料金設定なし。
【料金に含まれるもの】
●体験ダイビング２名様分
●記念ビデオ10～15分（DVDまたはオンラインデータ）
●シェルレイ

（A） 7,500 CFP / ￥9,000
（B） 7,500 CFP / ￥9,000
※子供料金設定なし。
【料金に含まれるもの】
●ローカルレストランでの２コースランチ。
●ホテルへの復路送迎手配。

ツア－・インフォメ－ション
※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。また、滞在ホテルにより出発時間や集合時間が変わります。
写真撮影付のサンセットクルーズです。
ボラボラ島のラグーンに沈む美しいサンセットを眺めながらココナッツシェルに入ったシャンパンで乾杯！
同行のカメラマンがボラボラ島の美しいラグーンやサンセットを背景にカップル毎の写真撮影を行います。
1組につき20ショットの写真をCD-ROMに保存してお渡しいたします。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
16:30頃 ホテル出発 - ボートにてサンセットクルーズ。記念撮影 - 18:30頃 ホテル帰着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。

白砂とサンゴの絶妙なバランスのコーラルガーデンでチョウチョウウオやニモと戯れたり、綺麗なボラボラの海の世界をゆったりと水中遊泳。
泳げない人でも大丈夫です！水中でのお二人の様子やお魚達をばっちりビデオに収めます。 水中でのビデオ撮影は珍しく、素晴らしい思い出になると
大好評です。 日本人インストラクターが水中のご案内しますので安心のツアーです。 DVDにしてボラボラ島出発までにお届けします。
※タオル、日焼け止めなどをご持参ください。
13:20～14:15 ボ－トにてホテルピックアップ出発 - 14:30～16:00 体験ダイビング（10分ほどの説明後、約30分のダイビング）
ボートは他のお客様と一緒になることがございます。
16:30～17:00 ホテル帰着
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。
ボラボラ島本島のバイタペ村やマティラビーチも気になるけれど、わざわざ行くのはちょっぴり面倒・・・
そんな方には午前の半日オプショにプラスできる「ランチ＆散策追加プラン」がお勧めです。
お好きな午前半日オプションを楽しんだ後はそのまま本島側のレストランにお送りします。
レストランでは2コースランチをご用意。ランチの後はバイタペ村でのお買い物、または美しいマティラビーチでのんびりお散歩を楽しんで下さい。
貴重な1日を無駄なく有意義にお過ごし頂くためのご提案です。
（午前 お好きな半日オプションにご参加）
ツアー終了後、ホテルには戻らず本島側のレストランに送迎 - A/Bいずれかのレストランにて昼食 ー A バイタペ散策/B マティラビーチ散策 －
散策の後はお泊りのホテル、またはシャトルボート出発時間に合わせてボート乗り場までの送迎手配をいたします。
【取消料規定】 ツアー催行日の前日から起算して7日前以降は１００％。

<<ご注意>>
コンラッド・ボラボラ・ヌイおよびメリディアン・ボラボラにご宿泊のお客様は、お申し込みのツアーによりボラボラ本島への往復シャトルボート代が別途かかることがございます。シャトルボート代はホテルに直接お支払いをお願いいたします。
<<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。
* 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。
* 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。

