
 
 

レクリエーション/Recreation 
テニス/Tennis 
 
 

悪天候にも適した屋外コートがございます。 

毎日朝７時より夜 10時までご利用可能です。(要予約) 
ラケット、ボールはご要望に応じ、コンシェルジュデスクにて貸出ししております。 

シューズの貸出しはございませんのでご了承くださいませ。 

コーチの手配は有料で承っております。コンシェルジュにご相談下さいませ。 
 

ビーチバレー/Beach Volley Ball 
 

毎日朝 8時より夕方 5 時までご利用可能です。(予約不要) 
用具はウォータースポーツセンター、コンシェルジュデスクにて貸出ししております。 

 

ジュドゥブル/Jeu deBoulesl 
 

白砂の上で南フランスオリジナルのゲームをお楽しみいただけます。 

毎日朝 8時より夕方 5時までご利用可能です。(要予約) 
用具はウォータースポーツセンターで貸出ししております。 

 

バドミントン/Badminton 
 

ビーチバレーコートでバドミントンをお楽しみいただけます。 

毎日朝 8時より夕方 5時までご利用可能です。(要予約) 
用具はウォータースポーツセンターで貸出ししております。 

 
マリンバイオロジー/Marine Biology 
 

   リゾート駐在のマリンバイオロジーがリゾート内のラグーンのご案内をいたします。充実し

つつあるリゾート内のコーラルガーデンで餌付けやスノーケリングを楽しみながらマリーン

ライフを学べます。ご興味のある方はコンシェルジュまでお問い合わせ下さいませ。 

 

 

ウォータースポーツ/Water Sports 
ウォータースポーツセンターは毎日朝 8時から夕方 5時までご利用いただけます。 

 

カヤック、ペダルボート、パドルボード/Kayak, Paddle Boat and Stand Up Paddle board 
 
 

毎日朝 8時より夕方 5 時までご利用可能です。(要予約) 
 
スノーケル/Snorkeling 
 

ウォータースポーツセンターにてマスク、フィンを貸出ししております。チェックアウト時

までにご返却下さいませ。マスクはお部屋のテラスの木箱の中にもございます。 

 
ウィンドサーフィン/Windsurfing) 
 

用具はウォータースポーツセンターで貸出ししております。（要予約） 
ご予約制でマンツーマンの指導を行っております。ウォータースポーツセンター、又は 
コンシェルジュにご相談下さいませ。 
 
 
 
 
 



 
 

ウォーターアクティビティ/Water Activities 
ボラボラのラグーンでは様々な種類のウォーターアクティビティがございます。是非お楽しみ下さいませ。 

 
ジェットスキーアイランドツアー/Wave Runner Island Tour 
 

ガイドと共にボラボラのラグーンを一周しながらターコイズブルーの美しさを 
ご堪能下さいませ。 
 
ご出発：毎日朝 9 時と午後 1 時半 
時間：約 1 時間半から 2 時間 
16 歳未満のお子様は保護者同伴の場合のみご参加可能 
料金：27500cfp (1 台料金) 
プライベートツアー手配可 
 

 
ホビーキャット/Hobie Cat 
 

プライベートガイドが絶景ポイントまでお連れいたします。 
どうぞ速くてエコロジカルなホビーキャットセーリングをお楽しみ下さいませ。 
 
1 名様から 3 名様までご参加可能なプライベートアクティビティです。 
朝 9 時から夕方 5 時までの手配が可能です。 
時間：1.5 時間、2.5 時間、3.5 時間 
料金：21000cfp, 34000cfp, 48000cfp (2 名様料金) 
 

 
カタマランエクスカーション/Catamaran Excursion 
 

ボラボラのラグーン又は太平洋での 43 フィートあるセーリングをお楽しみ下さいませ。 
半日ツアー、一日ツアー、サンセットクルーズからお選びいただけます。 
 
時間：2 時間（サンセット）、3.5 時間（半日）、7 時間（一日） 
料金：12000cfp, 18500cfp, 31100cfp 
プライベートツアー手配可 
 

フィッシングエクスカーション/Fishing Excursion 
 

ボラボラで有名なフィッシュマンジョーダンとラグーン、外洋へフィッシングに出かけてみ

てください。彼がポリネシアのフィッシングテクニックを伝授してくれます。 
 
1 名様から 4 名様までご参加可能なプライベートアクティビティです。 
毎日朝 8 時半にご出発可能です。 
時間：4 時間（ラグーン、外洋、ボトムフィッシング各種） 
   5 時間（ラグーンフィッシング モツでのランチ付） 
料金：48000cfp (ラグーン), 65000cfp (外洋), 55000cfp (ボトム) 
   55000cfp (ラグーンフィッシング モツでのランチ付) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ラグーンエクスカーション/Lagoon Excursions 

• 

リラクシングラグーンエクスカーション/Relaxing Lagoon Excursions 
 

 

