
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タヒチ

タヒチ、フレンチポリネシア ＆ 南太平洋



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。

映画「南太平洋」の舞台となったモーレア島

名画の面影を追って 
憧れの地、タヒチへ
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。



身も心も染まるタヒチの文化に触れる旅

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
人のエンターテイメントクルー「レ・ゴギンズ」
達がお出迎え。タヒチの文化に秀でた彼女達
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。

■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

■アニバーサリー・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
●アニバーサリー・ケーキ

最高の旅を、最高の思い出で彩る 

アニバーサリー・パッケージ

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（有料）

■ ハネムーン・パッケージ
■ アニバーサリー・パッケージ
■ ボラボラで船のマリーナでのプライベートディナー

■ リニューアル・バウ・パッケージ／
■ モツ・ウェディングセレモニー
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。
プライベートアイランド�モツ・マハナでの祝福セレモニ
ー／キャプテンからの祝福の手紙／客室にシャンパン・
ボトル／ケーキ／チョコレート・ボックス／フラワー・ア
レンジメント／花冠／オフィサーとのディナー

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、アニバーサリー
にもぴったり。2人の門出を祝う各種の特別パッケージをご用意しています。

「レ・ゴギンズ」との触れ合いも貴重な体験



客室は全室オーシャンビュー、約70％がバルコニー付き

ショーラウンジやバー、カジノ、免税
品、お土産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。

客室は全室オーシャンビュー、ほとんど
の客室がバスタブ付きでバスローブやス
リッパ、アルゴテルムのアメニティも備え
ています。カテゴリーB以上にはバトラ
ーサービスが付きます。

贅沢なトリートメントや、フィットネス
センターでのエクササイズなど、�"自
分の時間"を感じてリフレッシュして
ください。

A�ベランダ・スイート スパ

●くつろぎと充実の船内

サービススタイルは「オール・インクルーシブ」
ポール・ゴーギャン・クルーズの料金設定はオールインクルーシブ。宿泊代金はもちろん、船内でのお食事、
アルコールを含むドリンク（特定銘柄ワイン、プレミアムリカーを除く）、船内スタッフへのチップ、マリンスポ
ーツなどもクルーズ代金に含まれているので、余計な気遣いなく安心して船旅をお楽しみいただけます。

クルーズ代金に含まれるもの

●�乗船中のお食事
●�ルームサービス
●�選りすぐりのワイン、スピ
リッツ類、ビール、ソフトド
リンク、ミネラルウォータ
ー、コーヒー、紅茶などク
ルーズ中の飲み物全般
●�毎日補充されるお部屋の
冷蔵庫の飲み物（ソフトド
リンク、ビール、ミネラルウ
ォーター）
●�船内のエンターテイメント
●�専門家による講座（ゲスト
ホスト乗船の一部クルー
ズに限る）
●�船内スタッフへのチップ

●�フィットネスセンター
●�カヤック、ウィンドサーフィ
ン、パドルボードなどのウ
ォータースポーツ
●�シュノーケル器材貸し出し
●�ボラボラ島のプライベー
トビーチでのバーサービ
ス、バレーボール、シュノ
ーケリング（一部クルーズ
に限る）
●�タハア島のプライベートア
イランド「モツ・マハナ」で
のシュノーケリング、ウォ
ータースポーツ、バーベキ
ュー、バーサービス、ポリ
ネシア文化体験（一部クル
ーズに限る）



レストラン「ラ・ベランダ」

よりカジュアルなお食事なら、「ル・グリル」へ。
朝食・昼食はプールサイドでグリル料理やサラ
ダ、新鮮なトロピカル・フルーツなどを楽しめる
ビュッフェをお召しあがりいただけます。夜は
星空を眺めながら、ポリネシアングリル料理と
ともに、くつろいだ雰囲気をお楽しみください。
※夕食には船上にてご予約が必要となります。

ディナーのためだけにオープンするこの優雅な
メインダイニング「レトワール」では、美しく施さ
れた内装、そして魅惑的なスペシャリテをもっ
て五感を満たします。メニューは日替わりで、無
料のワインとのペアリングもお楽しみください。
※予約不要のオープンシーティングのレストランです。

オーシャンビューのお席や屋外デッキでのお食事
を楽しめる「ラ・ベランダ」では、寄港地にインスピ
レーションを受けたアラカルトや、趣向を凝らした
ビュッフェ（朝食・昼食）をご提供しております。デ
ィナーは、パリの有名シェフ�ジャン・ピエール・ヴィ
ガト監修のグルメキュイジーヌをご堪能いただけ
るスペシャリティ・レストラン（予約制）となります。
※夕食は船上にてご予約が必要となります。

