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望みどおりの夢の聖域 

 
ルレ・エ・シャトー  コレクションの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誇り高きポリネシアン加盟ホテル

ロケーション"

素朴な自然美、永遠に確立された洗練さを保ち続け
る 別世界ルタハアアイランドリゾート＆スパに皆様
を歓迎致します。当リゾートはタハア本島を正面に、
一方には完璧なボラボラ島の景観美を臨めるモツ(小
島)タウタウに建てられており、58棟のスイート＆
ヴィラ、3つのレストラン、至福の時間をご提供する
スパ、フィットネスセンター、テニスコート、屋外
スイミングプール、そしてヘリポートがあります。"

当リゾートは、ルレ・エ・シャトーの大切な精神で
ある卓越と独自性を兼ね備え、美しい自然環境を守
り人々と地元の文化との調和を大切にしています。       　　　　　"

究極のタヒチの隠れ家タハアワールドにようこそ…"

私たちの理念"

ル タハア アイランド リゾート ＆ スパでは究極の本物のポリ
ネシアの経験とおもてなしを提供するよう努めています。　　
リゾートは神聖で土地を保護すると言われる壮大な木々の中、
様々な植物に囲まれて建てられ、自然と調和した場所にいる
感覚をお客様にご提供しています。海藻類は肥料として利用し
ており、シュノーケル愛好者を楽しませる美しいサンゴ礁庭
園の保護に非常に力を注いでおります。リゾートは最近、ラグー
ン内のサンゴ礁の保護と回復を目的とした「Espace Bleu」を
通じてBiorock®プロジェクトにも参加しています。　　　　　　　　　　　　　　　　"

最後に、ル タハア アイランド リゾート ＆ スパは第二の島の
雇用者であり、スタッフは個々の方法でお客様を歓迎し、数
日又は数週間後には、お客様を第二の家に滞在している様な
心地よい感覚に誘います。我々はその特別な感覚と生涯の中
で最も楽しく想い出に残るご滞在をお客様にご提供できるよ
う努めています。ル タハア アイランド リゾート ＆ スパは、
強力な「マナ」と繋がる居心地の良い土地、日常から離れた
世界にお客様をご招待します。この小さな宝石を訪れる旅人
は特別なものを探している人達です。そしてその旅人達こそ
が、私達の全てです。"

　Maeva、ようこそ、Welcome、Bienvenue！
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ヴァニラの島を探求 !

リゾートへのアクセス…!
"

ル タハア アイランド リゾート ＆ スパは、ライアテア
島からリゾート専用ボートで35分、タハア本島の　TA
タプアム村からは、リゾートの無料送迎シャトルボー
トで5分で到着するモツ（小島）に建てられた"
5つ星リゾートです。""
タヒチ島とボラボラ島からは、ライアテア島行きの"
国内便エアータヒチ が毎日運行しています。"
（運行スケジュールはwww.airtahiti.pfにてご確認下さ
い。）タハア島には空港がありません。ライアテア空
港(空港コードRFP)が最寄の空港となります。""
ライアテア空港ご到着時に、スタッフが皆様を歓迎さ
せて頂き、リゾート専用シャトルボートまでご案内い
たします。"
ル タハア アイランド リゾート ＆ スパにご到着までの
35分間。美しいラグーン航行をお楽しみ下さい。""

ライアテア&タハアについて… 　　　　!
公式にはウポルと呼ばれるタハア島は（ボラボラ島　
フアヒネ島　モウプティ島と同様に）ソシエテ諸島の
中に位置しており、ライアテア島と同じラグーンを共
有しています。"
神聖な島として知られているライアテア島は、古代に
おいて、太平洋全域ポリネシアン トライアングルの中
心地とし、主要な役割を果たしていました。"
現代においても、文明とポリネシア伝統文化は　"
史跡と慣習の中に生き続けています。""
フランス領ポリネシア最大の古代石寺院の１つ　　　
タプタプアテアのマラエは、ライアテア島観光の魅力
の１つとなっており、ユネスコ世界遺産に登録されて
います。""
タハア島は、通称ヴァニラの島と呼ばれています。"
肥沃な土地で栽培される タヒチアンヴァニラは最も
香り高く世界中の最高シェフ達に求められています。""
タヒチ産真珠もタヒチの名産品です。真珠養殖場は数
箇所あり、澄みきった海の中で真珠が育まれています。
緑豊かな山々、谷、ターコイズ色のラグーン、「モツ」
小島　それら全てがタハア島の中にあるのです!""
このヴァニラの島は昔ながらのポリネシアの雰囲気を
維持しており、住民達は、多忙なタヒチ島から離れて　
魚漁、ヴァニラ栽培、真珠養殖、農業、観光等を彼ら
の生活の中に取り入れています。""
誰もがこの島の美しさを自分のペースで楽しむ、まる
で時間が止まっている様なそんな魔法がタハア島には
あります。魔法の島タハアでの滞在。　　　　　　"
格別な経験をご提供します。"
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サービス"

