






テティアロア島へ
テティアロア環礁は、ソシエテ諸島を構成す
るウィンドワード諸島にあり、タヒチ島の北
部からの場所に位置します。ファアア国際空
港のエア・テティアロア専用ターミナルか
ら、人乗りのブリテン・ノーマン機ツインタ
ーボエンジンを利用し、分でアクセスできま
す。テティアロア島のプライベートターミナ
ルでは「ザ・ブランド」リゾート従業員がお
客様をお迎えし、電動カーとでお客様のプラ
イベートヴィラへとご案内いたします。

テティアロア、のモツが浮かぶラ
グーン
ザ・ブランドはオネタヒ島に位置し、その広
さはヘクタールに及びます。ラグーンに浮か
ぶそれぞれのモツ小島は、カヌーまたは徒歩
で往き来できるほど近い距離にあります。ホ
ヌエア島には白い砂のビーチが広がり、環礁
最大のモツであるティアラウヌ島にはココヤ
シが生い茂っています。北端に位置するタウ
イニ島、タウロア島、ヒラアナエ島の間には
サンゴ礁の「ホア」が伸びており、ここはレ
モンシャークの稚魚たちの生息地となってい
ます。パラダイスのようなビーチが広がるオ

ロアテラ島には、タツノオトシゴの形をした
伝説の天然池があります。タフナ・イティ島
とタフナ・ラヒ島は、鳥たちが巣作りをする
サンクチュアリとなっています。アイエ島は
環礁最小のモツであり、手付かずの原始林が
残されているレイオノ島は「カヴェウ」と呼
ばれるヤシガニの生息地となっています。ま
たリマツウ島は、最初にヨーロッパ人が住ん
だ島で、ココヤシのプランテーションを行っ
ていた頃の村や埠頭が残っています。

プライベートヴィラ
ザ・ブランドでは、タートルビーチまたはマ
ーメイドベイに面したヴィラ棟ベッドルーム
～ベッドルームをご提供しております。各ヴ
ィラは木造りの壁、バンダナスの葺き屋根な
ど、ポリネシアの伝統的な竹造り葺き屋根家
屋からインスピレーションを得た造りとなっ
ています。すべてのヴィラに備え付けられて
いるワイルドウインドーからは、南国の樹々
やプライベートプールの向こうに、青いラグ
ーンを一望することができます。インテリア
には現地の素材が使われ、屋外と屋内の一体
感が楽しめるエレガントでゆったりとしたデ
ザインとなっています。ナチュラルトーン、
ピュアなラインそして贅沢な快適さに、ザ・



ブランドの洗練されたセンスが現れていま
す。

各ヴィラは広々としたベッドルーム、クロー
ゼット、リビングルーム、テレビ付きのメデ
ィアルームで構成されており、と接続が可能
です。屋外には樹々に囲まれたバスタブが設
置されているほか、寝椅子とテーブルの置か
れたウッドデッキが、プールと白い砂のプラ
イベートビーチに面して設置されています。
また目立たなくはありますが、リゾート施設
全般に使われている最新のテクノロジーが最
高の快適さをお約束いたします。冷房システ
ムには深海から汲まれた海水が使われ、電力
はソーラーエネルギーによって供給されてい
ます。また発電にはココナツオイルが用いら
れ、淡水はこれらテクノロジーを使用するこ
とでまかなわれています。

リビングルーム＆ベッドルームのヴィラ
棟 ヴィラ㎡、専用テラス㎡、プライベートプ
ール㎡。大人名、子供名まで宿泊可能。

リビングルーム＆ベッドルームの階建てヴ
ィラ棟 ヴィラ㎡、ウッドデッキ付きのプライ
ベートガーデン㎡、プール㎡。ダイニングル
ームとキッチンが備わっており、リゾートの
シェフが料理をふるまうことができます。名
まで宿泊可能。

.ベッドルームのヴィラ棟 マーメイドベイ
を望むヴィラ㎡。ベッドルームのヴィラと同
じ仕様ですが、つ目のベッドルームは別棟に
あります。ここにもクローゼット、屋外バス
タブ付きの専用のバスルームが設置されてい
ます。名まで宿泊可能。プライベートガーデ
ンとデッキ㎡、プール㎡。

サービス
ビーチコンバー・カフェ 海を前にしたカジ

ュアルかつエレガントなレストランでは、朝
食、昼食、夕食をご用意しております。メニ
ューにはポリネシア料理からフランス料理ま
でとり揃えております。テラスからはラグー
ンの絶景をお楽しみいただけます。

レ・ミュティネ 最大名までお迎えできるフ
ァインダイニング・レストランは、夕食のみ
をご用意しております。パリのミシュランつ
星レストラン「グラン・ヴェフール」のシェ
フ、ギィ・マルタンによる料理をお楽しみい
ただけます。世界中のハイクオリティーワイ
ンを取り揃えたワインセーラーを備えている
ほか、パリの有名レストランと同じクオリテ



ィーのお料理、またはシェフのオリジナル料
理をご堪能いただけます。

テ・マニュ・バー ビーチを見下ろす階のオ
ープンバーでは、圧巻のラグーンを一望でき
ます。ソファの置かれたくつろぎのラウンジ
に加え、プライベートスペースが配されてい
ます。美しい日没の風景を眺めたり、ビリヤ
ードをお楽しみいただけます。

ボブズ・バー ビーチに設けられたこのバ
ーは、マーロン・ブランドの映画のアシスタ
ントにちなんで命名されました。砂の上に直
接足を置き、自然木のハイスツールに腰掛け
て、リラックスした雰囲気で人々と交流する
のにうってつけの場所となっています。

