
HILTON Originalヒルトンオリジナル 
ヒルトンエスケイプモツタプ Hilton Escape Motu Tapu  

9:15 (約 5 時間) リゾート受付より   7500cfp/1人 

その昔王家の人々しか上陸を許されなかった当リゾート所有の

プライベートアイランド･モツタプにて素晴らしいひと時をお

楽しみ下さい。 

（ランチ・ハーフボトルワイン・ビール・ミネラルウォーター込み） 

デイ イン パラダイス A Day In Paradise   

9:15 (約 5 時間)  リゾート受付より   15000cfp / 1人  

モツタプにてアップグレートされたロブスターBBQ ランチをラ

グーの上にセットされたテーブルにてお楽しみ下さい。 

（ＢＢＱ・ハーフボトルシャンペ

ン・白ワイン 1 本・ソフトドリン

ク・ミネラルウォーター込み） 

By the SEA 海  
ラグーンサファリ Lagoon 

safari by RAANUI     

9:15 (約 3 時間半)  リゾート受付より   9500cfp/1人 

サメとエイの獲付け、シュノーケリング、モツタプでの休憩、

ボラボラ島一周のツアー。最少催行人数：6 名 

モツタプ BBQ ピクニック BBQ Picnic by RAANUI  

9:30‐14:30  最少催行人数：6 名      9000cfp /1 人  

BBQランチ付き。モツタプにてご自由にお過ごし下さい。 

ラグーンサファリ＆モツタプ BBQ ピクニック コンボ 

ラグーンサファリと組み合わせ                        14000cfp/1人  

ラグナリウム Lagoonarium         土曜休み  

8：00／12：00（約 3 時間半) バイタペシャトルボート 

半日ツアー：8500cfp / 1 日ツアー（ランチ付） :13000cfp 

天然の水族館でのシュノーケリング。 

朝のツアーには、サメとエイの獲付け、シュノーケリング、 

ボラボラ島一周が含まれます。 

 

プライベート＆ロマンティックボートツアーJourdain tour 

出発時間 要相談 ２時間‐35000cfp・4 時間‐65000cfp  

お客様のニーズに合わせたジョーダンさんと行くプライベート

のボートツアー。 

プライベートバーベキューMotu Private BBQ 

10:00-16:30                                 40000cfp/1人   

お 2 人だけのプライベートツアー。海辺にセットされたテーブ

ルにて、豪華な BBQ ランチをお楽しみ下さい。サメとエイの獲

付け、シュノーケリング有 

グラスボトムボート Glass Bottom Boat        

出発時間 要相談（約 1 時間)リゾート受付より 4100cfp/1

人  

底がガラス張りのボートで、海の中をご覧下さい。 

水上スキー・ウェイクボート Water Ski・Wake board  

出発時間 要相談 リゾート受付より  

15 分‐9000 cfp  30 分‐13000cfp 

ジェットスキーJet Ski            

9：30／13：30（約 1 時間半) 当ビーチより  28000cfp/1台  

ガイドに従い、ご自身で運転をお楽しみ頂きながら、 

ボラボラ島を一周します。モツでの休憩あり。 

サンセットクルーズ Sunset Cruise       

16：00（季節により時間変動）詳細要相談 

ドリンク付 

フィッシング Fishing  最少催行人数 2 名 ４時間 

ラグーン・オフショアー    55000・75000cfp/1ボート  

ディープシーフィッシング Deep sea Fishing on Lunasea 

3時間 /75000 4時間 /100000 6時間 /120000 8時間 /140000 

（2 名から 6 名まで） 

 
 

By the Sky 空 

ヘリコプターHelicopter     最少催行人数4名（最大5名） 

ボラボラ周回（約15分）        

ホテル発  20300cfp/ 1人   本島発 18600cfp/1人  

ボラボラ及びツパイ島（約 30 分） 

ホテル発 30000cfp/1人   本島発  28600cfp/1人  

パラセイリング Parasailing 木曜休み  

100m 28000cfp/2人   300m 35000cfp/2人 

 