チャーターデッキボートで世界屈指の美しさを誇るボラボラのラグーンをお楽しみ下さいま

せ。ハネムーンに最適です。 
 
プライベートツアーのみ 
時間：2.5 時間又は 4.5 時間 
料金：38000cfp, 55000cfp 
  

ロマンティックツアー‘ラブボート’/The Romantic Tou ”Love Boat” 

• エコラグーンツアー/Eco Lagoon Tour 
 

世界で屈指の美しさを誇るボラボラのラグーンのマリーンライフに是非触れてみて下さい。 

プライベートツアーのみ（最大 9 名様まで） 
時間：2 時間、3 時間、又は 4 時間 
料金：30000cfp, 39000cfp, 52500cfp 
 

• サンセットツアー/The Sunset Tour 
 

グラスシャンパンのついたロマンティックなツアーです。どうぞ水平線に沈む夕日をご堪能

下さいませ。 
 

プライベートツアーのみ（最大 9 名様まで） 
時間：1.5 時間 
料金：30000cfp 
 

リーフディスカバリー/Snorkeling Excursion with the Discovery of the Reef 
 

元ダイビングインストラクターのガイドが最適なポイントにお連れします。コーラルガーデ

ンでのスノーケリング、自然のままのモツでの散歩、素晴らしいバリアリーフ全てをお楽し

みいただけます。6 月から 9 月には天候によりホエールウォッチングも組み込めます。 
 
最大 6 名様まで 
毎日朝 8 時半か 9 時、又は午後 1 時か 1 時半にご出発可能です。 
チャーター手配可 
ミネラルウォーターとソフトドリンクが付いています。 
料金：12500cfp 
 

ヨットエクスペリエンス/Experiencing The Yacht 
 

• ヨットクルーズ/The Yachting Cruise 
 

 77 ft モーターのプライベートヨットで豪華で贅沢な一日をお過ごしいただけます。バニラ

で有名なお隣のタハア島を含む近隣の島々を臨みます。 
 
一日ツアー 
プライベートツアーのみ(最大 12 名様まで) 
料金：360000cfp 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• サンセットヨットクルーズ/The Yachting Sunset Cruise 
 

ロマンティックで奇跡な夕べをお過ごしいただけます。太平洋の真ん中で神秘的な夕日を一

人占めできます。  
 

毎日夕方 5 時から 7 時半まで 
必要最少催行人数：4 名様 
料金：9500cfp 
チャーター手配可 
 

スピードボートツアー/The Speedboat Tour 
 

スタイリッシュなスピードボートでボラボラのラグーンを一周します。快適さと豪華さとス

ピードを一度に味わえます。 
 
午前中とサンセットツアーはプライベートのみ 
午後のツアーは 3 時間で、催行には最低 4 名様のご参加が必要となります。 
料金：11000cfp 
 

エイサファリ/Ray Safari 
 

• 半日ツアー/Half Day Tour 
半日かけてボラボラのラグーンを周り、コーラルガーデンでのスノーケリングを楽しみます。

エイの餌付けを楽しんだあとはサメの遊泳をま近にご覧いただけます。 
 
時間：3 時間から 4 時間 
料金：12500cfp 
プライベートツアー手配可 
 

• エクスカーション＆モツプライベートランチ/Excursions and Private Lunch on Motu 
 

一日かけて理想的なボラボラのラグーンディスカバリーをお楽しみいただけます。ポリネシ

アンガイドがボラボラの秘密を余すところなく披露し、美しいパノラマを目の前に美味しい

ポリネシアンランチをご用意いたします。 
 
一日アクティビティ プライベートツアーのみ 
料金：130000cfp 
 

• ロマンティックシャンパンサンセットツアー/Romantic Champagne Sunset Tour  
 

ロマンティックなハネムーナーにぴったりの、グラスシャンパン付のサンセットツアーです。 
 
時間：2.5 時間 プライベートツアーのみ 
料金：55000cfp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

水中エクスカーション/Underwater Excursions 
 

サブマリンスクーターダイブ/Submarine Scooter Dive 
 

仏領ポリネシアのユニークな乗り物です。2 席を備えたバイクで海底へと進みます。10 フィ

ートまで潜水可能です。 

 

時間：30分潜水 

料金：12250cfp 

8歳未満のお子様はご参加できません。ご了承下さいませ。 

プライベートツアー手配可 
 
ヘルメットダイブ/Helmet Dive 

 

専用のヘルメットをかぶり４０分間、泳ぎが不得意なお客様にも 10〜12 フィート海底の天

然水族館へガイドします。 
 
時間：2 時間（40 分間の潜水） 
料金：14000cfp 
必要最少催行人数：4 名様 
8歳未満のお子様はご参加できません。ご了承下さいませ。 

プライベートツアー手配可 
 

ダイビング/Diving 
 

ボラボラ島は、上級者,初心者双方にとって最高のダイビングスポットだと言われています。 
機材は全てダイビングセンターがご用意いたします。ご自身でお持込の場合は事前にコンシ

