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Ia orana イイイイアアアアオラナオラナオラナオラナ！！！！ホテルホテルホテルホテル日本語案内日本語案内日本語案内日本語案内                                                                                                                                        Updated MAY2017 

    

    

    

内線番号一覧内線番号一覧内線番号一覧内線番号一覧    

  フロント 9   /  レストラン 88846  / スパ 88821   

  日本人スタッフ直通 88842（勤務時間内のみ） 

 

ホテルホテルホテルホテル ⇔⇔⇔⇔ パペーテパペーテパペーテパペーテ 無料送迎無料送迎無料送迎無料送迎シャトルシャトルシャトルシャトル （フロントにて要予約） 
  ホテル発      8：30 ・ 14：30   

  パペーテ発    12：00 ・ 17：00 （下車した場所でお待ちください）    
      ※ 土曜午後、日曜、祝日は運休 

      ※ 大きな手荷物の持ち込み、所定場所以外での下車、乗車はお断りさせていただきます。 

 

タクシータクシータクシータクシー  現金をご用意ください 

  【片道 06～20 時】 パペーテ 2000CFP ・ カルフールアルエ 2000CFP ・ 空港 3000CFP 

  【夜間 20～06 時】 パペーテ 3000CFP ・ カルフールアルエ 3000CFP ・ 空港 4300CFP 

     ※ フロントにて呼寄せ 15 分ほどお待ちいただきます  

     ※ カルフールアルエにはタクシー乗り場がございません。往復でタクシーをご予約ください。 

 

市営市営市営市営バスバスバスバス        土曜午後、日曜、祝日運休 

  平日《早朝早朝早朝早朝～～～～17:0017:0017:0017:00 / 30 分～1 時間おき》       パペーテ：250xpf   

  土曜《早朝早朝早朝早朝～～～～11:3011:3011:3011:30 / 約 1 時間おき》           カルフール：150ｘｐｆ （乗車時にドライバーへ） 

  ※ 時刻表なし・長時間待つことがあります。手をあげてバスを止め目的地を告げてください。 

                    ホテルホテルホテルホテル→→→→パペーテパペーテパペーテパペーテのバス停はホテルを出て右方向です。パペーテ終点。 

                    パペーテパペーテパペーテパペーテ→→→→ホテルホテルホテルホテルは Rue Colette コレット通り（市役所）バス乗り場。    PapenoPapenoPapenoPapenooooo 又は MahinaMahinaMahinaMahina        

                （パペノオ・マヒナ)行きバスに乗車。ブザーを押すと近くで止まります。 

    

両替両替両替両替        日本円日本円日本円日本円・・・・主要外貨主要外貨主要外貨主要外貨→→→→パシフィックフランパシフィックフランパシフィックフランパシフィックフラン フロントにて 

    

    

    

    

    

おおおお電話電話電話電話のかけのかけのかけのかけ方方方方  外線はチェックアウト時に精算    

  客室から客室   ： ８８８８＋＋＋＋部屋番号部屋番号部屋番号部屋番号  

  外線         ： ００００＋＋＋＋電話番号電話番号電話番号電話番号 87 または 89 から始まる番号は携帯電話です。 

               40 から始まる固定電話より通話料金が高くなります。ご注意ください。 

  日本への国際電話： ００００＋＋＋＋００８１００８１００８１００８１＋「＋「＋「＋「００００」」」」をををを除除除除いたいたいたいた市外局番市外局番市外局番市外局番＋＋＋＋電話番号電話番号電話番号電話番号        

               例）03-1234-5678 → 0+0081+3+1234+56783+1234+56783+1234+56783+1234+5678    

    

客客客客室室室室設備設備設備設備 お部屋により異なる場合がございます。    

  ルームキールームキールームキールームキー     ： ドアは自動ロック式です。外出時はルームキーをお持ち下さい。 

               電気差込口にはじめから入っているカードは鍵として機能いたしません。 

        エアコンエアコンエアコンエアコン     ： バルコニーの扉扉扉扉がががが開開開開いているといているといているといていると作動作動作動作動しませんしませんしませんしません。。。。    

