
　　

※オリタヒチダンストレーニングコースは日本からの送客数
　　4年連続No1のアクアラグーンにお任せ下さい。

<第22回タヒチアンダンスアカデミー>オリタヒチマスターコース！
「オリタヒチトレーニングコース」は、仏領ポリネシア文化省コントロール
により、2020年6月30日（火）～7月3日（金）の期間、
タヒチ島にある「フランス領ポリネシアコンサバトワール」にて行われます。

タヒチアンダンススクールの最高峰であるコンサバトワールは、
ポリネシア政府文化省管轄の芸術学院で、国家資格に
基づいた伝統芸術課（タヒチアンダンス）の終了資格を発行している
フレンチポリネシア唯一の公的教育機関です。

講習受講後には、「受講認定書」と「レベル認定書」が授与されます。
このコースの目的は、タヒチの文化に不可欠な伝統的なタヒチアンダンスの
技術を未来の世代に継承するとともに、全ての人にタヒチアンの精神を
学んでもらう為のものです。

このプログラムは日本のみならず、ニュージーランド・オーストラリア・イタリア・
メキシコなどからも参加が予定されています。
初心者の方も、経験者の方も参加者の皆様がそれぞれのコースにおいて
ダンスレベルを上げることができます。
（参加者のレベルによってレッスンのクラスは分けられます。）
*レベル2以上は最少催行人員は５名です。定員に達しない場合、
そのレベルのクラスはキャンセルされます。*年令制限(16才～60才)
*健康診断書の提出が必要となります。

【写真は過去のオリタヒチでのレッスン風景と全体記念写真】

成田発着

¥183,000～¥186,000
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間 09：45：パペーテ着 レイで歓迎いたします

着後：混載バスにて各ホテルへ。（チェックインは、13:00～15:00となります。）

＊アーリーチェックインプランもございます。

午後：自由行動。

朝 × 昼 Ｘ 夕 Ｘ

各自にて会場へ。
オープニング＆ベーシックダンス

アパリマ

オテア

各自にて昼食。

ヒメネ＆打楽器

レッスン終了後、各自にてホテルへ。

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

各自にて会場へ。
オテア

打楽器&ヒメネ

ヒメネ＆打楽器

レッスン終了後、各自にてホテルへ。

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

各自にて会場へ。
オテア

打楽器&ヒメネ

ヒメネ＆打楽器

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

各自にて会場へ。
試験と記念撮影

試験結果発表、終了後、閉会

終了後、各自にてホテルへ。

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

終日：自由行動。

※各種オプショナルツアーをご用意しております。

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ

早朝：混載バスにて空港へ。

08：00：パペーテ（TN088便）Q 機　２回

------------------日付変更線通過--------------------------------

14：05：成田着

オリタヒチのプログラムは仮で作成させて頂いております。
プログラムの正式ご案内は出発の30日前に発表予定となります。

パペーテ

【10:00-11:00】

【11:00-12:00】

レッスン終了後、各自にてホテルへ。

スケジュール

【07:30-10:00】

【11:00-12:00】

【07:30-10:00】

【10:00-11:00】

機中

パペーテ

【10:00-11:00】

【11:00-12:00】

【07:30-10:00】

パペーテ

【13:30-15:30】

パペーテ

【09:00～11:00】

【12:00】

パペーテ

パペーテ

機中
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・利用航空会社：エア タヒチ ヌイ
・利用ホテル：裏面料金表参照
・食事：なし。（インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート&ホテル タヒチ　イアオラ
　ビーチ　リゾート利用コースは朝食5回が含まれます。）
・オリタヒチ登録料・4日間の参加費用は含まれます。
・最少催行人員：2名様（レベル1は参加人数にかかわらず催行します。）
　レベル2以上は最少催行人員は5名様からとなります。
・添乗員：なし（現地係員がご案内します。）
・成田空港施設使用料\2,140、成田空港旅客保安サービス料\520、
　国際観光旅客税\1,000、タヒチ空港税\4,100、燃油\21,000(変動制）
　空港税関連合計\28,760が別途必要となります。