ェルジュにお伝え下さいませ。 
 
料金：8200cfp (1tank 又は初心者の方), 15000cfp (2tank) 
プライベートツアー手配可 
 
 

ランドエクスカーション/Land Excursions 
本島でのエクスカーションは全て有料ボートの利用が必要となります。 

 
ウォーキング/Historical and Ethno-Botanical Walking Tours 
 

•  The Valley of The Kings 
 

フレンチポリネシアの真ん中で貴重な体験をしてみて下さい。ボラボラの自然を体感ですき

ます。また、ハイキングの途中には古い歴史を学ぶことができます。 
 
全てのレベルに対応 プライベートツアーのみ 
3 時間コース 
料金：39000cfp 
 

• The Way of the Past 
 

上記のコースの後、島で最も美しいパノラマ景色が見られる絶景ポイントまで行き、ボラボ

ラ唯一の滝を見ることができます。 
 
中級者用 プライベートツアーのみ 
5 時間コース 
料金：45000cfp 
 



 
 

ハイキング、クライミング/Hiking,Climbing 
 

• The Sacred Cave Of Anau 
 

オテマヌ山の頂上まで行き、アナウの絶景をお楽しみいただけます。また、お隣のタハア、

ライアテア島も臨みます。 
 
上級者用 
5 時間コース 
料金：48000cfp 
 

• The ascension of Mount Pahia 
 

ファヒア山でのクライミングをお楽しみいただけます。 
 
上級者用 
5 時間コース 
料金：56000cfp 

 
ジープサファリ/Off-Road Safari 
 

• ランドローバーツアー/The Historic Land Rover Tour 
 

四駆のジープサファリでボラボラ島の文化、歴史、島全体の様子を経験することができます。

また、ツアーの途中では第二次世界大戦時にアメリカ軍が設置した大砲を見ることができま

す。紀元前 1000 年前に作られた遺跡などを見学しながら、是非ボラボラの歴史に触れてみ

てください。 
 
時間：3 時間 
料金：8300cfp 
必要最少催行人数：4 名様 
プライベートツアー手配可 
 
 

ローカルカルチャー/Local Culture 
 

現地のガイドと時間を共にし、ポリネシアの文化に触れることによって、なぜボラボ

ラが世界でここまで有名になったかを理解することができます。有料シャトルボート

で本島へ行くことができます。 

 
ポリネシアンアート＆カルチャー/Polynesian Art and Culture 
 

フレンチポリネシアはオセアニアアートで溢れています。 

本島ではアーティスト達のワークショップやギャラリーがあり、工芸品や絵画、伝統的な工

具や古代ポリネシアを代表する品々が豊富にあります。 

 

宗教＆チャーチ/Religions and Churches 
 

フレンチポリネシアでは宗教はとても大事にされていて、現地の人々の多くは教会で礼拝を

行います。本島には多くの宗教の礼拝所があります。 

 

チャーチサービスのお問い合わせはコンシェルジュで承ります。 

 

タクシー/Island Taxi Services 
 

コンシェルジュにて本島でのタクシーを手配することができます。 

 



 
 

若い世代のお客様のために/For Younger Guests 
 

すべての年齢層のお客様に素敵な思い出をお作りいただくべく、日替わりでユニーク

な２つのプログラムをはじめ、様々な施設をご用意いたしました。大切なお子様や１

０代のお客様にもタヒチアン文化を通し、幅広くお楽しみいただけるよう工夫・設計

されております。 

 
タマリクラブ/The Tamarii Club (5 歳から 12 歳のお客様) 
 

“キッズフォーオールシーズン”プログラムはポリネシアンリゾートの特性を活かしたお子

様向けのキッズルームでございます。お迎えさせていただくレクリエーションチームは、お

子様のために日替わりの専用プログラムを用意してお待ちいたしております。屋外における

プログラムの数々、最新のゲーム機を始め映画上映など、簡単なスナックの用意もあり大い

に楽しんでいただけることを確信しておりますのでどうぞご利用下さいませ。 

 

ご利用可能時間：朝 8 時半より夕方 5 時まで 
 
チルアイランド/Chill Island (13 歳から 18 歳のお客様) 
 

10代のお客様はヤングアダルトセンターにて様々なプログラムをお楽しみいただけま

す。屋外のプライベートビーチには、ドリンクバー、アイスクリームパーラーのご用

意、またセンター屋内のラウンジでは、ビリヤード、ライブラリー、DVD、およびイン

ターネットをご利用いただけます。テニスコート横に位置し、テニスやビーチバレー

のご利用にも最適です。 

 

ご利用可能時間：朝 9 時より夜 11 時まで 