        ミニバーミニバーミニバーミニバー     ： お飲み物補充はフロントデスクへどうぞ。生ものの保管はご遠慮ください。 

        喫喫喫喫    煙煙煙煙        ：    全室禁煙。喫煙はテラスで可。灰皿はフロントへお申し付けください。 

        メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス        ： 定期的に害虫駆除を行っておりますが、自然に囲まれた場所であるため、 

                 客室に虫が入り込むこともございます。ご了承下さい。        

    

無料無料無料無料インターネットインターネットインターネットインターネット     

        無料無料無料無料 WIFIWIFIWIFIWIFI（ロビーロビーロビーロビー、、、、レストランレストランレストランレストラン、、、、バーバーバーバー、、、、客室客室客室客室でご利用可。） パスワード maitaiwifi! 

        ビジネスセンタービジネスセンタービジネスセンタービジネスセンター(24(24(24(24 時間時間時間時間)))) : メイン棟 2 階 日本語キーボード有。お部屋のキーで入室 

        客室客室客室客室（（（（LANLANLANLAN ケーブルケーブルケーブルケーブル接続接続接続接続））））: フロントでウインドウズ対応ケーブルの貸出有。貸出し時、お部屋付け  

 で2,000xpfを課金いたしますが、返却の際2,000xpfは取り消しとなります。（数に限りがございます） 
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ヒティマハナヒティマハナヒティマハナヒティマハナレストランレストランレストランレストラン    Hiti Mahana Restaurant  
日本語メニュー有 

        朝食ブッフェ：06:30～10:00 / 昼食：11:30～18:00 / 夕食：18:30～22:00 

   朝食ブッフェ 3,300xpf   

   ※日曜日はSunday Branch(サンデイブランチ 06 :30～10：30) 4,400xpf 

 

ベイベイベイベイバーバーバーバー    営業時間：11:30～22:00  

    ハッピーアワーハッピーアワーハッピーアワーハッピーアワー：：：：17:3017:3017:3017:30～～～～18:3018:3018:3018:30        飲み物が半額になります ※一部メニューは除く 

 

レストラン・バーレストラン・バーレストラン・バーレストラン・バー    伝票伝票伝票伝票へのサインへのサインへのサインへのサイン    

お会計の際、伝票にお客様のサインを頂戴いたします。サイン後は内容の変更、返金等を承ることができ

ませんので必ず内容をご確認の上、サインをお願いいたします。サイン後の変更・返金には応じかねます。

ご了承ください。 ※レストランではご注文のメニュー番号が伝票に表示されます。 

【お食事が含まれたプランのお客様も、伝票伝票伝票伝票におにおにおにお部屋番号部屋番号部屋番号部屋番号とサインをとサインをとサインをとサインを頂戴頂戴頂戴頂戴しますしますしますします。。。。念念念念のためのためのためのため最後最後最後最後のののの精算精算精算精算

書書書書をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。】 

 

ホテルホテルホテルホテル施設施設施設施設  営業時間は予告無く変更また休業となる場合がございます。 

� ププププールールールール     レストラン営業時間外は自己管理の元お楽しみください。 

� プールタオルプールタオルプールタオルプールタオル貸出貸出貸出貸出     バーにて。 

� ルルルル    スパスパスパスパ  スパ営業時間内はサウナ利用無料です(ご予約推奨)。男女共有。水着を着用ください。 

� フィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンター  場所：スパ内 24 時間無料。スパ営業時間外は、ルームキーで入室下さい。 

� Fare des artisans    ファファファファレデアーティザンレデアーティザンレデアーティザンレデアーティザン  8 時～18 時・毎日営業。 手作りアクセサリー、工芸品ショ

ップ。お支払いは現金のみとなります。 

� ブティックブティックブティックブティック（（（（アクティビティデスクアクティビティデスクアクティビティデスクアクティビティデスク））））        営業時間は4ページ参照。お土産ショップ。オプショナルツアーの

