
〒131-8565　
東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田

旅行企画・実施

資料請求FAX

平　日/9：30～18：30
土・日・祝/9：30～18：00

土・日も営業！ 03（3614）3066 03（3614）5617

東京予約センター 京橋中央通り支店
０３-３５６７-２５８６

吉祥寺支店
0422-20-3221

大宮支店
048-641-2914

新宿支店
03-3354-5311

上野支店
03-3833-5760

営業
時間

お申込み・お問い合わせ

●掲載当日には出発日によって満席となっている場合もございますのでご了承ください。●詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。●弊社はお客様から取得した個人情報は、運送・宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領に必要な範囲内で利用し、また、弊社の旅行案内冊子をお届けするために利用する場合もございます。個人情報の提供について同意の上お申込みください。
ご予約はホームページで！ 24時間予約OK! 日本旅行　新聞ツアー 検 索 http://www.nta.co.jp/kaigai/

土・日休業

ツアーの催行状況も
ご確認いただけます！

東メディア17-1000

0570-200-002

ハンガロア・エコビレッジ＆スパ
5つ星クラスホテル　 絶海の孤島

イースター島とタヒチ6日

ハンガロア・エコビレッジ＆スパに泊まる
絶海の孤島
イースター島とタヒチ6日

8/14出発限定

イースター島公認ガイド最上氏
による見どころのご案内

サンセットツアー ラパヌイダンスディナーショー
〈日本旅行特別企画〉〈日本旅行特別企画〉

オプショナルツアー
もご用意
オプショナルツアー
もご用意

■食事：朝食3回・昼食2回・夕食2回（機内食は除く）■添乗員：成田出発から成田帰
着まで同行いたします■利用航空会社：エア タヒチ ヌイ（パペーテ～イースター
島間のチャーター便は航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件としま
す。）■利用ホテル：〈イースター島〉ハンガロア・エコビレッジ＆スパ（カインガルー
ム）、〈パペーテ〉マナバ・スイート・タヒチ（部屋指定なし）

■食事：朝食3回・昼食2回・夕食1回（機内食は除く）■添乗員：成田出発から成田帰着
まで同行いたします■利用航空会社：エア タヒチ ヌイ（パペーテ～イースター島間の
チャーター便は航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。）■利
用ホテル：〈イースター島〉ホテルタハタイ、ホテルオタイ、ホテルゴメロ、トゥパホテ
ル、ホテルオセアニア、ホテルラパヌイ、マヌタラ・ホテル、ホテル・ヴァイモアナ、イオ
ラナ・ホテルのいずれか（部屋指定なし）※ホテル指定はお受けできません。シャワー
のみのお部屋となります。〈パペーテ〉マナバ・スイート・タヒチ（部屋指定なし）

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

エア タヒチ ヌイ チャーター便で行くエア タヒチ ヌイ チャーター便で行くエア タヒチ ヌイ チャーター便で行く

●1人部屋追加代金：116,000円　
●窓側座席指定プラン追加代金：18,000円

■スケジュール

〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6 14：05：成田空港着

〈イースター島泊〉2連泊

〈イースター島泊〉

〈パペーテ泊〉2連泊

〈パペーテ泊〉

14：00：成田空港発　空路、エア タヒチ ヌイにて、タヒチのパペーテへ
　　　　………………………………〈日付変更線通過〉………………………………
06：30：パペーテ着。着後、 乗り継ぎ　08：30：パペーテ発　空路、エア タヒチ ヌイ
　　　　 チャーター便にてイースター島へ　18：55：イースター島着。着後、ホテルへ

終日：世界遺産・イースター島終日観光（ 日本旅行特別企画 タハイ儀式村でイースター
　　　島公認ガイドの最上氏によるモアイの見どころのご案内。アナケナビーチ、アフ・ト
　　　ンガリキ、ラノ・ララクへご案内）　昼食はアナケナビーチでピクニックランチ　
　　　観光後、一度ホテルへ戻ります
夕刻： 日本旅行特別企画 ラパヌイダンスディナーショーをお楽しみください　夕食後、
 　　　日本旅行特別企画 タハイ儀式村にあるモアイ像の方角に沈む夕日観賞

午前：フリータイム
午後：世界遺産・イースター島観光（アフ・アキビ、オロンゴの儀式村、アフ・ビナプへご案内）
17：00：イースター島発　空路、エア タヒチ ヌイ チャーター便にてタヒチのパペーテへ
18：00：パペーテ着。着後、ホテルへ

終日：パペーテにてフリータイム

07：10：パペーテ発　空路、エア タヒチ ヌイにて帰国の途へ
　　　　………………………………〈日付変更線通過〉………………………………

一般社団法人 日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員

観光庁長官登録旅行業 第2号

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6 14：05：成田空港着

〈イースター島泊〉2連泊

〈イースター島泊〉

〈パペーテ泊〉2連泊

〈パペーテ泊〉

14：00：成田空港発　空路、エア タヒチ ヌイにて、タヒチのパペーテへ
　　　　………………………………〈日付変更線通過〉………………………………
06：30：パペーテ着。着後、 乗り継ぎ　08：30：パペーテ発　空路、エア タヒチ ヌイ
　　　　 チャーター便にてイースター島へ　18：55：イースター島着。着後、ホテルへ
　　　お泊まりは5つ星クラスホテル　「ハンガロア・エコビレッジ＆スパ」に2連泊

