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往復区間のビジネスクラスをご用意！

心に残る3つの
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イースター島で2連泊！ パペーテで2連泊！イースター島で2連泊！ パペーテで2連泊！イースター島で2連泊！ パペーテで2連泊！

乗継ぎも
便利に！

一生に一度は行きたい謎の島へ！一生に一度は行きたい謎の島へ！

心に残る3つの
特別企画をご用意！

オプショナルツアー
をご用意！

旅行説明会開催！

■最少催行人員：2名■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〉●ホテル指定なし／ホテル・タハタイ、ホテ
ル・オタイ、トゥパホテル、ホテル・ラパヌイ、マヌタラ・ホテル、ホテル・ゴメロ、ホテル・オセアニア、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。お部屋によりバスタブ付のお部屋となる場合があります。また、お部屋にはクーラーはありません。●ホテル指
定プラン／ハンガロア・エコビレッジ＆スパ（カインガルーム）、〈パペーテ〉●ホテル指定なし／マナバ・スイート・リゾ
ートタヒチ、ル メリディアン・タヒチ、インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ、タヒチ・パールビーチ・リゾート
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。お部屋によりバ
スタブ付のお部屋となる場合があります。●ホテル指定プラン／ル メリディアン・タヒチ（部屋指定なし）

往路は通常、定期便だけを乗継ぐルートでは約33～38時間かかりますが、定期便とチャーター便を利用すると約18
時間55分！ 約15～19時間もの短縮を実現。今年の夏こそ、モアイに会いに行きませんか！

日本人初のイースター島公認ガイド最上賢二氏から、イースター島の歴
史や文化、モアイの見どころなどのご案内をします。イースター島を知り
尽くした最上氏の解説でより一層深く観光をお楽しみいただけます。

夕刻、イースター島で一番人気のサンセットポイント「タハイ儀式村」へ。モ
アイ像越しに海に沈むサンセットをご覧いただきます。モアイ・夕日・海が織
りなす、ここにしかない絶景をご堪能ください。

イースター島の伝統舞踊であるラパヌイ・ダンスは音楽も踊りもダイナミッ
クで迫力満点です。途中、お客様をご案内して一緒に踊る場面も。お誘い
を受けたお客様は是非ステージにどうぞ。ディナーとともに島の伝統文化
に触れる楽しい時間をお過ごしください。
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〈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〉

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／ホテル指定なし／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
http://ntacom.nta.co.jp/nbc/app/raiten/raitens

ツアーコード：80020955ツアーコード：80020950

ツアーコード：80020985ツアーコード：80020980

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室利用）

8月13（月）
出発限定

629,000円 85,000円1,179,000円

629,000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。

追加代金なしでペア・仲良しシートをご用意！

OP はオプショナルツアー

OP OP イースター島博物館観光　　　

〒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

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　イースター島 検 索
http://www.nta.co.jp/kaigai/

土・日休業

掲載日当日（1/21、
09：30～17：00）
に限りチャットによる
お問い合せを受付中！

東メディア18-1000

0570-200-002 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
東日本海外旅行統括部

サンライズツアー

OP OP タヒチ島半日観光モーレア島日帰り観光

OP よくばりサンライズツアーと博物館観光

8/13出発限定8/13出発限定8/13出発限定8/13出発限定
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！

イースター島公認ガイド最上氏による
イースター島の見どころをご案内！

成田からイースター島までの所要時間を、ぐっと短縮！

往路の乗継ぎ時間は約2時間！ イースター島到着18：55！

復路は、定期便の直行便利用！

ビジネスクラス利用時は、往復区間をご用意！
イースター島の絶景を楽しむ
サンセットツアーにご案内！

イースター島の伝統舞踊
ラパヌイ・ダンスディナーショー
にご案内！
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エコノミークラス ビジネスクラス 1人部屋
追加代金イースター島（ホテル指定なし）

パペーテ（ホテル指定なし）

イースター島（ハンガロア・エコビレッジ＆スパ）
パペーテ（ル メリディアン・タヒチ） 689,000円 75,000円1,239,000円

エコノミークラス ビジネスクラス 1人部屋
追加代金

ホテル指定プラン

※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。●窓側座席指定プラン追加代金（お1人様／大人・子供同額／往復）：18,000円