▪ リゾート＆全室無料WIFI"
▪ アクティビティ＆コンセルジュデスク"
▪ ロマンチック＆ウエディングコーディネート"
▪ ベビーシッティング（要予約）"
▪ 外貨両替　レセプションにて (リゾート内には 

ATM機はありません。)"

チェックイン： 3:00pm"
"

チェックアウト: 11:00am

ホテル施設"

▪ 3レストラン＆　2　バー"
▪ タヒチアンパールジュエリー店＆お土産店 "
▪ 投光照明付テニスコート　"
▪ 冷房完備フィットネスセンター"
▪ 屋外スイミングプール　"
▪ スパ（マッサージ）"
▪ ヘリポート"
▪ アクティビティ＆コンセルジュデスク"
レクリエーション"

無料"
▪ シュノーケリング用具"
▪ スタンドアップパドルボード "
▪ カヤック"
▪ テニスコート　ラケット＆ボール""

有料（ルームチャージ）"
▪ スパ"
▪ エキスカーション"
▪ スキューバダイビング
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ヴァニラレストラン"

ヴァニラレストランは、素晴らしいタハアの
ラグーンと豊かな庭園を眺望出来る緑の木々
に囲まれた高台にあります。フレッシュフルー
ツジュース、美味しいデニッシュ、マフィン、
トロピカルフルーツ、温かい＆冷たいお料理
の朝食ブッフェ。ヴァニラレストランで素敵
な1日の始まりをお迎え下さい。　　　　　　　　　　　　　""
朝食サービス：午前7時～午前10時　　　　
夕食サービス：午後６時半～午後9時半""
夕食は、ローカル＆インターナショナルな幅
広いメニューを取り揃えております。"
べジタリアン＆グルテンフリーのメニューも
ご提供しております。。""
毎週火曜日の晩はポリネシアン＆ファイヤー
ダンスショーがあります。"
タハアで引き継がれるポリネシアンの文化と
伝統をお楽しみ下さい。"

ラ・プラージュレストラン"

素足に砂の感触!　　　　　　　　　　　　　"
洗練されたクールなビーチレストラン。　　"
新鮮素材のお料理、カラフルなサラダ、
魚や肉のグリル、刺身、タヒチアン料理
の王道ポワソンクリュ等。シェフ自慢の
メニューを取り揃えております。"

ランチサービス：午後12時～午後3時"

ビーチバーのマヌイアバーにて　"
ランチサービス終了後に、軽食をご提供
しております。"

"

　オヒリグルメレストラン"

シェフが皆様にクリエイティブな　　　　　"
ポリネシアン風フランス料理をご提供します。　　　　　"

当リゾート自慢のワインセラーに貯蔵してある
厳選ワインもお忘れなく!　　　　"

落ち着いた格式あるムードに包まれての素敵な
グルメディナーをご満喫下さい。"

ドレスコード（男性のみ）　"
スマートカジュアル：長ズボン＆靴　　　　　
（半ズボンとビーチサンダルはご遠慮下さい。）""
夕食サービス：午後7時～午後9時半!
定休日：　　　月曜日と火曜日""

ルームサービス "

サービス　　　
午前7時～午後10時 "

食事
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"
バー!
＆!

