Activities Rates2011
20112010
アクティビティのご予約はコンシェルジュデスクまで
内線 76 31
アクティビティーによっては、本島に位置するインターコンチネンタル
ボラボラ ルモアナリゾート出発のものがございます。
事前にシャトルボートスケジュールをご確認下さい。

予約取り
予約取り消し規約
ツアー催行日前日のキャンセル料は、料金の半額、
当日のキャンセル料は全額負担となっております。
サメと
XFP
サメとエイの
エイのラグーンツアー
ボートでの半日ラグーンツアー、シュノーケリングとサメとエイの餌付け
(お一人様) ........................................................................................................... 10 900
モツエクスペリエンス
島一周一日シュノーケリングツアー、モツランチ付
(お一人様)............................................................................................................ 14 000

....................................................................................... XFP
グラスボトムボート
半日ボート(不定期運行).........................................................4 300
ラグナリウム
午後半日魚のいけす訪問 .......................................................7 100
スキューバダイビング with バティスダイビング
体験ダイビング
ダイビング:
体験
ダイビング
1 ダイビング ラグーン内(お一人様) ............................... 8 500
ディスカバースクーバダイビング(体験ダイブ済の方)
２ダイブ(お一人様)..................................................................18 000
ブルーハネムーン DVD つき(お二人様)............................ 26 000
ライセンス有
ライセンス有りダイブ:
ダイブ
1 ダイブ (お一人様).................................................................. 8 500
2 ダイブ (お一人様) .................................................................15 500
パッケージ６ダイブ ................................................................43 000
パッケージ 10 ダイブ ..............................................................70 000
リフレッシュダイブ:
リフレッシュダイブ
リフレッシュダイブ (お一人様) .......................................... 8 500
ナイトロックスをご
ナイトロックスをご希望
をご希望の
希望の方はコンシェルジュまで
コンシェルジュまで
お尋ねください

ラグーンプライベートツアー”アラカルト
ラグーンプライベートツアー アラカルト”
アラカルト
ボラボラのラグーンツアーをお好きな時間だけお楽しみいただけます。
・2 時間 1 名から 4 名まで同料金 ............................................................ 30 000
・3 時間 1 名から 4 名まで同料金 ............................................................ 35 000
・4 時間 1 名から 4 名まで同料金 ............................................................ 40 000
・お一人様追加料金......................................................................................... 5 000
ご希望に応じてレストランでのランチもアレンジ可能です。
お一組様につき 7000CFP 追加料金

アクアサファリ
ヘルメット潜水

ライセンス無
ライセンス無し６馬力ボートレンタル
馬力ボートレンタル
・2 時間 最大 2 名様まで............................................................................. 12 000
・3 時間 最大 2 名様まで............................................................................. 13 000
・3 時間 最大 2 名様まで............................................................................. 14 000
すべてアンカーとはしご付

マオヒヌイツアー
マオヒヌイツアー
経験豊富なタヒチアンガイドがボラボラのラグーンをご案内
グリルロブスターとシャンパン付 ..................................... 118 500

ジェットスキー（
ジェットスキー（1 台につき 2 人まで）
まで）
2 時間のガイド付島一周ツアー.................................................................... 27 000
モアナジェットボートプライベートピクニックツアー
スピードボートでエイとサメの餌付け、シュノーケリングツアー
見渡す限り浅瀬の海にテーブルをセッティングしたピクニック
別の日には 2 時間のジェットスキーツアー付........................................ 68 000
リーフディスカバリー
サメやエイの餌付けとは一味違った
ボラボラのベストシュノーケリングスポットにお連れします。
................................................................................................................................. 10 900
ホビーキャット
プライベートセイリング 90 分。シュノーケリング付
................................................................................................................................. 21 000

................................................