利用ホテル

利用ホテル

イースター島で2連泊！ パペーテで2連泊！

6日6日6日

●東京・日本橋会場
2月24日（土）／11：00～12：00
4月21日（土）／11：00～13：00

経験豊かな
添乗員による 予約制

03-3614-5109旅の情報デスク 月～金11：00～17：00（土・日・祝休業）

4月21日はイースター島を知り
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
を実施します。

お申込みはインターネット予約または電話にてご予約ください

●サンライズツアー（朝日観賞）
●イースター島博物館観光

イースター島

●モーレア島日帰り観光●モーレア島日帰り観光
●タヒチ島半日観光

●よくばりサンライズツアーと
　博物館観光

要追加料金

（成田空港⇄イースター島間）
（エコノミークラス利用時）

（成田空港⇄イースター島間）（エコノミークラス利用時）

乗継ぎ空港（タヒチ/パペーテ）での乗継ぎは約2時間です！ しかも、早めの到着なので翌日の観光にも疲れを残さない！

イースター島の出発時刻は、17：00なので出発まで充実の観光！

成田空港⇄イースター島間、エコノミークラス利用時。

復路パペーテ→成田間は、エア タヒチ ヌイの直行便利用でらくらく帰国の途へ！

成田⇄パペーテ、パペーテ⇄イースター島。

3日目

パペーテ4日目

11

22

33

大好評につきお申込みはお早めに！

※タハイ儀式村のモアイ像前（屋外）を予定しておりますが、天候など現地事情により変更になる場合がございます。

チャーター便利用で時間短縮！チャーター便利用で時間短縮！チャーター便利用で時間短縮！チャーター便利用で時間短縮！

ハンガロア・エコビレッジ＆スパ ル メリディアン・タヒチ
ホテル
指定
プラン

ホテル
指定
プラン

部屋指定なし意識した造りのカインガルー
ムをご用意。

ハンガロア村
にある唯一の
5つ星クラス
のホテル。
エコロジーを

終日：世界遺産・イースター島終日観光
　　　特別企画① 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
　　　ころをご案内。
　　　プカオと呼ばれる帽子を乗せたモアイが並ぶアナケナビーチ、15体のモアイが一
　　　列に並ぶアフ・トンガリキ、切り出されたモアイが無造作に並ぶラノ・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をどうぞ　観光後、一度ホテルへ戻ります
夕刻：特別企画② モアイ像の方角に沈む夕日観賞がお楽しみいただけるタハイ儀式村へ　
　　　特別企画③ 夕日観賞後、特設会場で伝統のラパヌイダンスディナー
　　　ショーをお楽しみいただきます

終日：パペーテにて フリータイム

午前：フリータイム

午後：世界遺産・イースター島観光
　　　海に向かって佇むモアイが印象的なアフ・アキビ、鳥人儀式の舞台となったオロンゴ
　　　の儀式村やアフ・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

14：00：成田空港発　空路、 エア タヒチ ヌイ（TN77便） で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

07：15：パペーテ発　空路、 エア タヒチ ヌイ（TN78便） で帰国の途へ
　　　　………………………………〈日付変更線通過〉………………………………

知的好奇心
を満たす

島の伝統文化に触れる

ここにしかない絶景に出逢う
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お部屋の一例お部屋の一例 お部屋の一例お部屋の一例

タヒチ　イースター島間タヒチ　イースター島間タヒチ　イースター島間

成田

パペーテ
（タヒチ） イースター島

（チリ）

アメリカ
国内乗継ぎ

サンチャゴ
（チリ）

エア タヒチ ヌイ
（チャーター便）
特別便

当コース
のルート

ラノ・ララクラノ・ララク

ペア・仲良しシートをご用意！追加代金
なし

追加代金
なし

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。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。

（民芸品市場など村の散策などをお楽しみください）

★イースター島とボラボラ島8日、★モーレア島とイースター島8日もございます。お問い合せください。

イメージ/＠ltaru_HINOイメージ/＠ltaru_HINO

イースター島/タヒチ間の移動もチャーター便利用！イースター島/タヒチ間の移動もチャーター便利用！

※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。