エンターテイメント

テフツ　バー"

ヴァニラレストランに隣接しているテフツバーでは、
皆様にイブニングカクテルをご提供しています。""
幅広い多種のカクテル＆ドリンクを揃えております。
食前＆食後酒をお楽しみ下さい。""
営業時間　午後6時～午後10時"

マヌイア　バー"

タヒチ語で乾杯を意味する“Manuia “"
マヌイア　バー（スイムアップ　バー）は、　　
ラ　プラージュレストランの傍にあります。"
プールサイド又はビーチでのリラックススタ
イルに皆様に美味しいリフレッシュカクテル
をご提供させて頂くのにとても理想的な場所
にあります。午後３時からは軽食をご提供し
ております。"
営業時間：午前10時半から午後6時 

 

タヒチアンイブニング"

タハアで引き継がれるポリネシアンの文化と伝統…　
タヒチアン料理とインターナショナル料理のブッフェ
ヂィナー、ローカルトリオが一晩中奏でるセレナーデ
タヒチアンダンスとこの夜のハイライトのファイヤー
ダンスもお見逃しなく。多くのメンバーはスタッフや
その家族で構成されているまさにLe Tahaaのショーで
す。ベストファイヤーダンサーの一人でフレンチポリ
ネシアで最も多くのタトゥを入れている事で有名な
Tavitaが華麗なパフォーマンスを繰り広げます。"

火曜日　午後７時からヴァニラレストランにて"

ポリネシアン文化交流"

日曜日(実施日は変更になる事もあります) 　"
ポリネシアン文化を楽しみながら、ココナッツの
割り方、削り方、ココナッツミルクの作り方、　
ヤシの葉の編み方等、様々で便利ななココナッツ
の利用方法をご覧いただきます。""
このイベントはホテルの客室占有率に左右され　
ますので、実施日、時間、場所はご到着時にアク
ティビティデスクにてご確認下さい。""
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"
　タヴァイ　スパ"

スパは、美しい異国風のガーデンの中にあり、湖を目の前に臨み、竹に囲まれています。　　　
この穏やかな小さな空間は皆様を至福の世界に導くことでしょう。　　　　　　　　　　　　　""
幅広いボディマッサージの他に、ボディピーリング、ボディラップもご提供しています。　　　　
施術に使用する多くの製品は地元産の物です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　""
ココナッツと花から作られる伝統的なポリネシアの聖なる油「モノイ」はほとんどの施術
に使用されます。 この地球からの贈り物は、貴方の想像力を養い、完璧な自然との調和の
中に導きます。全ての感覚へのご褒美。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　""
世代から世代へと受け継がれているポリネシアの「タウルミ」マッサージ。　　　　　　
エネルギー、体と心のバランスを取り戻します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ""
タヴァイスパでの小さな逃避飛行なしに、ル タハア アイランド リゾート ＆ スパでの旅を
完全に終わらすことは出来ないでしょう。"" "

Bars "
& "

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご褒美
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タハア水上スイート サンセット- ボラボラ - 端の先端水上スイート
90 sq. meters – 969 sq. ft 90 sq. meters – 969 sq. ft

エアコン& 天井ファン エアコン& 天井ファン

１キングサイズベッド&１ソファベッド 
最大収容人数：大人３名又は大人２名＋子供１名

１キングサイズベッド&１ソファベッド 
最大収容人数：大人３名又は大人２名＋子供１名

セーフティボックス　＆ミニバー セーフティボックス　＆ミニバー

机 机

開閉式ガラステーブル（ベッド端） 開閉式ガラステーブル（ベッド端）

東屋付プライベートテラス　　　　　　　　　　　　　
ラグーンに直接アクセス可能＆屋外シャワー

東屋付プライベートテラス　　　　　　　　　　　　　　
ラグーンに直接アクセス可能＆屋外シャワー

シャワー&バスタブ（別） シャワー&バスタブ（別）

ル　タハア　アメニティ＆バス用品　 
バスローブ＆スリッパ

ル　タハア　アメニティ＆バス用品　 
バスローブ＆スリッパ

サテライトＴＶ（仏＆英語チャンネル） サテライトＴＶ（仏＆英語チャンネル）

コーヒー&　紅茶　湯沸かしポット"
ネスプレッソコーヒーマシン

コーヒー&　紅茶　湯沸かしポット"
ネスプレッソコーヒーマシン

Wifi インターネットアクセス Wifi インターネットアクセス

ヴァニラの島　タハア島ヴュー" ボラボラ : ボラボラ＆モツヴュー"
サンセット側 :水平線＆リーフヴュー　　　　　　　　　　　　
（サンセットの時間はは例年かわります。）"
端の先端 : タハア島180°度ヴュー　　　　　　　　　　　　　　
最もプライベートなカテゴリー !

