
島の中央にオテマヌ山がそびえるボラボラ島タヒチの美しい景色を眺めながら
リラックスしてお過ごしください

ポール・ゴーギャン専用のプライベート
アイランドで最高の休日を

乗客定員90名、プライベート感を重視したラグジュアリーヨット「テレ・モアナ」。
ベストシーズンの地中海やカリブ海、南米を細やかにめぐる新しいスタイルです。

名匠が愛したタヒチを、その名を冠した船でめぐる

ポール・ゴーギャンで南太平洋へ
フレンチ・ポリネシアをめぐるラグジュアリー客船「ポール・ゴーギャン」。
その名をもらった画家のように、タヒチを愛し、タヒチを知り尽くした客船で、
どこまでも青い海のさわやかさと、人々のあたたかさにふれる旅に出かけませんか。

身も心も染まる
タヒチの文化に触れる旅

名画の面影を追って
憧れの地、タヒチへ

船上もタヒチアンムードでいっぱい
ポール・ゴーギャンに乗船すると、ポリネシア人ク
ルー「レ・ゴキンズ」達がお出迎え。タヒチの文化
に秀でた彼らは、伝統の歌や踊りのポリネシアン・
ショー、現地の言葉や花のネックレス作りなどの
教室で、タヒチの伝統文化を伝えてくれます。
そして船の外はいつでも、暖かい青い海。心癒や
される光景とマリンスポーツが毎日楽しめます。

深い緑と青い海、花の香りに誘われて
画家ポール・ゴーギャンは、西洋文明とは異なる美し
さと楽園を求めてタヒチに移住。自然の鮮やかさと褐
色の肌の女性の美しさを描いた、たくさんの作品を残
しました。南国の熱気と香りが漂うゴーギャンの絵画
の世界を、「ポール・ゴーギャン」で訪ねませんか。
客船「ポール・ゴーギャン」はタヒチのあたたかなおも
てなしの心で、最高の休日をお約束します。

ポール・ゴーギャン・クルーズ　日本地区販売総代理店
International Cruise Marketing Ltd.
インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-20 仙石山アネックス501
TEL:03-5405-9213　FAX:03-5405-9214
E-mail :cruise@icmjapan.co.jp　http://www.icmjapan.co.jp/pg

「レ・ゴギンズ」の歌と踊りのショーは、タヒチのリズムを我々の思い出に刻みます

アットホームな心地よい空間には、スパや
プール、ジャグジーも備えています。地中
海の小さな港やカリブの小島など、旅慣れ
た方にも新鮮なアイテナリーを揃えました

客室は全室オーシャンビュー。テレ・モアナ
もチップやドリンクがクルーズ代金に含ま
れたオール・インクルーシブ制。きめ細やか
なサービスで、快適な旅をサポートします

レトワール

フリーシーティング制のメインダイニング
「レトワール」ではミシュラン2つ星シェフ監
修のメニューも提供。「ラ・ベランダ」では
朝食や昼食をビュッフェでどうぞ

m/v Tere Moana
総トン数 3,504トン
乗客定員 90名
乗組員数 57名

ポール・ゴーギャン・クルーズ
全室オーシャンビューのラグジュアリー客船でめぐる

ロマンティック・タヒチ
タヒチ、フレンチポリネシア ＆ 南太平洋

「テレ・モアナ」
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マルケサス諸島

ツアモツ諸島

ソシエテ諸島

クック諸島

ライアテア島

ボラボラ島 フアヒネ島

モーレア島
タヒチ島

ランギロア島

ヒバオア島

タフアタ島

ヌクヒバ島 ウアフカ島

ファツヒバ島

ファカラバ島

パペーテ

タハア島
（モトゥ・マハナ）アイタツキ島

ラロトンガ島

フィジー

トンガ

ニュージーランド

サモア

T A H I T I

●

客室は全室オーシャンビュー、7割がバルコニー付き

ポール・ゴーギャンのプラ
イベートアイランド「モト
ゥ・マハナ」（タハア島）

ミシュラン2つ星の本格フレンチ
ディナーはフリーシーティング制のメイン
ダイニング「レトワール」で、繊細な盛り付
けのコース料理を。朝食と昼食はテラス
席もあるカジュアルダイニング「ラ・ベラン
ダ」でビュッフェやアラカルト料理をお楽し
みください。「ラ・ベランダ」は夜はエレガ
ントなレストランに変身、パリの2つ星レ
ストラン「アピシウス」のシェフ、ジャン・ピ
エール・ヴィガド監修のメニューを提供し
ます。
新鮮な魚やフルーツを提供するグリルレ
ストラン「ル・グリル」もあります。

