
 

プライベートツアープライベートツアープライベートツアープライベートツアー  
« 現地ガイドによるプライベートツアー »  “ラプラージュラプラージュラプラージュラプラージュ .” 

2 時間のプライベートツアー、鮫とエイの餌付け 、 

シュノーケリング  ------------------------------------------30 000 cfp 

 

“現地ガイドによる一日プライベートツアー” “タノアタノアタノアタノア” 

サメとエイの餌付け、コーラルガーデンでのシュノーケリング、

砂浜でのポリネシアンビッフェランチ、ロブスター、シャンパン     

------------------------------------------115000 cfp 

 

4 時間のプライベートツアー“シャンパン＆サンドウィッチ”   

-------------------------------- ----------77 000 cfp 

 

« プライベートサンセットツアー 2 時間 » 

ボートでのツアー、カナッペとドリンク、ラグーンへ沈む夕日を

眺めながらの特別なひととき ------------------------------- 57 000 cfp 

 
 

 

ロマンティックセレモニーロマンティックセレモニーロマンティックセレモニーロマンティックセレモニー 
 

« ノテハウ » 

結婚記念日など特別な記念日のためのポリネシア式セレモニー 

----------------------------------------88 000 cfp 

 

« テ タマ » 

ホテルビーチでのポリネシアの伝統的な結婚式 

--------------------------------------137 500 cfp 

 

« テ アリイ » 

ホテルビーチでのポリネシアの伝統な結婚式＆ホテルビーチでの

プライベートディナー   
--------------------------------------- 198 000 cfp 

 

 
ご予約およびご質問はコンシェルジュデスクにて承ります。 

。 

 
 

インターコンチネンタル ボラボラ ルモアナリゾート 
BP 156, 98730 Bora Bora, Polynésie Française 

Tel : (689)604900 – fax (689)60 49 99 
Email : concierge.lemoana@interconti.pf  

 

 

                      

 

     

 

              

2011年度年度年度年度    アクティビティーアクティビティーアクティビティーアクティビティー料金料金料金料金 
コンシェルジュデスク: 4975/4970 

予約取予約取予約取予約取りりりり消消消消しししし規約規約規約規約 

ツアーツアーツアーツアー催行日前日催行日前日催行日前日催行日前日ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル料料料料はははは、、、、料金料金料金料金のののの半額半額半額半額、、、、 

当日当日当日当日ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル料料料料はははは全額負担全額負担全額負担全額負担となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

 

ボラボララグーンエクスカーションボラボララグーンエクスカーションボラボララグーンエクスカーションボラボララグーンエクスカーション 
サメサメサメサメととととエイエイエイエイののののラグーンツアーラグーンツアーラグーンツアーラグーンツアー(お一人様料金) 

-ボートでのラグーン一周半日午前中ツアー、シュノーケリング、 

鮫とエイの餌付け、モツでの休憩 ------------------------------------10 900 cfp  

-ボートでのラグーン一周一日ツアー、シュノーケリング、鮫とエイの餌

付け、モツでのピクニックランチ付  -------------------------------- 14 000 cfp 

-モツ“ピィティ ウウタイ”ヘノ送迎(お一人様往復料金) ------3 000 cfp 

 

-午後半日のラグナリウム（魚のいけす）訪問------------------------ 7100 cfp 

 

ランドエクスカーションランドエクスカーションランドエクスカーションランドエクスカーション 
4WDジープサファリジープサファリジープサファリジープサファリ(お一人様料金) 

-半日午前又は午後、ジープでの島一周しながら、島内の絶景ポイントを

まわり、島の暮らしや歴史に触れるツアー  ---------------------- 7 900 cfp 

 

ジェットスキージェットスキージェットスキージェットスキー（二人乗りジェット一台料金)  

-ガイド付きラグーン一周 2 時間、モツでのストップ--------------- 27 000 cfp 

-ガイド付きで 20 分間ジェットスキーの運転を満喫---------------15 000 cfp 

 