申し込みはこちらへどうぞ。 

� 自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機  全棟1階・ソフトドリンク自動販売機、4棟０階のエレベーター付近・スナック類 

� 飲料販売飲料販売飲料販売飲料販売     ボトルウォーターやソフトドリンクはバーにて。バー営業時間外はフロントへどうぞ。 

� 製氷機製氷機製氷機製氷機         レストランで氷をお渡ししております 

 

 
 

**    ポリネシアンダンスディナーショーポリネシアンダンスディナーショーポリネシアンダンスディナーショーポリネシアンダンスディナーショー    ** 

ヒティマハナレストランにて  

要予約 

    

    

毎週毎週毎週毎週木曜日木曜日木曜日木曜日    マルケジアンマルケジアンマルケジアンマルケジアンダンスショーダンスショーダンスショーダンスショー      

アラカルトディナー 

お好きなメニューをご注文いただくことができます。 

ダンスショーの観覧料金はかかりません。 

夕食 18時30分～ ダンスショー 19時30分～ 

ダンスグループダンスグループダンスグループダンスグループ    Taki ToaTaki ToaTaki ToaTaki Toa（（（（タキトアタキトアタキトアタキトア））））    

    

****    ****    ****    

    

毎週毎週毎週毎週金曜日金曜日金曜日金曜日    ソソソソワレワレワレワレマタムアマタムアマタムアマタムア        

ポリネシアンダンスポリネシアンダンスポリネシアンダンスポリネシアンダンス        

ウクレレバンド＆ローカルライフデモンストレーション 18時～  

夕食 19時 ～ 22時   ダンスショー 19時30分～ 

アラカルトディナー 

ダンスグループダンスグループダンスグループダンスグループ        ＨｕｒｉａｍａＨｕｒｉａｍａＨｕｒｉａｍａＨｕｒｉａｍａ    （（（（フリアマフリアマフリアマフリアマ））））    

    

    

    

    

 

ショーやダンスグループは予告なく変更となる場合がございます。 
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Le Spa / Le Spa / Le Spa / Le Spa / ル・スパル・スパル・スパル・スパ    （（（（ブティックブティックブティックブティック隣隣隣隣のエレベのエレベのエレベのエレベ－－－－タタタタ－－－－でででで 3333 階階階階へへへへ））））    内線内線内線内線 88821888218882188821    営業時間：9:30 ～19:00 年中無休 

お問い合わせ、ご予約はスパ営業時間内に承ります。カッコのついた料金はペア料金です。フレッシュフルーツを使用するトリートメントは、24 時間以上前の予約が必要です。 

    

� ボディボディボディボディマッサージマッサージマッサージマッサージ    (お好みのオイルをお選びいただきます) 

MàharaMàharaMàharaMàhara((((マハラマハラマハラマハラ))))    －－－－リラックスリラックスリラックスリラックス    

50 分/12,500cfp（20,000cfp） 80 分/16,000ｃｆｐ（25,000cfp） 

ソフトマッサージで筋肉の凝りをほぐし、血行促進をもたらします。 

TaharaTaharaTaharaTahara`s`s`s`s((((タハラタハラタハラタハラ))))    －－－－リフレクソロジーリフレクソロジーリフレクソロジーリフレクソロジー    80 分/18,000cfp(29,500cfp)    

リフレクソロジーを取り入れた、体内エネルギーを調整するトリート

メント。足裏の反射区を刺激しストレスや緊張を和らげます。 

HauHauHauHau’’’’maru maru maru maru （（（（ハウマルハウマルハウマルハウマル））））    －－－－リラッリラッリラッリラックスクスクスクス＆＆＆＆デトックスデトックスデトックスデトックス    

50 分/12,500cfp（20,000cfp） 80 分/16,000cfp（25,000cfp） 

手のひらと前腕を使った長いストロークのマッサージで筋肉を和ら

げ、体内の酸素の流れをスムーズにし老廃物の排出を促します。 

TaurumiTaurumiTaurumiTaurumi（（（（タウルミタウルミタウルミタウルミ）－）－）－）－ポリネシアンマッサージポリネシアンマッサージポリネシアンマッサージポリネシアンマッサージ    

