
コンラッド ボラボラヌイ



【ボラボラ、それは荘厳なる火山の島】

ようこそボラボラへ

フレンチポリネシアは世界でも最も広大な太平洋の
中心に位置する、118の島々からなる島国です。
荘厳なるこの火山の島は、世界でも最も美しいラグー
ンを維持し、まさに女王の風格を呈してます。

太平洋の真珠として呼ばれるボラボラは、輝くトルコブ
ルーのラグーンと眩い白砂のビーチ、そしてラグジュア
リーなリゾート地として世界的に知られています。

夢のような立地と景観。この荘厳な島は期待を裏切る
事のない訪れるべき場所です。

ボラボラは世界でも最上のリゾートデスティネーション
です。



コンラッド ボラボラヌイ

ボラボラ島のラグジュアリーな隠家

コンラッドボラボラヌイへようこそ。
寛ぎと比類なき絶景が、至福と極上のリゾートで皆様をお迎え
します。

広大な太平洋に面したプライベートアイランドに位置するコン
ラッド ラボラヌイは、86室の水上ヴィラと17室のガーデン/ホラ
イズンビューヴィラを含め全114室。

サンセットのパノラマビューの絶景が自慢です。
雄大なオテマヌ山を背景に魅惑的なラグーンを目前にして、
ボラボラ島で最長のホワイトサンドビーチをご堪能下さい。



日本からは成田空港からエアタヒチヌイの直行便で11
時間のフライトです。
想像以上に身近で快適にご旅行頂けます。
ボラボラ島へは45分間の国内線の乗り継ぎとなります。



ボラボラ島ご到着後

【ボラボラ空港からリゾートまで】

ボラボラ空港では、コンラッドボラボラヌイのホテルスタッフがお花
のレイとオリジナルパフュームの香りでお客様をお迎えいたします。

ホテルのプライベートボートにてトルコブルーの海とユニークなラ
グーンの景色を堪能しながらリゾートまでクルーズをお楽しみ下さ
い。

リゾートの桟橋に近づくと、客室チームとホテルマネージャーがタヒ
チアン音楽の生バンドの演奏と共にお待ちしております。

【コンラッドボラボラヌイでのチェックイン】

ご到着後は水上ラウンジバーにご案内し、客室スタッフがチェッ
クイン手続きを行う間、アイスティーとグレープフルーツで作られ
たウエルカムドリンクでお寛ぎ頂きます。

ゴルフカートにて客室スタッフがリゾート設備を説明しながらお
部屋までご案内致します。お部屋にはご要望に合わせたアメニ
ティもご用意しております。





ヴィラとスイートルーム

ガーデンとホライズンビューヴィラ
ラグーンやヒルトップの高台の景色、サンセットのパノラマ
ビューをご堪能下さい。または、ヤシの木のガーデンでリ
ラックス。ポリネシア風にデザインされた客室にはプライ
ベートテラスが設置されています。
• キングサイズベッド
• プライベートテラス
• リビングエリア
• ミニバー
• ブルートゥースサウンドシステム等

水上ヴィラ
遮るものの無いラグーンの絶景をお楽しみ下さい。水上
ハンモックやラグーンへ直接アクセスできるプライベート
デッキが設置されております。

• キングサイズベッド
• 広々としたバスルーム
• ドレッシングルーム
• ミニバー
• ブルートゥースサウンドシステム等



バンケット会場

オテマヌテラス

【最大20名様-屋外】

リゾートの高台に位置する、オテマヌテラスでは荘厳なオテマヌ山とラグーンの景色の眺望にタヒチの不思議なパワーを感じて頂
けることでしょう。
オテマヌテラスからは貴重なメインアイランドのヴァイタペ村の景色が望めます。
レセプションカクテルやランチビュッフェに最適なロケーションです。



イリアタイビーチ

【最大300名様-屋外】

ボラボラ島で最長の白砂のビーチです。

コンラッドボラボラヌイならではのインセンティブグループに
最適なスペースです。

音楽のエンターテインメントやバーベキュー、カクテルパー
ティーやディナータイムに理想的な空間です。

バンケット会場

タムレビーチ

【最大300名様-屋外】

美しいこのビーチではバレーボールコートも設置され
輝くラグーンの絶景と共に眩いホワイトサンドビーチで
あらゆるファンクションが可能です。
レセプションカクテルやグループでのアクティビティ、星空でのイベント
等がお薦めです。