～共通旅行条件～



イ　ン　タ　ー　コ　ン　チ　ネ　ン　タ　ル　・　タ　ヒ　チ　・　リ　ゾ　ー　ト　（　イ　メ　ー　ジ　）

ホテル　タヒチ　パール　リゾート（イメージ） マナバ・スイート・リゾート・タヒチ（ロビー＆客室一例）

ティアレ・タヒチ（外観）

ホテル・タヒチ・ヌイ（レストラン・外観）　ホテル　タヒチ　イアオラ　ビーチ　リゾート(外観/客室からの景観一例）&客室一例

ａ．特定日に開始する旅行 ｂ．特定日以外に開始する旅行 早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

■燃油サーチャージについて
旅行開始の前日から起算してさか 　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
のぼって40日目にあたる日以降～ 旅行代金の10％ 無料 　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
31日目にあたる日まで 　れることもあります。※大人･子供･幼児同額。
旅行開始の前日から起算してさか ■旅券（パスポート）とビザ(査証）

　●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 のぼって30日目にあたる日以降～ 　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、
3日目にあたる日まで 　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

■お申込金（おひとり） 旅行開始日の前々日以降 　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
　　●旅行代金が50万円以上……………………100,000円 　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
　　●旅行代金が30万円以上……………………50,000円 旅行開始日の当日以降 　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。
　　●旅行代金が15万円以上30万円未満………30,000円 ■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

■旅行代金に含まれるもの 　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
　旅行日程に明示された以下のもの 　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
　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 　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
　（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 　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
　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 　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
　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。 　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

■旅行代金に含まれないもの（その一部を明示します。） 　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
　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・ 　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
　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 　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、
　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 　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
　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 ■お申込のご注意 　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

■旅行代金について 　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
　●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。 　希望される場合は出発前までにお申し出下さい。
■航空機その他交通機関について

■旅行代金のお支払い 　●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。

■取消料 　ムページ（http://www.forth.go.jp)｣でご確認下さい。※上記の情報は2019年2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。

【旅行企画・実施】 【受託販売】【お問合せ・お申込み先】

エアーワールド株式会社 株式会社アクアラグーン
観光庁長官登録旅行業961号 東京都知事登録旅行業者代理業第11272号
（社）日本旅行業協会会員 総合旅行業務取扱管理者：横山　裕司
大阪府大阪市中央区内本町2-2-14-207 営業時間：平日10:00～18:00（土・日・祝日はお休み）

　　●旅行代金が15万円未満……………………20,000円

　●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。
　詳しくは最終日程表をご覧下さい。
　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。 　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

　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。
　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。

　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 　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

　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。 　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｣
　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 　（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

　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。
　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

　●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
■海外危険情報／衛星情報について

　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
　･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
　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
　●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。

　●この旅行条件は2020年2月1日現在を基準としています。また旅行代金は2020年2月1日現在
■旅行条件･旅行代金の基準

　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。
　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

　　金を受領した時に旅行契約が成立します。

旅行代金の50％

旅行代金の100％

■免責事項について

　　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
　　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
　　2-2-14-207）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

