千歳発着6日間 ㈱世界紀行

南太平洋 タヒチ 〜 鳥たちの楽園 ティケハウ島の旅

ツアーのポイント

日次

■トロピカルフィッシュからバラクーダやマンタ

千歳Ｐ成田ＰパペーテＰＦティケハウ島【トランク無料託送サービス】
【冬物無料お預かりサービス】

など大型魚まで､ポリネシアで最も魚の密度

昼、千歳空港より国内線にて、成田へ。夕刻、成田より、
エア・タヒチヌイにて、
フランス領ポリ

が高いラグーン「ティケハウ環礁」にある唯

ネシアの首都・タヒチ島のパペーテへ［17:40発／所要時間11時間10分］。

一のリゾート
『ティケハウ・パールビーチ・リゾ

日付変更線通過

ート』
に滞在します。

夕食はホテルにて。滞在中は、
オールインクルーシブ・プランでお楽しみください。

だから味わえる見渡す限り、碧くつづく水平

★バーとレストランはプールサイドにあり、
きらめく星空も堪能していただけます。
リゾートからは何
も遮るものがなく、
きれいに海に落ちるサンセットを見ることができます。幻想的な夕焼けもお楽

■ティケハウ島はドリンクフリーのオールイン
クルーシブ・プランです
（左ページ参照）。

しみください。
ティケハウ島に3連泊 いたします。
［ティケハウ島泊］××Ｋ／Ｋ×Ｄ
─
ティケハウ島Ｆバード・アイランド
［プアウラ島］
Ｆモツ［無人島］Ｆティケハウ島

ンドにもご案内します。

午前、
ボートにて約40分でバード・アイランド
［プアウラ島］へ。一周15分ほどの小さな島

ご旅行条件

を散策し、1時間弱のバードウォッチングを楽しみます。南国に生息する希少な鳥たちがご
覧いただけます。その後、再びボートにて約30分で無人島（モツ）へ。モツにてランチです。

■募集人員／12名様定員

一日の締めくくりはサンドバーからサンセットを眺めてお過ごしください。

■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）

ご夕食はホテルで、
ロマンティック・ディナー（2コース）
をお楽しみください。

■パスポート必要残存期間／３ヶ月以上要

バード・アイランドで比較的に見られる海鳥たち

■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空

アカアシ・カツオドリ、
ナンヨウマミジロ・アジサシ、
オオアジサシ、
シロアジサシ、
クロアジサシ、
ヒメク

保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた

（2名1室ビーチバンガロー利用）

オールインクルーシブ・プランのご案内
（ティケハウ島・リゾート滞在中は無料なもの）

隠れ家リゾート『ティケハウ・パールビーチ・リゾート』
ポリネシアで最も美しい環礁の1つとされるティケハウ。全長26kmのラ
グーンに浮かぶ4ヘクタールの小島［モツ］
に、隠れ家リゾート
『ティケハウ・パー
ルビーチ・リゾート』はあります。ターコイズ・ブルーのラグーンの手付かずの自
然が残る周囲の島々とあいまってそれはまるで地上の楽園のよう。
「ツアモツ
諸島の真珠」
と呼ばれる由縁です。
ヤシの原生林とピンクの砂のビーチに囲まれた『ティケハウ・パールビーチ・リ
ゾート』のタヒチの伝統的ポリネシア様式で建てられた広々としたバンガロー
は、100％島の天然素材を利用して造られています。そのままの自然がうまく
調和され落ち着いた雰囲気が漂います。全３７棟の隠れ家での優雅なひととき
とポリネシア流のおもてなしを、
どうぞ『ティケハウ・パールビーチ・リゾート』
にて
ご堪能ください。

夕刻、
ポリネシアン・スピリット・サンセットツアーにご案内いたします
［17:00発予定］。
ボートと車にて約20分で、
ヒナズ・ベルへ。 自由行動（シュノーケリングも楽しめます）の
後、
サンセット・タイムです。夕陽観賞の後、
ホテルへ戻ります
［19:00着予定］。
夕食は、
ホテルにてアラカルトです。

［ティケハウ島泊］ＢＬＤ
─
ティケハウ島ＦＰパペーテ

朝食後、10時にチェックアウトです。早めの昼食後、
ホテルボートとシャトルバスを利用し、

バード・アイランドの岩礁

ご利用ホテル（確定）
《ティケハウ島》

ティケハウ・パールビーチ・リゾート

プライベートテラスがあります
（ビーチバンガ

ティケハウ島・アップグレードのご案内

機能性と居心地の良さを兼ね備えたホテル
『ティケハウ・パールビーチ・リゾート』

☆水上バンガロー（シーリングファンのみ、シャワーのみ、ベランダ・ス
テップ無し）
追加料金：￥14,000（3泊分）シングルは更に：＋￥14,000（3泊分）
☆水上スイート
（エアコン付、
バスタブあり、
カヌー朝食1回）
追加料金：￥24,000（3泊分）シングルは更に：＋￥24,000（3泊分）