ポール・ゴーギャン船上では豪華なお食事とスタッフのきめ細やかなサービスによって特別なダイニングシーンを演出い
たします。パリの有名シェフ、ジャン・ピール・ヴィガトをはじめとする才能溢れる料理人たちが、お客様のためだけにご用
意したスペシャルな一皿をお楽しみください。Bon�appétit!�（ほぼすべての飲食はクルーズ代金に含まれております。）

レトワール　［夕食］ラ・ベランダ　［朝食］［昼食］［夕食・要予約］ ル・グリル　［朝食］［昼食］［夕食・要予約］

有名シェフ監修の本格フレンチ

● 3つのレストラン



日

付

変

更

線

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
（モツ・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

●

プライベートビーチ（ボラボラ島）

プライベートリゾートでリラックス、最高の休日を
フレンチポリネシアと南太平洋の海は透き通るようなラグーン、カラフルな珊瑚礁、そしてたくさんの熱帯魚など、驚
くほどの美しさに溢れています。様々なウォータースポーツに挑戦し、ポリネシアの海を満喫してください。またポ
ール・ゴーギャンが保有するプライベートアイランド、ビーチへもご案内。細やかなサービスでおもてなしいたします。

●プライベートビーチ ●プライベートアイランド

モツ・マハナ（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、バーベキューランチ、海
に浮かぶバー、レ・ゴギンズによるタヒチ文化
講座などで一日中楽しめます。

ボラボラ島
タヒチの北西240kmに位置するボラボラ島
は、世界でも屈指の美しいラグーンがありま
す。静か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。



日

付

変

更

線

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
（モツ・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

●

各寄港地では様々なショアエクスカーションをご用意しております。絶景ポイント、歴史を伝える遺跡や寺院、カルチ
ャーを見学したり、ラグーンでの海中散歩、シュノーケリングやスキューバダイビングを楽しむことも。パールファー
ムを訪れたり、フレンチポリネシアの伝統的なライフスタイルに触れることなどもおすすめです。

●ボラボラ島
��● ル・トラックでのボラボラ島ツ
アー

��● 飛行機観光　ボラボラ島とツ
パイ島

��● エイのバレエとシュノーケリン
グ

��● ラグーンエクスカーションとポ
リネシアンランチ
��● グラスボトムボート

●タハア島
��● タハア島観光
��● カタマランヨットでのクルーズ
��● スキューバダイビング
��● シュノーケルと黒真珠養殖場

●フアヒネ島
��● 神聖な遺跡と伝説の場所
��● モツピクニック
��● ウェーブランナー（水上バイク）
によるフアヒネ島ツアー

　● フアヒネ・ヌイでの四輪バギ
ーツアー

●モーレア島
��● ビーチでの1日
��● 古代探訪トレッキング
��● アクアブルー海中散歩
��● ドルフィン・ウォッチング
��● 島一周ドライブとベルベデー
ル展望台

●バイラオ、タヒチ・イティ
��● タヒチ・イティ�ハイライト
��● ボンジュール　エデンの園
��● タヒチ　ゴルフツアー

多彩なショアエクスカーションをご用意

●エクスカーション（一例）



タラソ・スパ

カヌーブレックファースト
（イメージ）

インターコンチネンタル・ボラボラ・リゾート&タラソ・スパ

ポール・ゴーギャンは南太平洋の浅瀬を航
行できるよう特別に設計された、小型のラグ
ジュアリー船です。

m/s�Paul�Gauguin
●総トン数� 19,200トン
●乗客定員� 332名 ●乗組員数� 217名
●全長 153.6m　　●全幅 21.9m

ポール・ゴーギャン・クルーズ

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

〒105-0021�東京都港区東新橋2-7-3 BIZMARKS 新橋汐留403�
TEL:03-5405-9213　FAX:03-5405-9214
E-mail:paulgauguin@icmjapan.co.jp　https://pgcruises.jp

2021年3月現在

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。
●�船〜インターコンチネンタル・ボラボラ・リゾート＆
タラソ・スパ間の送迎
●�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、花のネックレスでお出迎え
●�キャンドルの明かりでいただくロマンティックな
ディナーとシャンパンボトル1本
●�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

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」での宿泊プラン。
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。

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