■旅行のお申込みと契約の成立時期
旅行代金の20％

契約解除の日

E-mail：info@aqualagoon.co.jp

TEL：０３-３２０６-７８１４　FAX：03-3555-8750
東京都中央区新富1-14-8松永新富ビル2階

URL:www.aqualagoon.co.jp

 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。

　●この旅行は、エアーワールド株式会社（観光庁長官登録旅行業961号、大阪府大阪市中央区内本町
■募集型企画旅行契約 ■時間帯の目安

　　募集型企画旅行契約書面によります。

＊ホテルオススメのポイント：①ホテルアクティビティ充実No1(無料アクティビティとしてダンスレッスンもございます。）

＊オーシャンビュージャグジールームご利用の場合は\223,000(1部屋2人利用）となります。

＊プライベートダンスレッスンコースもございます。（お問い合わせ下さい。）

＊ホテルオススメのポイント：①モーレア島を望むロケーションが魅力のホテル（タヒチアンディナーショーでも有名です。）

＊スーペリア・オーシャンルームご利用の場合は\261,000(1部屋2人利用）となります。

＊ラグーン水上バンガローご利用の場合は\373,000（1部屋2人利用）となります。

＊ホテルオススメのポイント：①キッチン完備の近代的なお部屋。（タヒチ島最大のインフィニティプールも魅力です。）

＊ガーデン・スイートご利用の場合は\224,000（1部屋2人利用）となります。

＊3名1室利用・4名1室利用（ガーデンスイート/ラグーンスイート）の特別プランもございます。お問い合わせ下さい。

＊ホテルオススメのポイント：①ホテルの前にはホワイトサンドビーチが広がるホテルです。

＊ラグジュアリーガーデンルームご利用の場合は\247,000（1部屋2人利用）となります。

＊会場から最も近いホテルでほとんどのお部屋がDBL BED対応のため、お一人様参加の方にオススメです。

＊シービュールームご利用の場合は\186,000(1部屋2人利用）となります。

＊追加朝食代金はコンチネンタル朝食代金を明記しております。*会場までの大凡の距離【約2km】

＊ジュニアスイート（キッチン付）ご利用の場合は\218,000(1部屋2人利用）となります。

 ジュニアスイート（キッチン付）\200,000(1部屋3人利用）となります。

＊エグゼクティブスイートご利用の場合は\230,000(1部屋2人利用）となります。

 エグゼクティブスイート\208,000(1部屋3人利用）\196,000(1部屋4人利用）となります。

＊追加朝食代金はコンチネンタル朝食代金を明記しております。*会場までの大凡の距離【約3Km】

※朝食のご案内：ティアレ・タヒチ＆ホテル・タヒチヌイの朝食はコンチネンタル朝食となります。

※レベル1及びレベル2のクラスは、参加人数にかかわらず催行します。レベル3以上のクラスは、最少催行人数は5名となります。

最少催行人員に達しない場合は、そのクラスの講習は中止となります。※中止の場合は講習会開催日の35日前までにご連絡させて頂きます。

※講習会参加費用・登録費用をご自身で手続き完了の方は△\51,000となります。

※各ホテルから会場までの移動手配も可能です。（お問い合わせ下さい。）

※成田空港使用料等2,660円、国際観光旅客税1,000円、タヒチ空港税4,100円、燃油21,000円(変動制）合計28,760円）が別途必要となります。

※地方発着料金：（片道）大阪（伊丹・関空）～東京（成田・羽田）14,000円、名古屋～成田11,000円、札幌～東京（成田・羽田）18,000円

福岡～東京（成田・羽田）20,000円（日本航空【Gクラス】またはジェットスタージャパン【FまたはEクラス】運航便限定となります。）詳細はお問い合わせ下さい。

※お１人様参加で相部屋ご希望のお客様はご出発の40日前まで相部屋ご希望のお客様を探させて頂きます。

※6月27日（土）発の8泊10日も設定できます。※お問い合わせ下さい。

18,000

ホテル　タヒチ　イアオラ　ビーチ　リゾート
（旧メリディアン・タヒチ）

スタンダードルーム

79,000 *****

14,000

マナバ・スイート・リゾート・タヒチ

16,000

7,000

13,000

デラックス・オーシャンビュールーム 215,000

朝食追加の場合

85,000 26,000

追加代金

1部屋利用

206,000 69,000

16,000

21,000

4,000

ホテル・タヒチヌイ

ホテル　タヒチ　パールビーチ　リゾート
（旧ラディソン・プラザ・リゾート・タヒチ）

183,000 46,000

116,000

スーペリアガーデンルーム 216,000

222,000

78,000

スーペリア・ガーデンルーム

■第22回オリタヒチ・トレーニングコース（本場タヒチで学ぶタヒチアンダンストレーニングコース8日間）

253,000 *****

アーリーチェック

インご希望の場合

ティアレ・タヒチ

12,000スタンダードルーム

利用ホテル名 カテゴリー

インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート

6/29(月）8日間

ガーデン・ステューディオ

2人部屋2人利用
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