By the LAND 陸  

ジープサファリ Tupuna Jeep safari 日本人スタッフ有  

7600cfp/1人                

8：00／13：00（約 3 時間半) バイタペシャトルボート 

4WD で島の１周、小高い山からの景色が楽しめます。またポリ

ネシアンの文化や歴史なども説明してくれます。 

レンタルサイクル・レンタルカーAVIS  日曜休み 

国際免許証又は日本の免許証可。17 時までに要返却。 

2時間   4時間   8時間  

バグウェイ  12000cfp  14000cfp  ＮＯ  

パンダ/ ウノ  9000cfp   10850cfp  12300cfp 

キアピカント  9500cfp   11500cfp  13800cfp 

自転車     1400cfp   1600cfp   1800cfp 

 

    

*レンタル時に保障として、クレジットカードが必要となりますので 

必ずご持参下さい。（Visa, Master のいずれか、自転車レンタルでも

必要です） 

*ガソリン代は別途、直接現金にてお支払いとなります。 



Under the SEA 海中  
アクアサファリ Aquasafari          8000 cfp/1人  日曜休み  

出発時間 要相談 （約 2 時間) リゾート受付より 

ヘルメットをかぶり顔も濡らさず水中散歩を気軽に楽しめます。

６歳以上、潜水時間 30 分。 

アクアバイク Aquabike             24500cfp / 1台 日曜休み  

出発時間 要相談 （約 2 時間) リゾート受付より  

水中用のスクーターに乗込み、ご自身で運転しながら水中散策。

潜水時間 30 分。８歳以上のお子様も同乗可。 

潜水艦 Submarine   24000 cfp/1人  

出発時間 要相談 （約 1 時間)  

40m の海の世界をお楽しみ下さい。 

ダイビング  Scuba Diving by Bathys Diving or Bora Diving  

8：00／14：00（体験ダイビング） リゾート受付より 

体験ダイブ‐8500cfp  リフレッシュダイブ‐8500cfp 

ファンダイブ‐8500cfp /1ダイブ  15500fp / 2ダイブ 

ダイブイージーDive Easy  

出発時間 要相談 リゾート受付より  

1dive 40000cfp  2dive 60000cfp/2人 

ライセンスの有無に関係なく、プライベートにダイビングが楽

しめます。 

 

• キャンセルは 24 時間前までにお願いいたします。当日キャンセ   

ルの場合は、チャージがかかる場合がありますので、 

ご了承下さい。 

• 出発時にアクティビティスタッフが発行しますバウチャー   

（VOUCHER）を必ずお持ちになって当日のアクティビティに 

ご参加下さい。 

• 妊婦の方、何らかの疾患のある方は、アクティビティ参加に制限 

がある場合があります。予約時にご確認下さい。 

• 内容は予告なしに変更及び取消になる事がありますので予め御了 

承下さい。２０１０年１１月１６日現在 

• アクティビティーの機材の紛失・損傷についてはお客様に御請求 

させて頂く場合もあります。 

• 集合場所、時間等が変更になる場合がありますので、予約時に 

ご確認下さい。 

ヒルトン オリジナル バスソルト 

お土産でお困りのお客様、ヒナスパではラグーンと砂のカラー

のバスソルトを販売しております。この美しいラグーンの色を

日本のお友達にもお伝

えしませんか？ 

おうちのお風呂でタヒ

チ気分！ 

１瓶８００フラン  
２瓶１５００フラン 

 

 

 

 

バイオロック プロジェクト  
ヒルトンボラボラヌイリゾート＆スパでは、地元の保護団体と

ともにボラボラの珊瑚礁の保護に取り組み始め「バイオロッ

ク」プログラムを設立しました。これを導入することにより珊

瑚礁のストレスに耐える力が増し、また発育と自然増殖力が強

化されます。 

皆様のご協力をお願いしております。 

現在 1 泊につき 200 フランをお客様のお部屋に自動チャージさ

せていただき、寄付をお願いしております。もちろん、お気が

進まないようでしたらチェックアウト時にお気軽にスタッフに

お申し付け下さい。また、3000 フラン以上の寄付で、バイオ

ロックに文字を残すことが出来ます（文字数に限りあり）。お

二人の記念・思い出にまたボラボラ島の環境保護のためにお名

前を残されてはいかがでしょうか。こちらに関するお問い合わ

せも日本人スタッフ

にお気軽にお尋ね下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティビティーリスト 

ACTIVITY LIST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M	  ASASHI（お名前）	  
YNS	  （お二人のイニシャル）	  

が施されました。	  