協力 エア・タヒチ・ヌイ
12

です。日本人スタッフ駐在、海に面したプー

パペーテＰ

早朝、専用車にて空港へ。エア・タヒチヌイにて帰国の途へ［07:00発／所要時間12時間

05分］。 日付変更線通過
［機中泊］Ｋ−−
─

Ｐ成田Ｐ千歳

【トランク無料託送サービス】

午後、成田空港到着［14:05着］。入国手続き後、国内線にて千歳へ。
夜、千歳空港到着後、解散。

−Ｋ×

ル。テラス、バスタブ、エアコン付。
ドライヤ

※上記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。

ー、テレビ、セーフティボックス等完備。一番

※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がございます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスがお受けに

近い商店までは徒歩3分。また、近くのルロッ
ト
（屋台）へも徒歩5分です。

なられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内食」を示します。×印の食事は含まれておりません。

ツアー紹介

ツアー紹介

マナヴァ・スイート
・リゾート
・タヒチ

［タヒチ島・パペーテ泊］ＢＬＤ
─
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《パペーテ》

夕食はホテルにてお召しあがりください。

会

会

ローは、
シャワーのみとなります）。

マーケットにご案内します。ホテルからは、近くのルロット
（屋台）へも徒歩5分です。

談

ー・紅茶のセット、
セーフティボックス、
テレビ、

着後、専用車にてホテルへ。
チェックイン後、
夕食まで自由行動。ご希望の方は実費にて、添乗員がマルシェかスーパー
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談

シーリングファン、
エアコン、
ミニバー、
コーヒ

空港へ。午後、国内線にて、首都パペーテへ戻ります
［13:30発／14:25着］。パペーテ到

座

座

●ランチ・ディナー時のレストランやバーでのソフトドリンク、
ローカ
ルビール、
グラスワイン、
ミネラルウォーター、
コーヒー・紅茶、一
部のカクテル、
ソフトカクテル
●客室内のミニバーのローカルビール、
ソフトドリンク、ミネラル
ウォーター（補充は1日1回です）
●ホテルとトゥヘラヘラ村間の定期シャトルボート
●トゥヘラヘラ村での半日レンタルサイクル
●シュノーケリング・セット ●カヤック
●朝食のルームサービス
（1回）

はほんのりピンク色をした砂浜です。
ロマンティックなビーチの散策もお忘れなく。

日 本 の 旅

南太平洋

と魚影の濃さで有名なティケハウの海をぜひご堪能ください。
★ティケハウ・パール・ビーチ・リゾート』
の魅力は何と言ってもピンクサンド・ビーチです。波打ち際

4

日 本 の 旅

タヒチ

タヒチ島

遠浅なため、干潟になったリーフを歩いたり、泳ぎに自信がなくても気軽に楽しめます。魚の数

ア

ア
モーレア島

パペーテ
（泊）

ラグーンに囲まれています。
シュノーケリングはホテルの周辺で充分にお楽しみいただけます。

：￥240,000(国際線区間のみ)

ジ

ジ

ランギロア環礁

★ティケハウは環礁の島で、
タヒチの有名な島々のような山がないため、
その分、透明度の高い

※ビジネスクラス利用追加料金

ア

ア
ボラボラ島

ティケハウ環礁
（3泊）

夕刻まで自由行動。添乗員もお手伝いたします。昼食はホテルにて。

■冬物無料お預かりサービス（千歳空港発着限定）

＊このコースでは、お一人参加での相部屋希望は原則、お受けできませんが、調整できる場合もございますので、お問い合わせください。

ツアーマップ

ティケハウ島滞在（ヒナズ・ベル）

■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
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ティケハウ島

■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行

［ティケハウ島泊］ＢＬＤ
─

国

国

一人部屋利用追加料金 ￥79,000（ビーチバンガロー利用）

しません。

ロ・アジサシ、
オオグンカンドリ、
カワセミ、
クロサギ、
アメリカウズラシギ、
ハリモモチュウシャクなど

中

中

ご旅行期間とご旅行代金
2月15日（水）発〜2月20日（月）着…￥399,000
2017年

午後、
モツにて自由行動。島の散策やシュノーケリングなどでお楽しみください。
ボートにて約30分で、
ホテルに戻ります
［15:00頃を予定］。

ポリネシア

■お食事／朝食３回・昼食3回・夕食4回

2

ポリネシア

■最少催行人員／6名様

ア メ リ カ

ア メ リ カ

の希少な海鳥が多数生息するバード・アイラ

米

米

線をお楽しみください。

■アカアシカツオドリやクロアジサシなど南国

13:10着］。島に到着後、
シャトルバスにて、港へ移動し、
ホテルボートで『ティケハウ・パー
ルビーチ・リゾート』へ。

ビーチ。山の無い直径28ｋｍの小さな環礁

後援 タヒチ観光局

午前、
パペーテ到着［09:50着］｡入国審査の後、
国内線にて、
ティケハウ島へ［12:15発／

南

ラグーンと､どこまでもつづくピンクサンドの

1

南

■遠浅で珊瑚が多く､透明なライトグリーンの

スケジュールと見どころ／宿泊地とお食事

ス ペ イ ン

ス ペ イ ン

）

ピンクサンド・ビーチの『ティケハウ・パールビーチ・リゾート』
に滞在

［注］鳥やサンセット等、自然条件に左右されるものは、場合によってはご覧いただけない場合もございます。
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★★★★★★★★★

