成田発着 2013年11月5日～2014年3月31日 6日間＆8日間

【ベロニック・クレモン先生】

日
次

スケジュール一例(6日間）

6 17：55：成田（TN077便）Q
日
間 ------------------日付変更線通過---------------------------------機中
夕 機
レイで歓迎いたします
10：05：パペーテ着

1

着後、混載バスにてホテルへ。
※ホテルチェックインは、14:00以降となります。
チェックイン後、自由行動。
※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ

朝 機 昼 Ｘ 夕 Ｘ

ダンスレッスン
※午前1時間：ダンスレッスン（08:30or09:30～1時間）
2
※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ
朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ
終日：自由行動。
3 ※各種オプショナルツアーでお楽しみください。
パペーテ
朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

【ベロニック先生（HEIRAGI)スタジオにてレッスン風景（一例）】

ダンスレッスン
※午前1時間：ダンスレッスン（08:30or09:30～1時間）
4
※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ
朝 ○ 昼 Ｘ 夕 Ｘ
早朝：混載バスにて空港へ。
5 08：10：パペーテ（TN078便）Q

6

機中

機 ２回

-----------------日付変更線通過-----------------15：25：成田着

※ダンスレッスンのスタジオはホテルから徒歩1分のHEIRAGI スタジオとなります。

【ヘイバ出場時の画像（一例）】

日
次

スケジュール一例(8日間）

8 17：55：成田（TN077便）Q
日
間 ------------------日付変更線通過---------------------------------機中
夕 機
レイで歓迎いたします
10：05：パペーテ着

1

着後、混載バスにてホテルへ。
※ホテルチェックインは、14:00以降となります。
チェックイン後、自由行動。
※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ

朝 機 昼 Ｘ

夕 Ｘ

ダンスレッスン
※午前1時間：ダンスレッスン（08:30or09:30～1時間）
2

3

※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ
朝 Ｘ
終日：自由行動。
※各種オプショナルツアーでお楽しみください。

昼 Ｘ

夕 Ｘ

朝 Ｘ

昼 Ｘ

夕 Ｘ

※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ
朝 Ｘ

昼 Ｘ

夕 Ｘ

パペーテ
ダンスレッスン
※午前1時間：ダンスレッスン（08:30or09:30～1時間）
4

5

終日：自由行動。※各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい。
（一例）モーレア日帰りツアーツアー（島内観光とティキビレッジ）費用：20,400円
モーレア島内観光後、ティキシアタービレッジにて昼食と
タヒチアンダンスショー(日・月除く毎日催行）（最少催行人員2名様）
パペーテ
朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ
終日：自由行動
※午前1時間：ダンスレッスン（08:30or09:30～1時間）

6
※夕刻1時間：ダンスレッスン。（16:30or17:30or18:30～1時間）
パペーテ
朝 Ｘ
7

8

早朝：混載バスにて空港へ。
08：10：パペーテ（TN078便）Q

機中

昼 Ｘ

夕 Ｘ

機 ２回

-----------------日付変更線通過-----------------15：25：成田着

※ダンスレッスンのスタジオはホテルから徒歩1分のHEIRAGI スタジオとなります。
※上記日程は月曜発8日間の日程となります。土曜発8日間の場合は、レッスンが
月2回・火2回・木2回の計6回となります。

レッスンのメニュー（スケジュール料金）
レッスンスケジュール
初級クラス：月・火・木 08:30-09:30/18:30-19:30
中級クラス：月・火・木 09:30-10:30/16:30-17:30
上級クラス：月・火・木 09:30-10:30/17:30-18:30
※月・火・木の09:30-10:30は中級と上級向けレッスンで同じ時間となります。
※時期によりお時間が変更になる場合もございます。
※12/20-1/5はクリスマス・年末年始で休業となります。
料金
上記スケジュール内の1レッスン(1時間）1,200CFP
プライベートレッスン(1時間)1人2,000CFP
上記スケジュール以外のグループレッスン（1時間）1人2,000CFP
※最大20名までのグループレッスンが可能