8 600

アクアバイクアドベンチャー
海底を水中スクーターでダイブ.......................................... 12 250
潜水艦スピリットオブパシフィック
潜水艦スピリットオブパシフィック
３５分(タクシー代お一人 1,000CFP 別途) ........................ 24 000

....................................................................................... XFP
パラセイリング
・デュオ 100 メートル/15 分(お二人様)............................ 26 200
・デュオ 300 メートル/25 分(お二人様)............................ 33 500
ヘリコプター
・ボラボラ遊覧 15 分(お一人様)......................................... 20 300
・ツパイ島遊覧 30 分(お一人様)......................................... 39 900
最少遂行人数 4 名
4×
×4 ジープサファリ
半日島内 1 周サファリツアー.............................................. 7 900
ボラボラマウンテントレック
ボラボラのアナウからファアヌイまでを半日トレッキング
お一人様...................................................................................... 7 150
レンタカー
Bugway レンタル
・2 時間 1 台につき.............................................................. 12 000
・4 時間 1 台につき.............................................................. 14 000
その他
その他オートマ車
オートマ車や自転車の
自転車の貸し出しもございます。
しもございます。
詳しくはコンシェルジュ
しくはコンシェルジュまでお
コンシェルジュまでお尋
までお尋ねください。
ねください。
ホテル内
ホテル内の無料アクティビティ
無料アクティビティ
カヤック、カヌー、ウィンドサーフィン、スノーケリングマスク、タオルな
どはすべて無料でビーチハウスにて貸し出しております。
テニスコートは、プールサイドのスタッフまでご予約お願いいたします。
毎日 14 時よりビーチにてエイの餌付けあり
すべての料金は税込みパシフィックフランで表示されています。政府
の税率変更により、予告無しに料金が変更される場合がございます。

ラグーンディスカバリー(プライベートツアー
ラグーンディスカバリー プライベートツアー＆
ピクニック
プライベートツアー＆ピクニック)
ラグーンでのプライベートツアーと
プライベートモツでの BBQ ランチ.................................... 77 000
フィッシング
ルナシー ディープシーフィッシング
半日 BlackWatch34 ボート 6 名様まで ............................ 100 000
モアナアドベンチャーツアー
ラグーン内フィッシング 4 時間 .......................................... 43 300
コースタルフィッシング 4 時間 .......................................... 43 300
水上スキー
水上スキー/ウェイク
スキー ウェイクボード
ウェイクボード
15 分（お一人様）..........................................................
45 分（お一人様）..........................................................

9 000
13 000
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ロマンティックアイディア（
ロマンティックアイディア（お二人様料金）
二人様料金）
ロマンスターコイズディナー
リーフレストランでのディナー。キャンドルとお花で飾られたテーブルで
ロマンティックなひとときを
フルボトルシャンパン付................................................................................ 42 989
水上ヴィラ
水上ヴィラでの
ヴィラでのグルメディナー
でのグルメディナー
ヴィラのテラスでのグルメディナー
フルボトルシャンパン付................................................................................ 58 379
トロピカルブリーズ
客室桟橋先端デッキにてオテマヌ山を眺めながらのプライベートディナー
フルボトルシャンパン付................................................................................ 66 074
ビーチでの
ビーチでのグルメディ
でのグルメディナー
グルメディナー
星空の下、ホテル内プライベートビーチにてお二人だけのディナー
フルボトルシャンパン付................................................................................ 58 379

ロマンティックセレモニー(お
ロマンティックセレモニー お二人様料金)
二人様料金
チャペルセレモニー .............................................................................. 199 203
ポリネシアンウェディングをガラスのバージンロードでできた
水上チャペルで。ウェディング後にはケーキとシャンパン付
式には以下のものが含まれます
・“ブルーラグーン”チャペルのデコレーション
・司祭とダンサーとミュージシャン
・伝統的なウェディングキルト“ティファイファイ”のレンタル
・ウェディングブーケとパレオ 3 枚
・フラワーレイとトロピカルフラワーの冠（お二人様）

2 時間のガイド付島一周ツアー.................................................................... 27 000
モアナジェットボートプライベートピクニックツアー
スピードボートでエイとサメの餌付け、シュノーケリングツアー
見渡す限り浅瀬の海にテーブルをセッティングしたピクニック
別の日には 2 時間のジェットスキーツアー付........................................ 68 000
リーフディスカバリー
サメやエイの餌付けとは一味違った
ボラボラのベストシュノーケリングスポットにお連れします。
................................................................................................................................. 10 900
ホビーキャット
プライベートセイリング 90 分。シュノーケリング付
................................................................................................................................. 21 000