ご滞在
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ビーチヴィラ ロイヤルビーチヴィラ
180 sq. meters – 1937 sq. ft 260 sq. meters – 2800 sq. ft

エアコン& 天井ファン エアコン& 天井ファン

１キングサイズベッド & １ソファベッド 
最大収容人数： 

大人５名　又は大人４名様　子供１名 
又は大人４名＋子供１名様+ 乳児1名　　　　　　　　　

又は大人４名＋子供２名（可動式ベッド）

１キングサイズベッド & １ソファベッド 
最大収容人数： 

大人５名　又は大人４名様　子供１名 
又は大人４名＋子供１名様+ 乳児1名　　　　　　　　

　又は大人４名＋子供２名（可動式ベッド）
セーフティボックス　＆ミニバー セーフティボックス　＆ミニバー

机 机

プライヴェートプランジプール　　　　　　　　　　　　　　　
（リクエストに応じてプールフェンス設置）

大プランジプール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（リクエストに応じてプールフェンス設置）

プライヴェートガーデン&デッキテラス 
陽射しよけの屋外東屋

プライヴェートガーデン&デッキテラス 
陽射しよけの屋外東屋

バスタブ&シャワー 
　　　　（屋内 & 屋外/トロピカルガーデン内）

バスタブ&シャワー 
　　　　（屋内 & 屋外/トロピカルガーデン内）

ル　タハア　アメニティ＆バス用品　 
バスローブ＆スリッパ

ル　タハア　アメニティ＆バス用品　 
バスローブ＆スリッパ

サテライトＴＶ（仏＆英語チャンネル） サテライトＴＶ（仏＆英語チャンネル）

コーヒー&　紅茶　湯沸かしポット"
ネスプレッソコーヒーマシン

コーヒー&　紅茶　湯沸かしポット"
ネスプレッソコーヒーマシン

iPodデッキ

Wifi インターネットアクセス Wifi インターネットアクセス

ビーチに直接アクセス可能　–　ラグーンビュー ビーチに直接アクセス可能　–　ラグーンビュー

ご滞在
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部屋の種類 部屋 最大収容人数
タハア水上スイート  
90m2 (969 sq. ft)

28 2 大人 + 1 子供 + 1 乳幼児 
3 大人 + 1 乳幼児 
3 大人

ボラボラ水上スタート 
90m2 (969 sq. ft)

8 2 大人 + 1 子供 + 1 乳幼児 
3 大人 + 1 乳幼児 
3 大人

サンセット水上スイート 
90m2 (969 sq. ft)

6 2 大人 + 1 子供 + 1 乳幼児 
3 大人 + 1 乳幼児 
3 大人

橋の先端スイート 
90m2 (969 sq. ft)

4 2 大人 + 1 子供 + 1 乳幼児 
3 大人 + 1 乳幼児 
3 大人

プールビーチヴィラ  
180m2 (1937 sq. ft)

10 2 大人+ 2 子供 (可動式式ベッド) 
2 大人 + 1 子供 + 1 乳幼児 
3 大人 + 1 子供 ((可動式式ベッド))

ロイヤルプールビーチヴィラ 
260m2 (2800 sq. ft)

2 5 大人 
5 大人+ 1 乳幼児 
4 大人+ 1 子供 + 1 乳幼児 
4 大人+ 2 子供 ((可動式式ベッド))

滞在
"
　　ご滞在
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 Romance, Yoga and More…Things to Know… リゾート探索
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ロマンス, ヨガ　そして　…

楽園での誓い"

愛とロマンス溢れるル タハア アイランド リゾート 
＆ スパ。美しい自然の中　魔法のひととき。 "

あなた方の記念日を祝福させて下さい。　　　"

ポリネシアンウエディング、新たな誓い、プロポーズ　　　
あなた方の素敵な記念日を祝福させて下さい。"

ロマンチックランデヴー　"
生涯忘れないポリネシアンエスケープ。　　　　　　　　　　　　"
素敵な想い出プランを一緒につくりあげましょう。"

ヨガ &健康"

絶え間ない活動、仕事、そしてストレスのある世界
では、心と身体の休息があなたのバランスにとっ
て不可欠であることを忘れがちです。 "

ル タハア アイランド リゾート ＆ スパのヨガは多
くのヨガ愛好者から支持されています。 "

美しい自然と安らかな雰囲気の中で行うヨガは　
ストレスを取り除き心と身体のバランスを取り戻し
ます。 

連絡先：activites@letahaa.com
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ご案内

バリアフリー"

タハア水上スイートには３部屋のバリアフリー対応
の部屋があります。."

