
南太平洋
の楽園！タヒチ本島タヒチ本島タヒチ本島 日間・5 6

2名催行2名催行成田
発着

成田国際空港発
着

旅行代金表は裏面をご覧ください。

2018.7月　2019.3月▲

〈写真はすべてイメージです〉

南太平洋
の楽園！タヒチ本島

105,800円～110,800円
旅行代金に燃油サーチャージ目安額14,000円（6月発券まで、7月以降未定）及び
成田空港施設使用料（大人2,610円、子供1,570円）、現地空港税（約4,000円）が別途必要となります。

【2018年11月～2019年3月出発・成田発着】タヒチ本島5日間（ホテル タヒチ ヌイ利用/2名1室利用/大人お一人様あたり）【2018年11月～2019年3月出発・成田発着】タヒチ本島5日間（ホテル タヒチ ヌイ利用/2名1室利用/大人お一人様あたり）

●利用航空会社：エア タヒチ ヌイ　●最少催行人員：2名　●添乗員：同行しませんが現地係員がご案内致します。
●食事条件：〈6日間〉朝食0回、昼食0回、夕食0回、〈5日間〉朝食0回、昼食0回、夕食0回　●現地交通：混載車・日本
語ガイド　●利用予定ホテル：裏面の旅行代金表をご参照ください。　※運輸機関及び現地事情によりスケジュール
や見学箇所の順番が変更になる場合があります。　※途中離団や日程の放棄はできません。 ※祝日など現地事情
によりマルシェが休業の場合は立ち寄りしません。

1

2

午後

午前

成田国際空港（17：40発）　 タヒチへ
－－－－－－日付変更線通過－－－－－－
タヒチ（09：40着） 
空港でブリーフィング、日本語係員と共に
マルシェ立ち寄り（約20分程）後、ホテルへ
※ホテルチェックインは15：00以降

【タヒチ島泊／□□□】機

【タヒチ島泊／□□□】

【機内泊／□□□】機

自由行動終日

3 【タヒチ島泊／□□□】自由行動終日

4 【タヒチ島泊／□□□】自由行動終日

6 【□□□】
成田国際空港（14：05+1頃着）午後

5
空港へ送迎
タヒチ（07：00発）　 帰国の途へ
－－－－－－日付変更線通過－－－－－－

早朝
朝

スケジュール
2018年7月～2018年10月出発 6日間コース

1

2

午後

午前

成田国際空港（17：40発）　 タヒチへ
－－－－－－日付変更線通過－－－－－－
タヒチ（09：25～09：40着） 
空港でブリーフィング、日本語係員と共に
マルシェ立ち寄り（約20分程）後、ホテルへ
※ホテルチェックインは15：00以降

【タヒチ島泊／□□□】機

【タヒチ島泊／□□□】

【機内泊／□□□】

自由行動終日

3
【機内泊／□□□】

自由行動出発まで
※お部屋は出発までご利用いただけます

5 【□□□】
成田国際空港（06：45～08：20着）午前

4
タヒチ（00：15～01：15発）　 
帰国の途へ
－－－－－－日付変更線通過－－－－－－

深夜
空港へ送迎夜

2018年11月～2019年3月出発 5日間コース

東海・北陸のお客様も安心!
地元の空港から国内線利用でタヒチへ!!

 国内線利用追加代金 単位：円
中部国際空港

成田国際空港
タヒチ本島コース
片道16,000円

小松空港

羽田空港
タヒチ本島コース
片道15,000円

窓側並列座席指定 タヒチ本島 エコノミークラス／片道 6,000円

※国内線フライトスケジュールはお問い合わせください。
※小松空港からのお客様は羽田空港⇔成田国際空港間はお客様自身での移動となります。予めご了承ください。

モーレア島日帰りツアー
「モツピクニックコース」

4名
催行
4名
催行オプショナル

プラン

追加代金
23,000円

※幼児参加不可
06：30頃
08：10頃
08：40頃

09：30頃

12：30頃

16：40頃

17：30頃

ホテル出発
船にてモーレア島へ
モーレア島到着後、バスにて港へ
移動
ボートにてツアー出発
サメの見学、エイとふれあい体験、
シュノーケリング
モツ（小島）でバーベキューランチ
ランチ後、自由行動
モツ出発後、クルージングを楽し
みながら港へ
船にてパペーテへ
パペーテ到着後、バスにてホテルへ
ホテル到着