終日：世界遺産・イースター島終日観光（ 日本旅行特別企画 タハイ儀式村でイースター
　　　島公認ガイドの最上氏によるモアイの見どころのご案内。アナケナビーチ、アフ・ト
　　　ンガリキ、ラノ・ララクへご案内）　昼食はアナケナビーチでピクニックランチ　
　　　観光後、一度ホテルへ戻ります
夕刻： 日本旅行特別企画 ラパヌイダンスディナーショーをお楽しみください　夕食後、
 　　　日本旅行特別企画 タハイ儀式村にあるモアイ像の方角に沈む夕日観賞

午前：フリータイム
午後：世界遺産・イースター島観光（アフ・アキビ、オロンゴの儀式村、アフ・ビナプへご案内）
17：00：イースター島発　空路、エア タヒチ ヌイ チャーター便にてタヒチのパペーテへ
18：00：パペーテ着。着後、ホテルへ

終日：パペーテにてフリータイム
　　　夕食は地元でも人気のレストランでフランス料理

07：10：パペーテ発　空路、エア タヒチ ヌイにて帰国の途へ
　　　　………………………………〈日付変更線通過〉………………………………

■スケジュール

東日本海外旅行統括部

今年の夏休みはこれで決まり！今年の夏休みはこれで決まり！
8/14出発限定

＆タヒチ＆タヒチ

タヒチ～イースター島間タヒチ～イースター島間

絶海の孤島
イースター島とタヒチ6日　 絶海の孤島

イースター島とタヒチ6日

ハンガロア・エコビレッジ＆スパに泊まる

イースター島の南西部に位置する
ハンガロア村にある唯一の5つ星
クラスのホテル。海岸を見渡せる
絶好のロケーションで客室からは
海をご覧いただくことができます。

ハンガロア・エコビレッジ＆スパ

カインガルーム
（145ｍ2／テラス含む）

ご利用のお部屋

イースター島コースは別冊
「イースター島＆タヒチ（パペーテ・
ボラボラ島・モーレア島）完全版」
でも多数満載！

イースター島の旅行説明会を開催いたします

東京会場（日本旅行本社）

2月25日（土）

中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング10F

※お申込みはインターネット予約となります。

先着
30名様

http://ntacom.nta.co.jp/nbc/app/raiten/raitens  

★現地を知り尽くした写真家・野村哲也氏が現地情報をご案内する特別説明会！

1/27発売予定！

ツアーコード：70015030

ツアーコード：70015010

※当コースはトリプル
（3名1室）利用はお受け
できません。1台のベッ
ドを2名様でご利用いた
だく場合があります。

※当コースはトリプル
（3名1室）利用はお受け
できません。1台のベッ
ドを2名様でご利用いた
だく場合があります。

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

8月  14（月）
●1人部屋追加代金：71,000円　
●窓側座席指定プラン追加代金：18,000円

599,900円

659,900円599,900円
国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸
税は別途、必要となります。

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸
税は別途、必要となります。

イースター島公認ガイド最上氏
による見どころのご案内

サンセットツアー ラパヌイダンスディナーショー

イースター
博物館観光

地元でも人気のレストランで
フランス料理をご堪能！

5つ星クラスホテル

4日目
夕食

タハイ儀式村にあるモアイ像の方角に沈む美しい夕日
を楽しめる人気のツアーへご案内。

観光の最初にイースター島の文化や歴史など聞くこと
で、その後の観光がよりお楽しみいただけます。

イースター島の伝統舞踊、ラパヌイダンスショーをお
楽しみいただけます。

アナケナビーチ
アフ・トンガリキ
ラノ・ララク

アフ・アキビ
オロンゴの儀式村
アフ・ビナプ サンライズツアー

最上賢二氏
モアイ像に魅
せられて永住
を決意して21
年。イースター
島の公認ガイド
として活躍され
ています。

日本申込み限定
別途追加料金

日本語
ガイド

大好評につきお申込みはお早めに！

イメージ/　Itaru_HINOCイメージ/　Itaru_HINOC イメージ/　Itaru_HINOCイメージ/　Itaru_HINOC

イメージ

エントランス

カインガルーム（スーペリア）

イメージ

イメージイメージ

エントランス

カインガルーム（スーペリア）

ハンガロア村唯一のハンガロア村唯一の

イースター島観光イースター島観光充実！！

イースター島の歴史・文化・絶景をより楽しめる特別企画をご用意！イースター島の歴史・文化・絶景をより楽しめる特別企画をご用意！

追加代金なしで
ペア・仲良しシートをご用意！

成田空港～イースター島間
追加代金なしで
ペア・仲良しシートをご用意！

成田空港～イースター島間

モアイの背後から日が昇る！

大好評につき
追加コース設定！

（エコノミークラス利用時）

OP はオプショナルツアー

OP はオプショナルツアー

OP OPイースター博物館観光　　　サンライズツアー
OP OPイースター博物館観光　　　サンライズツアー

※表紙デザインはイメージです。

添乗員同行
出発保証 添乗員同行

出発保証

出発
保証

8月  14（月） 659,900円出発
保証

（天候によりご覧いただけない場合があります。）

（天候によりご覧いただけない場合があります。）

注

注

注.チリ政府観光局の公式代理店により認定されています。