【ホテルから徒歩1分のスタジオ外観】

Véronique CLEMENT
(ベロニック･クレモン)

ツアモツ諸島にあるHAO(ハオ）島出身の彼女は300年代々伝わるミュージシャン一家に生まれました。
Taiti GANAHOA, Barthélémy, Gabilouなどポリネシアで有名なミュージシャンへ曲を提供した
作詞作曲家の父（父の名はARAKINO Paul)を持ち幼いころより音楽に触れながら育つ。
そして3歳の頃から叔母のいとこたちと一緒にダンスを始める。
21歳の時にタヒチを離れフランスへ渡仏。BREIHZ-POLYNESIAという団体に所属し、フランスの
ブルターニュ地方で7年間ダンスを指導しタヒチアンダンスを広める活動を行う。
1999年にタヒチへ戻り、FOSTER Mere率いるダンススクールMAHINE(マヒネ）にてダンスを指導。
2003年にFOSTER Mareよりダンススクールを引き継ぎ、HEIRAGIと名前を変更し現在の
ダンススクールが誕生。今年で10周年を迎えます。
このHEIRAGIの名は”空の冠”という意味があり、作詞作曲家でありながら一家の助言者であり、
相談役でもあった今は亡き父が付けた名前だとの事。
今でも父が残してくれた数々の曲をダンスレッスンで使用し、彼女の心の中には今も父が
生き続けているのだそうです。
自信へのダンス教室での指導の傍ら、HEIKURANUIダンスグループのヘイバコンクールへ
向けてのダンスの振り付けなども担当し活躍をしています。

～共通旅行条件～
・利用航空会社：エア タヒチ ヌイ
・利用ホテル：マナバ・スイート・リゾート・タヒチ
・食事：なし
・最少催行人員：１名様（但しお一人様部屋追加代金が必要となります。）
・添乗員：なし（現地係員がご案内します。）
・ダンスレッスン5回（5時間)土曜発8日間は6回（6時間）がツアー代金に含まれます。

・諸税（別途必要となります。）成田空港施設使用料\2,040,
成田空港旅客保安サービス料\500、タヒチ空港税\3,300、
燃油特別付加運賃\35,000、諸税合計\40,840

■本場タヒチでタヒチアンダンスレッスン付ツアーがこの価格で！！６日間＆８日間
11/2～28
6・8日間

12/2～16
6・8日間

1/6～27
6・8日間

2/1～3/31
6・8日間

※キッチン完備の近代的なお部屋でアットホームな雰囲気が満喫できるホテル！
月曜発6日間
156,000
ガーデンステューディオ
月曜発8日間
マナバ スイート リゾート タヒチ
180,000
土曜発8日間
182,000
月曜発6日間
157,000
ラグーンステューディオまたは
月曜発8日間
マナバ スイート リゾート タヒチ
179,000
ガーデンスイート
土曜発8日間
181,000
月曜発6日間
163,000
ラグーンスイート
月曜発8日間
マナバ スイート リゾート タヒチ
188,000
土曜発8日間
190,000

145,000
168,000
170,000
146,000
168,000
169,000
151,000
176,000
178,000

145,000
168,000
170,000
146,000
168,000
169,000
151,000
176,000
178,000

148,000
172,000
174,000
149,000
172,000
173,000
155,000
180,000
182,000

利用ホテル名

カテゴリー

追加代金
食事条件

なし

なし

なし

割引代金

朝食付き代金

一人部屋利用

トリプル
割引代金

12,300
20,500
20,500
12,300
20,500
20,500
12,300
20,500
20,500

39,000
41,000
46,000
63,000
65,000
75,000
63,000
66,000
74,000

△4,000
△4,000
△6,000
△2,000
△3,000
△5,000
△2,000
△3,000
△6,000

※上記旅行代金は1室2名様利用のお１人様旅行代金となります。
※上記以外に空港税＆燃油特別付加運賃として\40,840が別途必要となります。
※地方発着料金一例：名古屋～成田（片道\9,000)大阪～成田・羽田(片道\11,000)札幌～羽田(片道\12,000)福岡～羽田（片道\13,000)
上記以外の都市はお問い合わせ下さい。（日本航空限定・日本の国内空港使用料が別途必要となります。（例）羽田/\170