バンケット会場

イリアタイバー ウパウパラウンジバー タラバプールバー

【最大100名様-屋外】

イリアタイワインバーはラグーンとリ
ゾートの景色が美しい、ディナー前後
のカクテルレセプションに最適なバーで
す。
黄昏時には音楽と光がカラフルな夕刻
の空に反射し、優雅な寛ぎの時を作り
出す特別な瞬間をお見逃しなく。

【最大150名様-屋外＆屋内】

ウパウパラウンジはアウトドアテラスや
室内のガラスフロアを通して、サンゴ礁
やカラフルな熱帯魚が観賞できる、スリ
リングで洗練された空間です。
生演奏の音楽を楽しみながら、食前の
カクテルに最適なラウンジです。ゆった
りと寛ぎながら、ウパウパラウンジから
見るボラボラのサンセットの絶景をご堪
能下さい。

【最大15名様-屋外】

世界のトップ15プールに選出された、リ
ゾートの象徴でもあるタラバプールはカ
バナとスイムアップバーを備えたイン
フィニティ―プールです。
独創的なカクテル、食欲を誘うスナック
類やご軽食を楽しみながら、プールで
涼んだりラグーンのパノラミックビュー
をお楽しみ頂けます。



バンケット会場

タムレレストラン イリアタイフレンチレストラン バンヤンチャイニーズレストラン

【最大300名様-屋外】 【最大300名様-屋内】 【最大80名様-屋内】

タムレビーチグリルはラグーンとスイミ
ングプールの景色が望める柔らかな白
砂が心地良いレストランです。
サンセットタイムのレセプションやイン
センティブグループのイベント、星空の
下、思い出のディナー等に最適なアウ
トドアスタイルのレストランです。

スタイリッシュなリゾートの象徴的レスト
ランでディナーをお楽しみ下さい。
レストランのベランダにセットアップされ
たテーブル席やバンケット会場からラ
グーンの絶景が望めます。
イリアタイレストランはダイニングカクテ
ルやビュッフェ、カジュアルなランチに
最適な空間です。

バンヤンチャイニーズレストランは伝説
の菩提樹の側らに立地したモダンなレ
ストランです。
トロピカルな木々に囲まれ、比類ない
独特な雰囲気に包まれた空間です。
イブニングレセプションや格式ある会合
等にお薦めです。



バンケット会場

モツタプ – コンラッド ボラボラヌイのプライベートアイランド

【最大400名様-屋外】

コンラッドボラボラヌイが所有するプライベートアイランドでの特別なアクティビティ
をご提案致します。モツタプは南太平洋で最も写真に映えるスポットです。
この小さな島はリゾートからボートで5分のエメラルドブルーのラグーンの中に位
置し、かつてはタヒチの女王ポマレ4世の別荘のあった場所で、日常を完全に逸
脱したパラダイスです。この美しい島で独創的なカクテルと共に、比類ないサン
セットの絶景もお見逃しなく。



貸し切りはリクエストベースとなります。

バンケット会場の
レンタルスペース



KORERO – ミーティングルーム

【最大100名様-屋内】

コレロミーティング＆コンファレンスルームはハイスピードWIFI、オンラインデジタルのサイネージ、リモートコントロールオーディオ、
ステレオシステム等の音響設備やVIDEOシステムを整えております。



“コレロ”ミーティング
ルームのセットアップ



お花のアレンジ

ヤシ、シダ、アウティの緑鮮やかな植物やパラダイスバード、ジンジャーフラ
ワー等の南国の花々でレセプションルームを華やかに彩ります。
ビュッフェステーションや客席もカラフルなパレオを纏い、優れた技術と手法で
真のポリネシアンスタイルのデコレーションを施します。