スキューバスキューバスキューバスキューバダイビングダイビングダイビングダイビング “バティスバティスバティスバティス クラブクラブクラブクラブ” 

-体験ダイブ (お一人様料金) --------------------------------------------- 8 500 cfp 

-1 ダイブ  (お一人様料金) ------------------------------------------------ 8 500 cfp 

-2 ダイブ  (お一人様料金) -----------------------------------------------15 500 cfp  

-ハネムーン用体験ダイブ“ブルーハネムーン”(お二人様料金) 

お花、ジュース、DVD 付 ------------------------------------------------26 000cfp 

 

パラセイリングパラセイリングパラセイリングパラセイリング ラグーン上空飛行（お二人様料金) 

- デュオ 100 m/15 分  ----------------------------------------------------- 26 200 cfp 

- デュオ 300m/25 分  -----------------------------------------------------33 500 cfp 

 

プライベートラグーンツアープライベートラグーンツアープライベートラグーンツアープライベートラグーンツアー  

-ジェットボートでのプライベート 3 時間ツアー、シュノーケリング,  

鮫とエイの餌付け、午後出発のみ-------------------------------------- 58 000 cfp 

-コンボコンボコンボコンボ：：：：4時間時間時間時間 ジェットボートでのプライベート 4 時間ツアー、 

シュノーケリング, 鮫とエイの餌付け、プライベートモツでのピクニッ

ク＋2 時間のジェットスキー   --------------------------------------68 000 cfp 

 

フィッシングフィッシングフィッシングフィッシング    (ボート一台の料金) 

- ラグーン内フィッシング 4 時間   ----------------------- 43 000 cfp 

- コーストフィッシング 4 時間 -------------------------- 43 000 cfp 

 

 ディープシーフィッシングディープシーフィッシングディープシーフィッシングディープシーフィッシング    (ボート一台の料金) 

-ルナシーでの 4 時間外洋フィッシング--------------- 100 000 cfp 
 

ライセンスライセンスライセンスライセンスなしなしなしなし 6 馬力馬力馬力馬力ボートレンタルボートレンタルボートレンタルボートレンタル（ボート 1 台料金）

屋根＆梯子付 

2 時間 (最大 2 名まで)   ------------------------------------- 12 000 cfp 

一日 (最大 2 名まで)   ---------------------------------------  20 000 cfp 

 

ホビーキャットホビーキャットホビーキャットホビーキャット （お二人様料金） 

ラグーンでのプライベートセーリング 1 時間半------- 21800 cfp  

 

アクアサファリアクアサファリアクアサファリアクアサファリ  (お一人様料金) 

ヘルメットをかぶり、水深 3m の海底散歩 -------------8 600 cfp  

 

アクアバイクアクアバイクアクアバイクアクアバイク    （スークター1 台料金） 

二人乗り水中スクーターでの海中散策  ----------------- 26 680 cfp 

 

潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦    （（（（おおおお一人様料金一人様料金一人様料金一人様料金）））） 

水深 30m、35 分間 -----------------------------------------24 000 cfp 

 

電動自転車電動自転車電動自転車電動自転車     （ 自転車一台料金） 

一日  ---------- ------------------------------------------------ 3 600 cfp 

 

カイトサーフカイトサーフカイトサーフカイトサーフ    （（（（おおおお一人様料金一人様料金一人様料金一人様料金）））） 

-1 時間半のレッスン -----------------------------------------16 000 cfp 

 

 

 

カヤック、カヌー、シュノーケリングセット、ビーチタオル等

はすべて無料でビーチハウスにて貸し出しております。 

 

レンタルカーとレンタルサイクルのお申し込みは  

コンシェルジュにて 

すべての料金は税込みパシフィックフランで表示。 

政府の税率変更により、予告なしに料金が変更される場合 

がございます。 

ジム、テニスコートは姉妹ホテル タラソでのご利用となりま

す。ご希望の場合はコンシェルジュまでお問い合わせ下さい。 

 
料金は 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日まで有効。. 

 