30 分/6,500cfp(11,000cfp) 

50 分/13,500cfp(22,000cfp) 80 分/18,000cfp(29,500cfp) 

ポリネシアの伝統的なトリートメントです。力強いハンドテクニック

で足先から頭部へとマッサージしていきます。  

‘‘‘‘OfeOfeOfeOfe（（（（オフェバンブーオフェバンブーオフェバンブーオフェバンブー））））    ----デトックスデトックスデトックスデトックス    80 分/18,000cfp（29,500cfp）    

リンパの流れを促進し、老廃物を浄化するトリートメントです。 

 

◆◆◆◆        ボディスクラブボディスクラブボディスクラブボディスクラブ（レインシャワー付）  

全メニュー30 分/9,000cfp    

PuPuPuPu’’’’a Haa Haa Haa Ha’’’’ari ari ari ari （（（（プアハアリプアハアリプアハアリプアハアリ））））    －－－－ソフトボディスクラブソフトボディスクラブソフトボディスクラブソフトボディスクラブ    

敏感肌にも優しい、ココナツ果肉によるボディスクラブ。 

ＭａｔａｖａｉＭａｔａｖａｉＭａｔａｖａｉＭａｔａｖａｉ    （（（（マタヴァイマタヴァイマタヴァイマタヴァイ））））    －－－－ポリネシアンスクラブポリネシアンスクラブポリネシアンスクラブポリネシアンスクラブ    

ポリネシアの火山灰からできたミネラルを含む黒砂のスクラブとモ

ノイオイルで全身をディープクレンジング 

Tihota Ute Ute Tihota Ute Ute Tihota Ute Ute Tihota Ute Ute （（（（ティホタウテウテティホタウテウテティホタウテウテティホタウテウテ））））    ----エキゾチックバスエキゾチックバスエキゾチックバスエキゾチックバス    

伝統的なモノイオイルにブラウンシュガーとバニラを絶妙にブレン

ドしたエキゾチックなボディスクラブ 

ＰｕＰｕＰｕＰｕ’’’’ａａａａ    ＭｉｔｉＭｉｔｉＭｉｔｉＭｉｔｉ    （（（（プアミティプアミティプアミティプアミティ））））    －－－－トーニングボディスクラブトーニングボディスクラブトーニングボディスクラブトーニングボディスクラブ    

シークリスタルとエッシャンシャルオイルによるボディスクラブ。不

要な角質を取り除きお肌を磨き上げます 

 

� バスバスバスバス    

TiarTiarTiarTiareeee    TahitiTahitiTahitiTahiti    （（（（ティアレティアレティアレティアレ    タヒチタヒチタヒチタヒチ）－）－）－）－リラックスバスリラックスバスリラックスバスリラックスバス    

80 分/19,000cfp(30,000cfp) 

ティアレエッセンス入りバス 30 分とソフトボディマッサージ 50 分。 

ParataitoParataitoParataitoParataito（（（（パラタイトパラタイトパラタイトパラタイト））））----トラディショナルバストラディショナルバストラディショナルバストラディショナルバス----    

80 分/22,000cfp(35,000cfp) 

花々やヒーリング効果のある植物入りバス 30 分。同時にスカルプ

マッサージ 10 分。ポリネシアンボディマッサージ 50 分。 

Te Vai Anuanua Te Vai Anuanua Te Vai Anuanua Te Vai Anuanua （（（（テバイテバイテバイテバイ    アアアアヌアヌアヌアヌアヌアヌアヌアヌア））））    －－－－エキゾチックバスエキゾチックバスエキゾチックバスエキゾチックバス    

30 分/7,900cfp（12,600cfp） 

温かいハーブティーを飲みながら、フレッシュココナツミルク入りバ

スに 30 分の入浴。 

 