【催行日】火・水・金・日曜（12/25、1/1を除く）
【予定時間】06:30～17:30（日曜 06:30～16:30）
【含まれるもの】送迎、往復フェリー、
　　　　　　  モーレア島ボートツアー、昼食、
　　　　　　  ライフジャケット
【必要なもの】水着着用、タオル、日焼け止め
【運行事業者】サウスパシフィックツアーズ、
　　　　　　アルバートツアー又はマハナツアー
【注意】
※サメ・エイは生き物の為、見られない場合が
あります。
※朝食を付けているお客様に関して早朝出発の
為、朝食が取れない場合があります。その場合
の朝食代金の返金はありません。
※シュノーケリング中はライフジャケット着用と
なります。



●募集型企画旅行契約
（1）このご旅行は株式会社ニュージャパントラベル（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施
　する旅行であります。このご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
　結したことになります。
（2）ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パン
　フレット、最終日程表及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。
●旅行のお申込及び契約成立時期
　当社所定の旅行申込書に、申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取
　消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。電話、郵便、ファクシミリその
　他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾を通知した翌日から起算して３日
　以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の
　承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
●お申込金

●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60日目にあたる日以降、
  21日前までの間で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日
　までに）お支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、
　お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあり
　ます。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といた
　します。

●旅行代金に含まれるもの
 旅行日程に明示されたもの
（1）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）、食事料金。
（2）添乗員が同行するコースの添乗員同行費用。
（3）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＞
 超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・　
　サービス料、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続き諸費用（旅行印紙代、予防接種料金、
　渡航手続取扱料金、査証代等）お1人様部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみが参
　加するオプショナル・ツアー費用、日本国内の空港施設使用料。旅行日程中の日本国外の
　空港税・出国税及びこれに関する諸税、燃油サーチャージ
●取消料 【旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けます。（お1人様）】

●旅行内容・旅行代金の変更
 天災地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また
　運送機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。
　なお、お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきま
　す。又、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人
　員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。
●特別補償
 当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別補償規定により。お客様が旅行参
　加中に急激かつ偶然な外来の事故により被られた一定の損害、疾病治療費についてあら
　かじめ定める額の補償金及び見舞金を支払いますが、傷害、疾病治療費については補償
　いたしません。賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合、充分な保 証が得られないこ
　ともありますので、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめいたします。
●当社の責任　お客様に対する責任及び免責事項
（1）当社は当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を
　賠償します。
（2）当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。
 ・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災・遅延・不通による旅行内容の変更・
　 短縮又は中止。
 ・盗難、自由行動中の事故、疾病などのお客様の故意又は過失によって生じた損害
 ・官公署の命令、伝染病、食中毒など
●旅程保証
 旅行日程に重要な変更が行われた場合は、その内容に応じて旅行代金の15％を限度と
　して変更補償金を支払います。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行
　条件書によります。この旅行条件は2018年6月1日を基準としております。又、旅行代金
　は、2018年6月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃適用規則を基準とし
　て算出しています。

旅行代金の100％

旅行契約の解除期日 ピーク時以外の日に開始する旅行

無料

ピーク時に開始する旅行

旅行代金の10％

旅行代金の２０％

旅行代金の50％

ご旅行の開始日の前日から起算し
てさかのぼって40日目にあたる
日以降31日目にあたる日まで
ご旅行の開始日の前日から起算し
てさかのぼって30日目にあたる
日以降3日目にあたる日まで
ご旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２日目にあたる日以
降当日まで
ご旅行開始後（旅行受付開始後)の
解除又は無連絡不参加の場合
注）「ピーク時」とは４月２７日～５月６日・７月２０日～８月３１日・１２月２０日～１月７日までをいいます。

旅行代金

50万円以上50万円以上
30万円以上50万円未満
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満

10万円未満

10万円以上旅行代金まで
5万円以上旅行代金まで
3万円以上旅行代金まで
2万円以上旅行代金まで

旅行代金の20％以上旅行代金まで

10万円以上旅行代金の20％以内

出発日の前日から起算して
さかのぼって60日目にあたる日まで

出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

申込金（おひとり）

5万円以上旅行代金の20％以内
3万円以上旅行代金の20％以内
2万円以上旅行代金の20％以内

旅行代金の20％

名古屋支店　名古屋市中区錦1丁目20番25号広小路YMDビル3階

お役立ちリンク集　旅行に出発する前に各国の観光情報をご確認いただけます
■外務省海外安全ホームページ　www.anzen .mo fa . go . jp ■タヒチ観光局　www. tah i t i - tou r i sme . jp/

