アクティビティリスト
カメの餌付け見学

場所：エコセンター

時間：10：30am

無料

ビーチハウスにてご利用いただけるアクティビティ
バレーボール、サッカー 、バドミントン、ペタンク

時間：8 :00aｍ－5 :00pm 無料

スノーケリング貸し出し、カヤック、カヌー、スタンダップパドルボート

時間：8 :00aｍ－5 :00pm 無料

ポリネシアンカヌーセイリング（30 分のガイド付きカヌーツアー）

時間：12:00 - 16 :00pm 無料

ウィンドサーフィン/ 時間 :要相談/ 料金 :1 時間 1800xpf/ 1 名様(レッスン無し), 2500xpf/1 名様(グループレッスン), 6000xpf/1 名様(プライベートレッスン)
ポポラ サンセット ツアー

時間 4 :30pm － 6 :00pm

料金： 18000xpf/ 2 名様

アウトリガーカヌー

時間 8 :00aｍ－5 :00pm

料金：3000xpf/時間

オビーキャット

時間 8 :00am －5:00pm

料金：3500xpf/時間(最大人数 2 名)、プライベートレッスン 7500xpf/時間(1 名様)

ウクレレ、ギターレッスン

時間：要相談
場所：ビーチハウス

PAREO PAITING/パレオ染め体験

催行日：火曜と金曜

料金 :7120xpf/時間

催行日時：要相談

料金 : 2000xpf/1 名様

ラグーンアクティビティ
ディスカバリー・オブ・ザ・ラグーン

場所 :エコセンター

催行日時：要相談

料金：6000xpf/1 名様

SHARK AND RAY FEEDING WITH TEIVA TOURS （サメ、エイの餌付けツアー）
オプション 1： 半日ツアー

時間：8 :45aｍ－13:00pm

料金：11500xpf/1 名様

オプション 2：

時間：8 :45aｍ－15:00pm

料金 :14000xpf/1 名様

1 日ツアー(ランチ付き)

※ 追加オプションもございます。アクティビティデスクにてご確認下さい。
ジェットスキー

オプション 1：

1 時間ツアー

オプション 2：アイランドツアー

時間 12 :30pm～

料金：20000xpf/1 台

時間：9 :30aｍ～、2 :30pm～

料金：27500xpf/1 台

TANOA TOUR（ラグジュアリー ボート クルーズ ）
オプション 1：

1 日ツアー

オプション 2： 半日ツアー
オプション 3：

2 時間 30 分ツアー

料金：145000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様：22300xpf )

料金 : 83000xpf/4 時間/2 名様

( 追加人数 1 名様：16950xpf )

料金 : 62000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様：14200xpf )

オプション 4： モツでの昼食

料金：98000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様：22300xpf )

オプション 5： サンセットクルーズ

料金：85000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様：18300xpf )

Lagoon Service/ ポリネシアンカヌーでのラグーンツアー
オプション 1： 半日ツアー(4 時間)

時間：9：00 – 13：00、要相談

料金 : 60000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様： 7000xpf )

オプション 2：

時間：9：00 – 15 :00、要相談

料金 : 85000xpf/2 名様

( 追加人数 1 名様 ：15000xpf )

1 日ツアー (6 時間)

オプション 3： サンセットクルーズ(2 時間) 時間： 16：00 もしくは 17：00～

料金： 55000xpf/2 名様

オプション 4： サンセットクルーズ+ロマンティックディナー(3 時間)
時間： 17：00 － 21 : 00
料金： 98000xpf/2 名様
メニュー/ お飲み物：ワイン、シャンパン/ お食事：ロブスター、生魚、BBQ(魚、ロブスター、チキン)、野菜、バニラライス/ デザート：レモンチーズケ
ーキ、バナナポエ、果物 ※夕食時にファイアーダンスをご覧になりたいお客様は、ご予約時にアクティビティデスクのスタッフにお申し付けください。

Rohivai Tour（サメ、エイ、コーラルガーデンでのシュノーケリング）
オプション 1： 半日ツアー

時間 9 :00am – 1 :00pm

料金：12000xpf/1 名様

オプション 2： 一日ツアー

時間 9 :00am – 4:00pm

料金：15500xpf/1 名様

オプション 3： プライベート一日ラグーンツアー（昼食付き）

時間 9 :00am – 4 :00pm

料金：90000xpf/2 名様

ラグーン＆ディープシーフィッシング(TERAITUA FISH AND SEA)
半日ツアー(約 4 時間)

時間：8：00am ～12 :00pm

料金：94500xpf/最大 4 名様まで

一日ツアー(約 8 時間)

時間：8 ：00am ～15 :00pm、16 :00pm まで

料金：126000xpf/最大 4 名様まで

※ミネラルウォーター、ソフトドリンク、ローカルビールが含まれます。また、一日ツアーのお客様は軽食が含まれます。
スキューバダイビング

by ボラボラダイビングセンター

※ お問い合わせ、ご予約はダイビングセンターでお願い致します。

陸上アクティビティ

VAVAU ADVENTURE 4×4（サファリ） 時間：8:30aｍ～, 13 :00pm～

料金：11100xpf/1 名様

69150xpf/プライベート

NATURA DISCOVERY 4×4（サファリ） 時間：8:30aｍ～, 13 :00pm～ 料金：11100xpf/1 名様、4250xpf/12 歳以下のお子様, 73150xpf/プライベート
その他、ロマンティックオプションもございます。アクティビティデスクまでお問い合わせ下さい。

TAHITI HELICOPTER（ヘリコプター）
オプション 1： 15 分間 ボラボラ島上空 最小催行 5 名/ 料金：25000xpf/1 名様, 100000xpf/プライベート 2 名様 ,12500xpf/12 歳以下のお子様
オプション 2： 30 分間 ボラボラ島上空とツパイ上空 最小催行 5 名/ 料金：45000xpf/1 名様, 180000xpf/プライベート 2 名様, 22500xpf/12 歳以下のお子様
※アクティビティやスパ等のご予約をキャンセルされる際は 24 時間前までにアクティビティデスクまでご連絡くださいませ。また、その後のキャンセルは
100％のキャンセルチャージがかかります。