� フェイシャルケアフェイシャルケアフェイシャルケアフェイシャルケア    全全全全メニューメニューメニューメニュー50505050 分分分分    

MoereMoereMoereMoere（（（（モエレモエレモエレモエレ）－）－）－）－ソフトフェイシャルソフトフェイシャルソフトフェイシャルソフトフェイシャル 9,000cfp    

お肌の保湿と栄養。日焼け後のお肌にもオススメです。 

Les incontournables Les incontournables Les incontournables Les incontournables （（（（クラシックフェイシャルクラシックフェイシャルクラシックフェイシャルクラシックフェイシャル））））    9,000cfp～ 

ノーマル、オイリー、アンチリンクル、肌質に合わせたベーシックト

リートメント。肌質により料金が変わります。お問合せください。    

MasculinMasculinMasculinMasculin    （（（（男性用男性用男性用男性用フェイシャルトリートメントフェイシャルトリートメントフェイシャルトリートメントフェイシャルトリートメント））））    9,000cfp    

男性用のベーシックフェイシャルトリートメント 

MirMirMirMiriiii    MonaMonaMonaMona    MonaMonaMonaMona（（（（ミリミリミリミリ    モナモナモナモナモナモナモナモナ））））    12,500cfp    

紅茶、ハチミツ、レモン、パパイヤなど、自然の恵みによるマッサ

ージとパック。お肌に輝きを与えます。 

 

◆◆◆◆    パッケージパッケージパッケージパッケージ    

MonamonaMonamonaMonamonaMonamona（（（（モナモナモナモナモナモナモナモナ））））        3 時間 30 分 31,000cfp(50,000cfp)    

スチームルームとサウナ、コーヒーとココナツのボディスクラブ、

「マハナ」ボディマッサージ 50 分、マニキュアとペディキュア。 

Ritual Signaure Le Spa Ritual Signaure Le Spa Ritual Signaure Le Spa Ritual Signaure Le Spa （（（（ルルルル    スパオリジナルパッケージスパオリジナルパッケージスパオリジナルパッケージスパオリジナルパッケージ）－4 時間 

37,000cfp（65,000cfp）  

スチームルームとサウナ、黒砂のボディスクラブ、パパイヤ果肉

のボディマスクとスカルプマッサージ、「タウルミ」ボディマッサージ

50 分、「ミリモナモナ」フェイシャルトリートメント 

Ritual Detox (Ritual Detox (Ritual Detox (Ritual Detox ( リ チ ュ ア ル デ ト ッ ク スリ チ ュ ア ル デ ト ッ ク スリ チ ュ ア ル デ ト ッ ク スリ チ ュ ア ル デ ト ッ ク ス ))))     － 3 時 間 

29,000cfp(52,000cfp)    

スチームルームまたはサウナ、クリスタルソルトのボディスクラブ、

「オフェバンブー」ボディマッサージ 80 分 

    

◆◆◆◆    MabucureMabucureMabucureMabucure    ネイルケアネイルケアネイルケアネイルケア        

ケアケアケアケア＆＆＆＆マニキュアマニキュアマニキュアマニキュア    5,000cfp ケアケアケアケア＆＆＆＆ペディキュアペディキュアペディキュアペディキュア    7,000cfp    

マニキュマニキュマニキュマニキュアアアア    1,500cfp ペディキュアペディキュアペディキュアペディキュア    2,000cfp    

◆◆◆◆    Epilation Epilation Epilation Epilation     脱毛脱毛脱毛脱毛ワックスワックスワックスワックス    

詳細はスパスタッフまでお問合せください。 

    

ホテルごホテルごホテルごホテルご宿泊宿泊宿泊宿泊のおのおのおのお客様客様客様客様ははははボディトリートメントボディトリートメントボディトリートメントボディトリートメントがががが 10101010％％％％オフオフオフオフになりますになりますになりますになります。。。。ペア料金、プロモーションは対象外    