廊下はセメント製又は木のデッキですのでスイート
と公共施設（お手洗）へのアクセスは容易です。"

ヴァニラレストランとオヒリレストラン、テフツ　
バーへのアクセス には、エレベーターがご使用頂
けます。""
ライアテア空港とホテル間の送迎は船で行います。
船の乗降口にはタラップがございませんので乗降
する際は困難になることもあります。　　　　　　
ホテルスタッフが何時でもお客様のサポートをさせ
て頂きます。"

お子様"

年齢13歳以下をお子様とみなします。"
年齢3歳以下のお子様は乳児＆幼児とみなします。"

ソファベッド（シングルベッド）は水上＆ヴィラ　
全室にあり、ベッドメーキング可能です。"

ビーチヴィラの部屋の中に、可動式ベッドの設置が
可能です。（有料）ただし水上スイートの部屋の中
には可動式ベッドの設置は不可能です。"

１人以上のお子様又は幼児をお連れのご家族には　
ビーチヴィラ又はロイヤルビーチヴィラでのご宿泊
をお勧めします。ビーチヴィラのプールにはお子様
のプール転落防止のためのフェンス設置が可能です。"
お子様メニューは、ヴァニラとラプラージュレスト
ランで適用されます。（お飲物は含まれず、飲物料
金は一般料金です。）　　　　　　　　　　　　　
一般夕食メニュー又はイベント特別夕食メニューの
お食事は一般料金の５０％チャージとな
ります。"

ハウススキーピング"
全水上スイート＆ヴィラに、１日に２度サービスに
入ります。 "
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"""
"
お忘れなく

タヒチでの快適なご滞在のために"
タヒチ島と各諸島は南国です。　　　　　　　　
スコールような強い陽射しが降り注ぎます。　　
充分な日焼け対策をご用意下さい。""
リゾートでは、充分な蚊の駆除を施しております
が、南国天候条件によりこの駆除の効き目が弱く
なります。タヒチ諸島にご滞在の際は必ず蚊除け
対策をご用意下さい。""
タハア島のATM（現金引出し機）は使用不可能な
場合があります旨ご留意下さい。""

“必須”"

コーラルガーデンでシュノーケリング：　　　　　　　　　　　　　　　　
目前にあるタハアで最高のシュノーケリングポイントを無料でご満喫！ ""マッサージ、ボディピーリング、リラックスバス等　　"
スパで贅沢な時間をお過ごしください""
スタンドアップパドルボード：　　　　　　　　　　　　　　　"
リゾート周辺には無限の遊び場。透き通った海をボードで滑走。 　　　　　
楽園の素晴らしいラグーンをお散歩！""
タハア島ツアー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"
バニラ農園と真珠養殖場等、タハア島の魅力を発見して下さい。"
ご予約＆ご相談はアクティビティデスクにて。　　　　　　"
" "
ユネスコ遺産：　　　　　"
ライアテア島の神聖なマラエタプタプアテア訪問　　　　　　　　　　　"
時代をさかのぼり、古代に思いを馳せるひととき。"

受賞 
"

2018 Travelers’ Choice Trip Advisor!

2017 Travelers’ Choice Trip Advisor!

2016 Travelers’ Choice Trip Advisor!

2016 Brides Honeymoon Award for Top Resort in the South 
Pacific!

Condé Nast Readers Choice 2015 - #4 of the Top 25 Resorts in 
Australia and the South Pacific!

Certificate of Excellence 2015 “Trip Advisor”!

Certificate of Excellence 2014 “Trip Advisor”!

Condé Nast Traveler, Readers Choice 2014 Awards «Best Beach 
Resorts in the World»!

October 2014 Conde Nast “Readers Choice 2014 of Best Resorts 
in South Pacific”

*** 重要:掲載内容は予告なしに変更になることがあります。. Mauruuru!***
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www.letahaa.com"

www.relaischateaux.com/letahaa"

Le Taha’a Island Resort & Spa"
B.P. 67 – Patio"

98 733 -lle  Taha’a, French Polynesia""
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