マナバ・スイート・リゾート・タヒチ（レセプション）（客室一例）（プールからの景観一例）（客室一例）

マナバ・スイート・リゾート・タヒチ【ホテル近隣案内（SPM通信2月号・4月号より抜粋）】

ホテルから徒歩1分のダンススタジオ

ホテルから徒歩3分の商店

ホテルから徒歩3～4分（屋台がでて賑わいます。）

ホテルから徒歩7分（中華レストラン【カロ】）

ホテルから徒歩10分(レストラン【ブルーバナナ】)

ホテルから徒歩12分(レストラン【キャプテンブライ】）

ホテルから徒歩15分（スーパー【ウィークエンド】）

ホテルから徒歩20分（スーパー【マリーナ】）

旅行条件（要約）

お申込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになりご確認の上、お申込み下さい。

■募集型企画旅行契約
●この旅行は、新日本国際株式会社（観光庁長官登録旅行業436号、東京都中央区日本橋富沢町
4-9）以下「当社」といいます。)が企画･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。旅行条件は下記による他、別途お渡しする
旅行条件説明書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款
募集型企画旅行契約書面によります。

■旅行のお申込みと契約の成立時期
●所定の申込書に下記申込金を添えてお申込みください。当社が予約の承諾をし、申込書と申込
金を受領した時に旅行契約が成立します。

■お申込金（おひとり）
●旅行代金が30万円以上……………………50,000円
●旅行代金が15万円以上30万円未満………30,000円
●旅行代金が15万円未満……………………20,000円

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のもの
航空運賃（エコノミークラス）、利用交通機関の運賃、送迎バス等の料金、観光料金、宿泊料金
（２人部屋にお２人利用）、お１人様スーツケース等１個の手荷物運搬料金（お１人20kg以内ですが
運送機関によって異なりますので、詳しくは係員におたずね下さい）、添乗員経費（コースにより
同行しない場合があります）、団体行動中の心付、税金、サービス料。

■旅行代金に含まれないもの（その一部を明示します。）
超過手荷物運搬料金、クリーニング代、追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・
サービス料金、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続諸費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航
手続取扱料金、査証代など）、お１人部屋を使用する場合の追加料金、希望者のみ参加するオプ
ショナル･ツアー費用、日本国内外の空港施設使用料。旅行日程中の日本国外の空港税・出国税
及びこれに類する諸税。（但し、空港税を含んでいることを表記されているコースを除きます。
航空会社より公示された運賃とは別の｢燃油サーチャージ｣と称するもの。

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払い頂き
ます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前にあたる日以降にお申込の場合は、旅
行開始日前の当社が指定する期日までにお支払い頂きます。

■時間帯の目安
契約解除の日
ａ．特定日に開始する旅行 ｂ．特定日以外に開始する旅行
旅行開始の前日から起算してさか
のぼって40日目にあたる日以降～
旅行代金の10％
無料
31日目にあたる日まで
旅行開始の前日から起算してさか
旅行代金の20％
のぼって30日目にあたる日以降～
3日目にあたる日まで
旅行代金の50％
旅行開始日の前々日以降
旅行代金の100％
旅行開始日の当日以降
｢特定日｣とは、4/27～5/6、7/1～8/31、12/20～1/7の期間となります。

■免責事項について
●次に例示するような事例により被られた損害には当社は責任を負いません。
ア）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 イ）運送
･宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又は
これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 エ）日本又は外国の官公署の命令、入
国規制または伝染病による隔離 オ）自由行動中の事故 キ）盗難 ク）運送機関の遅延、不通ま
たはこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮。