【ボラボラ デコレーション】

【パーソナルデコレーション】

お好みの色や花、素材、テーマに併せてデコレーションを致します。特別な日
のために皆様のご希望を再現致します。

ボラボラデコレーションは40名様より
パーソナルデコレーションはリクエストベースにてお受け賜り致します。



エンターテインメント

【ミュージック】

• ライブバンド
• タヒチアンウクレレデュオ
• ギタープレイヤー
• ギターとドラムのデュオ

（現代楽曲）
• ディスクジョッキー
• カルテット

【ショー】

• 花火
• 照明パッケージ
• ファイヤーダンサーとドラム
• タトゥーアーティスト
• アパリマタヒチアンダンサー
• ポリネシアンショー

【その他のオプション】

• オリジナルメニュー印刷
• ココナッツ容器のカクテル
• お花のレイ
• お花の冠
• フラワーバス
• フラワーベッド
• お花のフロアー

デコレーション

• アーチデコレーション
• 植物のデコレーション
• プライベートアイランド

“モツタプ”の貸し切り
• “モツタプ”での

キャンプファイヤー
• 星空のプライベートボート

パーティー



ビジネスサービス＆器材のレンタル

• コピーサービス（片面/両面）
• インターネット＆ディスクトップコンピューターアクセス
• 印刷サービス
• 携帯電話サービス

• HDMIケーブル
• ワイヤーマイク
• GoProカメラレンタル
• お部屋のプリンター設置

• バンケットや会議のITサポート
• ドローン映像サービス
• プライベートシネマセッション
• PCレンタル



リゾートアクティビティ

• インフィニティープール
• ホワイトサンドビーチ
• ビーチのサンベッド
• スノーケリングセット
• カヤック
• パドルボート

リゾート内での様々なアクティビティをお楽しみ下さい。

【ウォーターアクティビティ】

• ビリヤード
• レンタル自転車
• 卓球
• テニスコート
• トロピカルガーデン
• 2.5kmのジョギングトラック
• ゴルフシュミレーター

【レジャーアクティビティ】 【カルチャーアクティビティ】

• ココナッツデモンストレーション
• パレオ着付け教室
• ウクレレ教室
• タヒチ語のレッスン
• タヒチアンダンスレッスン
• ヤシの葉の編み方教室
• お花のレイの作り方教室
• アウトリガーカヌーレッスン



ボラボラ島での
お薦めアクティビティ

• マンタレイの体験ツアー
• フィシング
• 4WDジープでのサファリツアー
• ジェットスキーでの島廻り
• ラグーンサファリー
• パラセーリング
• スキューバダイビング

＊アクティビティのお申込みはコンシェルジェまで：
bora_activity@conradhotels.com



ヒナスパ
息を呑むような絶景 - 美と癒しの安息地



ボートトランスファー

本島（ヴァイタペへ）

ヴァイタペ桟橋 – コンラッドボラボラヌイ

グループ用ボート（12名様まで）*

往復 無料（午前8時より午後6時まで）
4 900XPF (午後6時から午後9時まで）

定期便

片道

往復

25 000XPF

50 000XPF

*12名様以上の場合はリクエストベースにて。
お荷物用の追加ボート： 80 000XPF
12歳以下のお子様は無料

ボラボラ空港 – コンラッドボラボラヌイ

定期便

片道

往復

7 500XPF

15 000XPF

グループ用ボート（30名様まで）

片道

往復

200 000XPF

390 000XPF



諸条件とご連絡先
【飲食について】

すべてのお食事とお飲み物はコンラッドボラボラヌイにてご購入頂き、定められた場所にて
ご利用下さい。コンラッドボラボラヌイはアルコール飲料を自社内で販売・提供することによ
りそのライセンスを認証されています。
リゾート内において外部で購入されたアルコール類の消費は禁止されております。
ビュッフェ料理の量は適切な限度内で用意され、最少20名様より承ります。
天候及び衛生管理を配慮しビュッフェのご提供は2時間までとさせて頂きます。
お料理の延長による取り換えや人数の追加は追加料金にてご提供致します。
お料理の内容や食事療法や制限による変更はイベントの7日前までにご連絡ください。それ
以降につきましては追加料金がチャージされます。

【ドローンの使用について】

ホテルゲストのプライバシー保護のためリゾート内でのドローンの使用は禁止されております。

【確約について】

確定された最小参加人数はイベントの20日前までにご連絡下さい。
料理内容がイベント催行の3週間前までに確定しない場合は料金が変更となる場合が
ございます。

【屋外イベントについて】

コンラッドボラボラヌイは屋外イベントを天候や不可抗力により屋内に移動する最終決
定権を有します。予定された開始時間の3時間前までに会場の変更を決定致します。

MIHO MATSUMOTO 
Director of Sales, Japan & Asia
miho.matsumoto@hilton.com
+81 (0)3 6665 0848

MARINE POIREL
Director of Sales Conrad Bora Bora Nui 
marine.poirel@conradhotels.com
+689 40 60 32 43

記載内容は予告なしに変更となる場合がございます事を予めご了承下さい。

mailto:miho.matsumoto@hilton.com
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