ヒルトン ボラボラヌイがご提案する
モツタプ無人島ウェディングと
ビーチでのポリネシアン ウェディング
(JAPAN)

２０１5

モツタプはリゾートからボートで約１０分の白砂の輝く無人島で、そのあまりの美しさから、かつては
王家の人々しか上陸が許されなかったタブーの島が“モツタプ”の由来です。ホワイトサンズビーチと
トルコブルーのラグーン、背景には深い緑に覆われた山が迫り、その鮮やかな色のコントラストは息を
呑む様な絶景。ヒルトン ボラボラヌイ リゾート＆スパにご宿泊のお客様だけの体験です。

１．モツタプウェディングの挙式内容
リゾートご到着の後にはホテルのスタッフがウェディングのご説明や段取りはもちろん、ご滞在中
の様々なご相談をお受けします。
当日、新郎新婦はリゾートの桟橋からボートに乗り、いよいよ挙式を行うモツタプへ。島に到着
すると、タヒチアンダンサーとミュージシャンがタヒチの伝統的ラブソングをギターやウクレレで
演奏しながらお二人をお出迎え致します。司祭により式は進められタヒチアンネームが授けられ、
結婚証明書の授与、ケーキカットとシャンパンのセレモニーなどを行います。挙式後リゾート内
ホワイトサンドビーチの“伝説のブラック ロック”の前でお写真はいかがですか？ ボラボラの
聖なる火山岩がお二人の永遠の愛を見守ります。ヒルトン ボラボラヌイ リゾート＆スパだけの
フォトスポットです。

Motu Tapu Hibiscus Wedding Ceremony（約 30 分）に含まれるもの
“モツタプ ハイビスカス ウエディング セレモニー”
ご料金：- 414,000 円 (モツタプにて)
-花嫁はカートにてお部屋から会場、花婿はお部屋からビーチまで
カヌーでのエスコート（１艘・片道）
＊カップルでのカヌー乗船をご希望の場合は別途カヌーライディング
をご購入ください。
-ホテル・モツタプ間のボートによる送迎
-タヒチアンの司祭
-トリオミュージシャンと 4 名のダンサーによるセレモニー
-新郎新婦用生花のレイと冠
-生花のブライダルブーケ
-タヒチ伝統の布、ティファイファイに包まるお祝いの儀式
-タヒチの伝統的な紙、タパ製の挙式証明書
-新郎新婦用の白いパレオ
-ボトルシャンパンとカナッペ
-会場のデコレーション
-モツタプでのロマンチックシャンパンディナー（お２人様）
-２層のウェディングケーキ
-ロマンチック ターンダウン(お部屋にて)
＊式に参列されるご家族やご友人のホテル・モツタプ間ボート送迎
の料金は別途お尋ねください。

２．ポリネシアンウェディングセレモニー
挙式内容の一例
リゾートご到着の後にホテルのスタッフがウェディングのご説明や段取りはもちろんご滞在中の
様々なご相談をお受けします。
ウェディングはポリネシアで一番長い白砂ビーチ、または丘の上にあるセントアムールチャペルでも
行うことができます。挙式当日、新郎新婦は白いパレオを身にまとい、挙式会場となるビーチへ
エスコートされ、タヒチアンダンサーとミュージシャンがギターやウクレレでタヒチの伝統的ラブソング
を演奏する中へ迎えられます。そして厳かでロマンチックなセレモニーがタヒチアンの司祭によって進め
られ、タヒチアンネームが授けられます。
＊内容は挙式やオプションにより異なります。

ポリネシアンウェディングの各プログラムの内容と料金
Frangipani Wedding Ceremony（約 20 分）に含まれるもの
“フランジパニ ウエディング セレモニー”
ご料金：- 207,000 円（ビーチ、またはチャペル）
-タヒチアン司祭
-ミュージシャン
-新郎新婦用生花のレイと冠
-生花のブライダルブーケ
-タヒチの伝統的な紙、タパ製の挙式証明書
-新郎新婦用の白いパレオ
-ハーフボトルシャンパン
-会場のデコレーション
-リゾートでのロマンチックディナー（お２人様）
-２層のウェディングケーキ

- 251,000 円 (モツタプ)