スパオリジナルグッズはホテルスパオリジナルグッズはホテルスパオリジナルグッズはホテルスパオリジナルグッズはホテルでしかでしかでしかでしか購入購入購入購入できませんできませんできませんできません。。。。おおおお求求求求めはブティックまたはスパにてどうぞめはブティックまたはスパにてどうぞめはブティックまたはスパにてどうぞめはブティックまたはスパにてどうぞ。。。。    
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アアアアアアアアククククククククテテテテテテテティィィィィィィィビビビビビビビビテテテテテテテティィィィィィィィツツツツツツツツアアアアアアアアーーーーーーーーののののののののごごごごごごごご案案案案案案案案内内内内内内内内  //  AAccttiivviittiieess  &&  TToouurrss          内内内内内内内内線線線線線線線線 8888881133   Update / SEP2016 

    

ごごごご予約予約予約予約ははははアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティデスクデスクデスクデスク（（（（ブティックブティックブティックブティック内内内内））））へへへへ    
 

ブティック営業時間 

月～水曜日 8 時 ～ 12 時  / 14 時 ～ 18 時 

木～土曜日 8 時 ～ 12 時 / 14 時 ～ 19 時 

               日曜日      8 時～ 12 時 
※営業時間は予告なく変更になることがあります 

 

 

*有料アクティビティのご予約の最終受付は、前日の 16：30 ごろまでにお願い致します。 

*ホテルでお申し込みのツアー、レッスンはすべて英語またはフランス語で催行されます。 

*全リストはアクティビティデスクにてご確認ください。 

*予告なく変更、中止、または当日の天候により催行できない場合があります。予めご了承下さい。 

おおおお部屋付部屋付部屋付部屋付けができませんけができませんけができませんけができません。。。。おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ時時時時にににに直接直接直接直接、、、、現金現金現金現金またはクレジットカードにておまたはクレジットカードにておまたはクレジットカードにておまたはクレジットカードにてお支払支払支払支払いくださいいくださいいくださいいください。。。。    
 

 

    

����ランドランドランドランド    アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ����    

    

タヒチタヒチタヒチタヒチ島島島島 4444ＷＤＷＤＷＤＷＤサファリツアーサファリツアーサファリツアーサファリツアー/ / / / 4444ＷＤＷＤＷＤＷＤ    SafariSafariSafariSafari    Tour Tour Tour Tour     

半日半日半日半日ツアーツアーツアーツアー：：：：09:30～13:00 または 14:30～17:30    5,500xpf5,500xpf5,500xpf5,500xpf    

タヒチ島の山、秘境を４輪駆動で巡る探検ツアー。トロピカルな植物、

‘Pufau’プフウの川で水遊びもお楽しみいただけます。 

１１１１日日日日ツアーツアーツアーツアー：：：：09:30～17:30 昼食代金別途                  8888,,,,555500xpf00xpf00xpf00xpf        

壮大でワイルドなタヒチ島のパノラマビュー、美しい滝。昼食はレストランマ

ロトでお好きなメニューをお選び下さい。現金、カードで別途お支払い。 

        ＊＊＊＊水遊水遊水遊水遊びびびびごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは水着水着水着水着着用着用着用着用のののの上上上上、、、、タオルをごタオルをごタオルをごタオルをご持参下持参下持参下持参下さいさいさいさい。。。。    

    

タヒチタヒチタヒチタヒチ島内島内島内島内バスバスバスバス観光観光観光観光    / / / / Circle Island TourCircle Island TourCircle Island TourCircle Island Tour        

12:45 ～16:45                         5555,800xpf ,800xpf ,800xpf ,800xpf     

タハラの丘ビューポイント、滝、洞窟、ゴーギャン博物館、ビーナス岬など。 

  *博物館の入場料（ゴーギャン博物館）は含まれておりません。 

                            

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー    / / / / Rent a carRent a carRent a carRent a car    

レンタル（24 時間単位 / 保険込み） 料金料金料金料金////ご予約時予約時予約時予約時にににに確認確認確認確認    

＊ 手続きには、免許証免許証免許証免許証、、、、クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードが必要となります。タヒチでの