■旅行条件･旅行代金の基準
●この旅行条件は2013年8月1日現在を基準としています。また旅行代金は2013年8月1日現在
有効な航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。なお当社は、当社約款第13条に掲げるよう
な特殊な場合を除き、旅行代金の変更は一切いたしません。

■お申込のご注意
■旅行代金について
●旅行代金はエコノミークラス席利用の場合の大人1名分の代金です。
■航空機その他交通機関について
●コースによっては出発/帰国便は、経由便となる場合があります。
●送迎と市内観光は、他のツアーと一緒になる場合があります。又、少人数の場合、セダンや小型
バスを使用することもあります。
●利用航空会社により他の航空会社との共同運航便または共同運送便となる場合がございます。
この場合他の航空会社の機材及び客室乗務員となる事もございますので予めご了承下さい。
詳しくは最終日程表をご覧下さい。

■取消料
●お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除する事ができます。

【旅行企画・実施】

【受託販売】【お問合せ・お申込み先】

新日本国際株式会社

株式会社アクアラグーン

観光庁長官登録旅行業436号
（社）日本旅行業協会会員
東京都中央区日本橋富沢町4-9 吉田ビル2階

東京都知事登録旅行業第3-5444号

TEL：０３-３２０６-７８１４ FAX：03-3555-8750
東京都中央区入船3-9-2 佐久間ビル3階

早朝
04：00～

朝
06：00～

午前
08：00～

昼
12：00～

午後
13：00～

夕刻
16：00～

夜
18：00～

深夜
23：00～

■燃油サーチャージについて
このパンフレットに表示されている旅行代金には、航空会社が別途徴収する燃油サーチャージ
は含まれておりません。※お申込の際、詳細をご案内いたします。料金は予告なく変更･新設さ
れることもあります。※大人･子供同額。

■旅券（パスポート）とビザ(査証）
旅券をお持ちでない方や期限切れの方は旅券事務所への申請手続きが必要となります。また、
渡航先によっては旅券の所定の残存時間を必要とする国やビザ（査証）を必要とする国もあり
ます。旅券･ビザ(査証）の有無・必要な有効期限はお客様ご自身でご確認下さい。又、旅券発給
申請、ビザ(査証）の申請、出入国書類作成等については、別途、渡航手続代行契約を締結して
頂いた上でお取り扱いしております。（要代行料金）。※パスポート番号、発行年月日は別に控え
て、予備のパスポート用写真をお持ちになる事をおすすめします。

■個人情報の取り扱いについて
●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
の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込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
利用させていただきます。※この他、当社では、（１）会社及び会社と提携する企業の商品やサ
ービスキャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（３）アンケ
ートのお願い。(4)特典サービスの提供。（５）統計資料の作成。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。●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、
電話番号又はメールアドレスなどのお客様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、当社関連企業との間で、共同して利用させていただきます。当社関連企業は、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。●当社は、旅行先でのお客様の買い物等の便宜のため、
当社の保有するお客様の個人データを土産物屋に提供する事があります。この場合、お客様の
氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で
送付する事によって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止をご
希望される場合は出発前までにお申し出下さい。

■海外危険情報／衛星情報について
●渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている
場合があります。お申込の際に当社にご確認下さい。また、外務省｢海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp)｣、外務省海外安全相談センター(TEL03-5501-8162/受付時間
外務省閉庁日を除く9:00～17:00および外務省｢海外安全情報FAXサービスFAX0570-023300｣
でもご確認いただけます。●渡航先の衛生情報については、｢厚生労働省検疫感染症情報ホー
ムページ（http://www.forth.go.jp)｣でご確認下さい。※上記の情報は2013年8月の情報を元に
掲載しております。予告なく変更になる場合があります。

http://www.aqualagoon.co.jp

営業時間：平日10:00～18:00（土・日・祝日はお休み）