Hibiscus Wedding Ceremony（約 30 分）に含まれるもの
“ハイビスカス ウエディング セレモニー”
ご料金：294,000 円 (ビーチ、またはチャペル)
-花嫁はカートにてお部屋から会場、花婿はお部屋からビーチまでカヌーでのエスコート（１艘・片道）
＊カップルでのカヌー乗船をご希望の場合は別途カヌーライディングをご購入ください。
-タヒチアン司祭
-トリオミュージシャンと４名のダンサーによるセレモニー
-新郎新婦用生花のレイと冠
-生花のブライダルブーケ
-タヒチ伝統の布、ティファイファイに包まるお祝いの儀式
-タヒチの伝統的な紙、タパ製の挙式証明書
-新郎新婦用の白いパレオ
-ボトルシャンパンとカナッペ
-会場のデコレーション
-リゾートでのロマンチックシャンパンディナー（お２人様）
-２層のウェディングケーキ
-ロマンチック ターンダウン(お部屋にて)

Underwater Wedding Ceremoney (約２５分)に含まれるもの
“水中 ウェディング セレモニー”
ご料金 : - 498,000 円
-ミュージシャンと共に挙式の場所までカヌーでご案内（乗船中、フルーツと飲み物のサービス）
-新郎新婦用の白いダイビングスーツ
-ブライダルブーケと冠
-真珠貝の表面に彫られた挙式証明書
-真珠貝で作られた指輪（お２人様）
-ボトルシャンパン
-新郎新婦用の白いパレオ
-挙式中のビデオ
*午前中に式を挙げられる方は、モツタプでのシャンパンランチ(お２人様)を含んだプラン 554,000 円
もございます。
*ご参列者は４名様まで 22,000 円(お１人様、ダイビング用具を含む)にてお受けいたします。
（モツタプでのランチは含まず）

3.フォト サービス
下記のオプションを組み合わせて独自のフォトツアーを演出できます。
CD フォト
-挙式のＣＤフォト (約５０ショット)
-挙式とリゾート内撮影のＣＤフォト（約７５ショット）
-お支度時から、挙式、リゾート内撮影のＣＤフォト (約１２５ショット)
ビデオ撮影
-挙式のビデオ撮影
-挙式３０分前から、挙式、リゾート内でのビデオ撮影
-挙式６０分前から、挙式、リゾート内でのビデオ撮影

4８,000 円
73,000 円
83,000 円

79,000 円
89,000 円
117,000 円

カメラ及びビデオ撮影について
お客様ご自身にてカメラ、ビデオ撮影やヘア・メイクアーティストを手配される場合は１件に付き施設使用料として
1９,０00 円を申し受けます。またヴァイタぺ・ホテル間のシャトルボート代はお１人様片道 360cfp
（約 430 円）をホテル・モツタプ間と空港・ホテル間のボート代金に関しても別途かかりますのでお問い合わせ
下さい。上記ホテル手配のカメラ及びビデオ撮影をお申込みに関しては 施設使用料の対象外となります。

オプション
-お二人のリゾートとモツタプ間往復プライベートボート送迎

1８,000 円

＊モツタプでのフォトサービス時のボート送迎は必ずご購入ください。

-カヌーライディング（リゾート内ラグーンの短時間遊覧、または水上ビラ
からビーチまでの片道）
1７,０00 円
-ウェディングケーキ（お２人分、チョコレートまたはフルーツ）
６,４００円
-２層のウェディングケーキ（お２人分、チョコレートまたはフルーツ） １０,000 円
-４層のウェディングケーキ（お２人分、モツタプのイベントでは不可） 2４,000 円
-ボトルシャンパン
Pommery
1７,000 円
Billecard Salmon 1９,000 円
-ハーフボトルシャンパン(37.5cl)
Nicolas Feuillate 8,000 円
Pommery 9,300 円
-フラワーバージンロード（ビーチまたはモツタプ）
20,000 円
-トロピカルフラワーシャワー
12,000 円
-バラの花びらのフラワーシャワー
18,000 円
-ティアレのブーケ
11,000 円
-ティアレとフランジパニのブーケ
1６,000 円
-生花のブートニア
3,000 円
-生花のレイ（お１人様）
4,500 円
-生花の冠 （お１人様）
４,500 円
-ヘア＆メイク（リクエストにより日本人アーティストのアレンジ可）
ノアノア（ナチュラル＆シンプルなヘアスタイル）
27,500 円 (1 時間)
ネヘネヘ（軽いナチュラルメイク＆ナチュラルヘアスタイル）
37,000 円 (1.5 時間)
ヴァヒネ（優雅なヘアスタイル＆お花にて飾り付け）
3７,000 円 (1.5 時間)
ポエ
（優雅なヘアスタイル＆お花にて飾り付け＆セレブメイク）
55,000 円 (2 時間)