運転は左ハンドル、右側走行です。交通状況なども日本とは異なり

ます。運転の際は、くれぐれもお気をつけ下さい。事故、盗難などに

関しましては、ホテルでは一切責任を負いかねます。ご了承下さい。 

 

����ウォーターアクティビティウォーターアクティビティウォーターアクティビティウォーターアクティビティ����    

 

体験体験体験体験ダイビングダイビングダイビングダイビング/ Discover Scuba/ Discover Scuba/ Discover Scuba/ Discover Scuba----Diving Diving Diving Diving     

水中にいる時間は 20～30 分です。    

10:30～13:00                                            7,5007,5007,5007,500xpf xpf xpf xpf  

    

    

ファンダイビングファンダイビングファンダイビングファンダイビング    / Certified diver / Certified diver / Certified diver / Certified diver （（（（ライセンスライセンスライセンスライセンス要持参要持参要持参要持参））））            

1 1 1 1 タンクダイブタンクダイブタンクダイブタンクダイブ    8:30 又は 13:30                  10,70010,70010,70010,700xpfxpfxpfxpf    

2 2 2 2 タンクダイブタンクダイブタンクダイブタンクダイブ 8:30 ～13:00    12,300xpf12,300xpf12,300xpf12,300xpf  

    

    

スノーケリングツアースノーケリングツアースノーケリングツアースノーケリングツアー    / Snorkeling Tour/ Snorkeling Tour/ Snorkeling Tour/ Snorkeling Tour                                    5,5,5,5,000000xpf 00xpf 00xpf 00xpf     

10:30～13:00 

    

ドルフィンウォッチングツアードルフィンウォッチングツアードルフィンウォッチングツアードルフィンウォッチングツアー    / / / / DolphinDolphinDolphinDolphin    WatchingWatchingWatchingWatching                        

ホテル出発：06:45 (所要時間：約 2 時間)         11111111,,,,000000xpf 00xpf 00xpf 00xpf     

ボートにて海を周遊しながら、イルカの群れを探します。水着とタオルを 

お持ち下さい。9 月頃から 11 月頃はクジラも見られる可能性があります。 

    

    

    

    

クジラウォッチングツアークジラウォッチングツアークジラウォッチングツアークジラウォッチングツアー    / / / / Whale WatchingWhale WatchingWhale WatchingWhale Watching                                    

ホテル出発：13:30(所要時間：約4 時間)              11.11.11.11.000000xpf 00xpf 00xpf 00xpf  

ボートにて海を周遊しながら、クジラの親子を探します。水着とタオルを 

お持ち下さい。9 月頃から 11 月頃子育てに帰ってくるクジラを見るツアー。 

  ※季節限定です。催行時期はアクティビティデスクでご確認ください。 

  *天候天候天候天候によりによりによりにより、、、、中止中止中止中止のののの場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。イルカイルカイルカイルカ・クジラ・クジラ・クジラ・クジラはははは野生野生野生野生ののののためためためため、、、、見見見見

ることができないることができないることができないることができない場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合のののの返金返金返金返金はございませんはございませんはございませんはございません。。。。    

    

サーフィンサーフィンサーフィンサーフィン/ Surfing lesson/ Surfing lesson/ Surfing lesson/ Surfing lesson    

サーフィンまたは、ボディボードレッスン（半日） 

8:45～12:00 または、13:30～17:00                        9999,,,,666600xpf00xpf00xpf00xpf～～～～        

  プロのインストラクターが、ご指導いたします。 

  *ボードレンタル、ホテルとポイント間の送迎、保険込み  

    

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（（（（ガイドガイドガイドガイド付付付付きききき））））    / Jet Ski/ Jet Ski/ Jet Ski/ Jet Ski        

1 名利用 15,000xpf～/2 名利用 18,000xpf～ （送迎なし） 

ジェットスキーでタヒチの海を周遊するツアーです（ガイド付き）。 いくつか

のコースがあります。催行会社はインターコンチネンタルホテル内にござ

います。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい 