レトワール

プールデッキ

インターコンチネンタル・ボラボラ・
リゾート＆タラソ・スパ

カヌー・ブレックファスト
（イメージ）

ラ・ベランダ

ル・グリル

ショー

バー

スパ

ジャン・ピエール・
ヴィガト氏

ゆとりの船内設備と細やかなサービス

ポール・ゴーギャンの
プライベートリゾートくつろぎと充足の船内

客室は全室オーシャンビュー、7割がバ
ルコニー付き。太平洋の美しい景色をい
つでも眺められます。ほとんどの客室が
バスタブ付き、バスローブやスリッパ、ロ
クシタンのアメニティも備えています。
ショーラウンジやバー、スパやフィットネ
スセンターなど航海中のリフレッシュに欠
かせない設備や、免税品や洋服を扱うシ
ョップもあります。船尾の「ウォータース
ポーツ・マリーナ」からは直接海に出てマ
リンスポーツが楽しめます。

サービススタイルは
「オール・インクルーシブ」

クルーズ代金には、船
内での宿泊、食事はも
ちろん、チップやアルコ
ール（※）を含むドリンク
代も含まれています。

乗客とクルーの人数比は1.5：1。きめ
細やかなサービスをご提供します。
※プレミアム・リカーを除く

〈クルーズ代金に含まれるもの〉
・ メインダイニング、サブレストランなど
  でのお食事
・ 24時間利用可能なルームサービス
・ 客室冷蔵庫内のお飲み物・ 船内でのチップ・ カヤックやウインドサーフィンなど
  マリンスポーツ

美しい景色とゆったり流れる時間を楽し
む南太平洋クルーズは、ハネムーンにも
ぴったり。2人の門出を祝う無料の特別
パッケージをご用意しています。

■ハネムーン・パッケージ（無料）
・ レ・ゴギンズが2人の幸せを祈って行う、
   ポリネシアン・スタイルの祝福セレモニー
・ シャンパン・ボトルを客室にプレゼント
・ 2人のポートレート写真
・ 特別なピロー・ギフトボラボラ島の美しい朝をより堪

能できる、島で最も豪華なホテ
ルのひとつ「インターコンチネン
タル・ボラボラ・リゾート＆タラ
ソ・スパ」への宿泊プラン。カヌ
ーで運ばれてくる朝食などドラ
マティックな演出は旅の思い出
をより深くします。

最高の旅を、最高の思い出で彩る
ハネムーン・パッケージ

ロマンティックな宿泊プラン
ボラボラ島の水上バンガローへ

2人の記念日のための、さらに特別なパッケージ・プランも

■ハネムーン・パッケージ
■リニューアル・バウ・パッケージ
節目となる記念日に、もう一度愛を誓い合うためのプラン。

■ウエディング・レセプション・パッケージ

祝福セレモニー／キャプテンからの祝福の手紙／客室のシャンパン・ボトルとケーキ／チョ
コレート・ボックス／フラワー・アレンジメント／キャプテンまたはホテルディレクターとの
ディナー／記念写真など

■アニバーサリー・パッケージ
結婚記念日など２人の記念日に。
祝福セレモニー／キャプテンからの祝福の手紙／客室のシャンパン・ボトルとケーキ／チ
ョコレート・ボックス／記念写真など

プライベートビーチ  in ボラボラ島
ボラボラ島は高級ホテルや水上バンガローが点在するリゾートアイランド。
真っ白な砂浜とターコイズブルーのラグーンが美しいコントラストを放つ、
絵に描いたようなプライベートビーチで、マリンスポーツやドリンクサービス
をお楽しみください。

タヒチ島
空港もある首都パペーテはタヒチへの玄関
口。大きな市場や博物館、植物園、ポール・
ゴーギャン記念館もあります

ライアテア島
ポリネシアのかつての文化、宗教、政治の
中心だった島。考古学的価値のある古代
建造物の遺跡が見られます

モーレア島
切り立った稜線が印象的な山「バリハイ」
が島のシンボル。甘くてジューシーなパイ
ナップル畑も広がります

フアヒネ島
「ガーデン・アイランド」と呼ばれる自然豊
かな島。うっそうとした熱帯雨林や美しい
花、古代遺跡にも出会えます

海洋療法に注目した「ディー
プ・ネイチャー・スパ」ではポ
リネシアン・マッサージやスト
ーン・マッサージを

プライベートアイランド
モトゥ・マハナ（タハア島）
バニラ農園や真珠養殖場を擁する
タハア島。椰子の木と透明な海が
迎えてくれるプライベートアイラン
ドでは、海に浮かぶバー、レ・ゴギ
ンズによる歌と踊りのショー、バ
ーベキューのランチで最高にリラ
ックスした一日が過ごせます。

ボラボラ島停泊時に、水上バンガローに宿泊する特別プランです。
・ 水上バンガローに一泊宿泊、ホテル施設も利用いただけます・ ウェルカム・ドリンク、花のネックレス。冷たいタオルでお出迎え
・ ろうそくの明かりでいただくロマンティックなディナー
  またはローカルショーを観賞しながらのビュッフェディナー
・ カヌー・ブレックファスト（カヌーで届けられる朝食）
・ フルーツ・バスケット

〈主な寄港地〉

m/s Paul Gauguin
総トン数 19,200トン
乗客定員 332名／乗組員数  217名

船尾のウォータースポーツ・
マリーナから直接海に出る
ことができます

ディナー時のドレスコードはエレガントなカジュアル
スタイル「カントリー・クラブ・カジュアル」です
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