メイン・プール ビーチにせり出したプール
には、デッキチェア、テーブル、パラソルが
用意されており、リラックスしたひとときを
お過ごしいただけます。お飲み物とお食事を
お楽しみいただくこともできます。

スパ・ヴァルア 南国の樹々に囲まれた㎡の
オアシスに位置したスパで、ポリネシアの伝
統からインスピレーションを受けた最新ホリ
スティック・トリートメントを受けることが
できます。鳥の巣のように木の上に設けられ
たトリートメントルームからは、蓮の花咲き
乱れる池の絶景を眺めることができ、いつま
でも忘れられない思い出になること間違いな
いでしょう。スチームバス、フレッシュなウ
ォーターフォール、ハーブティーラウンジ、
ヨガスペースなどをご用意しております。

コンシェルジェ＆エクスプローラーズ・
クラブ ホテル中心にある建物の階では、ラ
グーン周辺での多様なアクティビティーをご
案内しております。階はライブラリーとなっ
ており、静かにゆったりと読書をお楽しみい
ただけます。本、レクチャー、展覧会を通じ
てポリネシアの文化について学ぶことができ
ます。インターネットをご利用いただけるほ
か、お飲み物と軽食をご用意いたしておりま
す。

エコール・ドュ・ラグーン 若いお客様が
集い、くつろげる場をご提供いたします。ま
たテティアロアに生息する動植物の保護プロ
グラムを担うテ・マナ・オ・テ・モアナ・ア
ソシエーションによって、特別に用意された
様々なアクティビティーにご参加いただけま
す。

エコ・ステーション ラボを備えた研究所
では、世界各地からの科学者たちが、環礁や
そこに生息する動植物の保護や保存のための



研究を行っています。科学者たちと意見を交
わすことのできる見学ツアーを実施していま
す。

アクティビティー＆エクスカーション ダ
ンス、音楽、お話会などの文化活動を通じ
て、テティアロアの歴史を知ることができる
ほか、動植物、原始林、レモンシャークの稚
魚養育所、海洋生物の観察会を通じて、ラグ
ーンの豊かな自然について知ることができま
す。伝統的なカヌー、カヤック、パドルボー
ド、またはシュノーケリングでラグーン散策
することや、各お客様専用の自転車で島を回
ったり、ガイド付きでラグーンの島々を散策
したりすることもできます。透きとおった海
での海水浴や、ビーチやプールでゆったりと
くつろぐこともテティアロアの楽しみの一部
です。

有機菜園と果樹園 当リゾートのシェフが料
理のインスピレーションを得る場所となって
います。テティアロアでは定期的にハチミツ
が採取されており、採れたハチミツは、カク
テル、シェフの料理、そしてシェフパティシ
エによるお菓子に用いられています。

陸上でスポーツをお楽しみになりたい場合
は、次の施設をご利用いただけます。フィッ
トネスセンター あらゆる機器が備えられてお

り、時間利用可能です。テニスコート 必要な
テニス用品がすべて取り揃えられています。
他のゲストと試合を行うこともできます。

タヒチアンジュエリー・ショップ シックな
ジュエリーセットのデザインで知られるヒネ
ラヴァによるジュエリーが、タヒチ真珠の世
界へといざないます。

ブティック サンクリーム、お化粧品、ファ
ッションアイテム、水着、書籍、工芸品、音
楽、絵葉書、タバコ、スナックなど、諸々の
アイテムを取り揃えております。

ミーティングルーム 最新の機器が取り揃っ
ています。名まで収容可能です。

イベント＆セレモニー 記念日、結婚式、パ
ーティー、ハネムーンなどの際に、夢のよう
な演出をご希望される場合は、コンシェルジ
ュがご相談を承ります。

ルームサービス 時間ご利用可能です。ヴィ
ラやウッドデッキでのお食事のほか、ビーチ
でのピクニックのセッティングも承ります。
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オールインクルーシブ
最低限泊からのご滞在料金には、すべてが含まれています。ご料金はヴィラのカテゴリーによ
って異なります。料金には以下のサービスが含まれます 
海に面したヴィラ宿泊料、リゾート内すべてのレストランでのお食事代特別なオーダーにつき
ましては追加料金をいただく場合がございます
時間ご利用可能なサービス、ルームにつき名様有効の、日分のスパでのトリートメントベッド
ルームのヴィラにご宿泊の場合、日２回のトリートメントご利用可能ベッドルームのヴィラに
ご宿泊の場合、日回のトリートメントご利用可。
専用の自転車ご利用できるほか、カヌー、カヤック、ペダルボート、フィン、水中メガネ、シ
ュノーケルをご利用いただけます。また、ボトル入りのミネラルウォーターを含むほぼすべて
のお飲み物、炭酸飲料水、ビール、ワイン、シャンペン、スピリッツ類をご自由にお飲みいた
だけます。但し、特別なシャンペン、クリュ、スピリッツ類などのプレミアムアルコール飲料
に関しましては、追加料金がかかります。
他にも次のサービスをご利用いただけます ヴィラとリゾートのその他の場所でのインターネ
ット接続、ヴィラ内でのビデオ撮影、催し物やセミナー、アクティビティー参加名様につき日
回、スキューバダイビング入門ご滞在中に名様につき回。

◆お問い合わせ・ご予約は

南太平洋旅行専門店
TEL 03-5643-8031

〒103ー 0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-8-5 松村ビル 2階  
営業時間 10:00～19:00（平日）10:30～19:00（土）日・祝休み
観光庁長官登録旅行業務第 1848号 