他にもロマンチックなオプションをご用意
-フラワーベッド（お部屋にて）
-フラワーバス （お部屋にて）
-トロピカルフラワーアレンジメント（お部屋にて）
-ロマンティックターンダウン（お部屋にて）
-ロマンチックサンダウナー オン ザ ビーチ（シャンパンとカナッペ）
-ロマンチックディナー（お２人様、ビーチ、レストラン、お部屋）
-ロイヤルロマンチックディナー（お２人様、ビーチ、レストラン、お部屋）
-ロマンチックディナー（お２人様、モツタプ）
-タヒチアンバーベキューディナー（お１人様、お部屋）
-シャンパンカヌー朝食（お２人様）
-ローカルミュージシャン（１人、約３０分）
-ダンサー（５人、約４５分）
-ファイヤーダンサー（１人、約１０分）
-ファイヤーダンサー（３人、約２５分）

新郎新婦だけのスペシャル スパ パッケージ

11,000 円
11,000 円
11,000 円
20,500 円
19,000 円
43,000 円
200,000 円
96,000 円
15,000 円
2８,000 円
4８,000 円
80,000 円
74,000 円
1２0,000 円

（ヒナスパにて）

-ロマンチックポリネシアンゲットアウェイ（３０分のティアレが香るバスと３０分のマッサージ）
27,000 円
-ハーモニー オブ ザ センシス （３０分のボディースクラブと５０分のボディーラップ）
40,000 円
-スパークル シャンパン ケア（２０分のボディースクラブ３０分のフェイシャル、５０分のマッサージ） 53,500 円

諸条件
- 上記料金にはタヒチの税金が含まれています。
-モツウェディングの衣装は、新郎新婦ご自身でご用意して頂きます。
（ポリネシアンウエディングには白いパレオがご用意されます。）
-カヌーライディングに関して、ポリネシアンウェディングのためタヒチの伝統に乗っ取り儀式を行うために
カヌーライディングは１艘で新郎のみとなります。新郎新婦揃ってのご乗船をご希望の場合は、
別途カヌーライディングをご購入ください。カヌーライディングは天候状況により中止となることがございます。
-挙式、およびフォトサービスはヒルトンボラボラヌイ宿泊者に限らせて頂き、挙式に関しては１日１組限定となります。
-挙式中のスタッフの介添えは日本人スタッフではないこともございますので予めご了承ください。
-ロマンティックディナー、およびタヒチアンバーベキューディナー等は原則ディナーショー、
及び特別イベント等が行われる日はアレンジ不可となります。ご予約の際にご確認ください。
-使用する生花類は基本的にローカルフラワーになります。
-有効期限は２０１5 年 4 月１日から２０１６年３月３１日まで。
-使用している画像はイメージです。

ご予約
-ご予約は弊社への E メールまたは、ファックスで承り、ご回答も E メールまたは、
ファックスにてご連絡致します。
ご連絡先：e-mail : info@aqualagoon.co.jp Fax : 03-3555-875０まで。
-ご予約が確定した後の詳細やご質問等はボラボラヌイに勤務致しております日本人ゲストサービス
スタッフがお手伝いさせていただきます。

お支払いとキャンセルポリシー
-モツタプにおけるオプショナルも含めた全てのサービスは２５日前から１６日前まで 50%、
１５日前より 100%のキャンセル料を申し受けます。
挙式日、またはフォトサービス実施日２5 日前までに全額お支払い頂きます。
送金手数料はお客様負担になります。
お支払いの確認が出来ない場合は、挙式やアレンジが取り消しになる場合がございます。

上記内容は予告なく変更となることがございますので予めご承知ください。201５年３月 13 日 現在