ホテル・お部屋について
２名１室利用の部屋タイプは通常ベッド２台（ツインルー
ム）ですが、ご夫婦やお子様がご一緒の場合は大型ベッ
ド１台のお部屋（ダブルルーム）になる場合があります。３
名１室利用の場合、ツインルームに簡易ベッド１台を入れ
る為、非常に手狭になります。

現地空港税について
各国、地域毎の法律等によって現地空港税（出入国税、空港施設使
用料など）の支払いが渡航者個人に対し義務付けられています。原則
ご出発の4週間前の為替レートを日本円に換算してご案内させていた
だき、旅行代金と併せて販売店へお支払いいただきます。空港税等の
新設や税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。

燃油サーチャージについて
近年の燃油価格水準の高騰に伴い、当該燃油費の一
部をお客様にご負担いただく付加運賃です。燃油価格の
変動に合わせ各航空会社が２～３ヶ月ごとに金額を設定
します。パンフレットに記載の金額は2018年6月1日現在
の料金ですのでお支払い時に販売店にご確認下さい。

早朝 朝 午前 昼 午後 夕方 夜 深夜
4：00～ 6：00～ 8：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～ 4：00～

■時間帯の目安■マークの見方 車（セダン、ボンゴ等）
機内食

◎：入場観光　○：下車観光　△：車窓観光
機

現地
空港税

約4,000円が
別途必要となります。

成田国際空港
施設使用料

大人2,610円、子供1,570円が
別途必要となります。

燃油
サーチャージ

14,000円
（6月発券まで、7月以降未定）

■【2018年7月～2018年10月出発】 タヒチ本島6日間 旅行代金表〈2名1室利用・大人おひとり様〉 単位：円

朝食代
（１回）

１人部屋
追加代金
（4泊）

EDCBA
ホテル名

148,800 153,800 159,800 176,800 47,800 4,500

2018.
7/30・8/6・13

出発

2018.
7/16・23
出発

2018.
8/20・27、

9/3・10・17・24出発

2018.
10/1・8・15・22

出発
2018.
7/2・9出発

ホテル タヒチ ヌイ
（スタンダード/シャワーのみ）

ル・メリディアン
（デラックスオーシャンビュールーム）

マナバスィートリゾートタヒチ
（ラグーンステュディオ）

142,800

165,800 170,800 176,800 193,800 66,000 5,300159,800

173,800 179,800 184,800 201,800 73,200 4,800167,800

■【2018年11月～2019年3月出発】 タヒチ本島5日間 旅行代金表〈2名1室利用・大人おひとり様〉 単位：円

朝食代
（１回）

１人部屋
追加代金
（2泊）

BA
ホテル名

110,800 24,000 4,500

2018.11/6・13・20・27、
12/4・11・18・25、
2019.1/1出発

2019.1/8・15・22・29、
2/5・12・19・26、
3/5・12・19・26出発

ホテル タヒチ ヌイ
（スタンダード/シャワーのみ）

ル・メリディアン
（デラックスオーシャンビュールーム）

マナバスィートリゾートタヒチ
（ラグーンステュディオ）

105,800

125,800 38,600 5,300119,800

129,800 43,000 4,800123,800

アーリーチェックイン
及び

レイトチェックアウト
プラン（1人）

各12,000

各19,300

各21,500

Tahiti Information
■時差：日本とタヒチの時差はマイナス19時間。

■気候：年間平均気温 約27度で一年を通して過ごし
やすい気候。南半球に位置するタヒチは11～3月
が真夏に当たり、朝晩にスコールがあったりしま
すが、南国の花々が咲き乱れる美しい時期です。
■飲料水：水道水は飲料水に不向きです。ミネラル
ウォーターをご利用下さい。
■通貨：単位はフレンチ・パシフィック・フラン（CPF）
 1CPF＝約1.1円（2018年6月1日現在）

都市

平
均
気
温

タヒチ

月
最高
最低

6月
28.9℃
21.2℃

7月
28.3℃
20.8℃

8月
28.2℃
20.5℃

9月
28.6℃
21.0℃

10月
29.1℃
21.9℃

都市

タヒチ

月
最高
最低

11月
29.5℃
22.6℃

12月
29.8℃
23.1℃

1月
30.3℃
23.4℃

2月
30.5℃
23.5℃

3月
30.8℃
23.5℃


