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ホテルの概要
ターコイズブルーの入り江と白砂のビーチ、火山の名残を残す黒い岩山に抱かれて佇むコンラッド ボラボラヌイ。
日常の慌ただしい
生活から抜け出しリラックスしたリゾートライフをお過ごし下さい。
ポリネシアの伝統と最新の設備でお客様の心を解き放ち、身も心も
リフレッシュして頂けるリゾートです。
ボラボラ島西南にある島、“ モツ・トゥープア ” の静かな入り江に立地するコンラッド ボラボラヌイは他の島々とは隔離されたプライ
ベート感あふれるリゾートです。
熱帯の植物が生い茂るガーデンやボラボラ島でも最も長い白砂ビーチ、
目の前に広がるラグーンの全景、
ため息が出るほど美しいサンセットが自慢です。
タヒチ島から飛行機で 45 分、ボラボラ空港からはホテル専用ボートでわずか 20 分
の場所に位置します。

・遮るものがない全景に夕陽が見える全館新館のリゾート

・無料のWiFi

・孤立したプライベートアイランドに立地

・無料のウォーターアクティビティ

・全114棟のヴィラとスイートルーム。

・ミーティング、
イベント、
ウエディングの設備

2棟はプラングプール付き2階建てのプレジデンシャル水上ヴィラ
・4つのレストランと2つのバー。

24時間ご利用頂けるルームサービス
・インフィニティ―プールとスイムアップバー

・ウエディングコーディネーター
・テニスコート
・ミニゴルフコース
・フィットネスセンター

・タマリイ キッズクラブ

受賞
コンデナスト トラベラー 2017 リーダーズチョイス賞
コンデナスト トラベラー 2018 エディターズチョイス賞：オーストラリア・南太平洋トップリゾート部門
ジェットセッターズ 2018 ベスト・オブ・ザ・ベストホテルアワード：ベストロマンスホテル賞
トラベル＋レジャー 2018：リスト・オブ・ザ・ワールド ベストニュー＆ニューリーリノベイトリゾート賞

客室

86 棟の水上ヴィラを含め全室 114 棟のユニークなヴィラとスイート

お部屋の設備

ルーム。
その内 22 棟はプライベートプールが設置された水上プール
ヴィラやビーチプールヴィラがございます。

・無料の WiFi
・24 時間ルームサービス

・ラグーン ビュー スイート 9 室（101 ㎡）

・ブルートゥーススピーカー

・ガーデン ヴィラ 10 室（101 ㎡）

・ミニバー

・ホライゾン ビュー ヴィラ 7 室（101 ㎡）

・個別の冷暖房コントローラー

・ビーチ プールヴィラ 2 室（124 ㎡）

・ネスプレッソ コーヒーマシンと紅茶のセレクション

・水上ヴィラ 34 室（116 ㎡）

・キングサイズベッド

・デラックス 水上ヴィラ 32 室（116 ㎡）

・深さのある大型バスタブ

・水上プールヴィラ 16 室（121 ㎡）

・大理石のダブル洗面シンク

・ロイヤル水上 プールヴィラ 2 室（151 ㎡）

・セイフティボックス

・プレジデンシャル 水上ヴィラ 2 室（300 ㎡）

・ソーラーパネル

ミーティング＆イベント

様々なミーティングやイベント対応の設備やアレンジを致します。
ボラボラの自然豊かな環境の元、
リゾートの経験豊かなイベントプランナーやシェフが思い出深い演出をお手伝い致します。
・バンケットルーム：セットアップにより

100 名様まで対応可能

・ウエディングコーディネーター
・ラグーンビューの高台チャペル

・ビーチでの屋外バンケット：240 名様まで

・季節の特別メニュー

・オーディオビジュアル設備

・秘書サービス

・無料の WiFi

レストラン＆バー

イリアタイ レストラン＆ワインバー

ウパウパ ラウンジバー

スタイリッシュな装いのメインダイニングで特別なお料理

水上スタイルのウパウパ ラウンジはガラスフロアーから

をお楽しみ下さい。

ラグーンのサンゴ礁やトロピカルフィッシュが戯れる姿が

息をのむようなラグーンの景色が取り入れられた心地良

楽しめる、快適で洗練された空間です。
ボラボラでも類を

いレストラン内と開放的なオープンエアーのテラス。

見ないサンセットのパノラミックビューが望める最高の立

革新的かつクラシックな本格的フランス料理をご堪能頂

地が自慢です。

けます。

夕食前の食前酒やご軽食、また厳選されたワインやホー
ムメイドのスイーツもご用意しております。

タムレ ビーチグリル
キラキラと輝くプールと白砂ビーチの間に佇むカジュアル

タラバ プールバー

なビーチサイドレストラン。

スイムアップバーとカバナを設置したインフィニティ―プー

地中海料理とポリネシアン料理をご用意しております。

ルバーはリゾートでも人気のお薦めスポットです。
ポリネ

タヒチの伝説や歴史に基づいたファイヤーダンスやロー

シアのトロピカルカクテル、スナック、ご軽食等を楽しみな

カルダンスをご紹介するポリネシアンナイトショーが毎週

がら開放的で涼やかなひと時をお過ごしください。

行われます。
バンヤン チャイニーズレストラン

特別なお食事はいかがですか

リゾートの地に伝わる神話の菩提樹の側らに位置する

砂地に掘られたオーブンでのポリネシアの伝統的な蒸し

モダンチャイニーズレストランです。

焼き郷土料理 “ アヒ・マアア ”。

中国各地の地域料理をアレンジしたアラカルトメニュー

またはリゾート内のビーチや高台など、
ご希望の場所に特

をご用意しております。10 名様までのプライベートルーム

別にセッティングされたキャンドルライトロマンティック

にて特別なアレンジも可能です。

ディナー。
ホテル所有の無人島、モツ・タプでのピクニッ

イン・ヴィラ ダイニング
（ルームサービス）

レンジで特別なひと時を演出致します。

クランチなどコンラッドボラボラヌイならではの多彩なア

24 時間ご利用頂けます。軽食や季節のお料理等、広々と
したお部屋やテラスで寛ぎながらお楽しみください。

ヘルス＆フィットネス

アクティビティ＆レクリエーション

ヒナスパ

モツ・タプ

リゾートの立地する “ モツ・トゥープア ” の熱帯植物が

リゾートからボートで約 5 分の無人島 “ モツ・タプ ” は

生い茂る高台に位置し、ターコイズブルーのラグーンと太

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

平洋が見下ろせる絶好のロケーションが自慢です。

ドです。
ピクニックランチやスノーケリング、ビーチウエディ

美と健康の女神ヒナの神話から名づけられたヒナスパは

ングやロマンティックディナーもアレンジできます。

7 つのバンガロースタイルのトリートメントルームとオープ

またグループでの貸し切りイベントにも最適な場所です。

ンエアーのトリートメントデッキがあります。 魂も身体も
癒される多様な施術とプロダクトでワールドクラスの優雅

アクティビティ

な時間をお過ごしください。

立ちスタイルのパドルボードやカヤック、スノーケリング、
バイシクルボート、ホビーキャット、ミニゴルフコース、テニ

フィットネス

ス等無料のアクティビティも豊富です。
またリゾート主催

24 時間オープンのフィットネスセンターでは有酸素運動

のカルチャーアクティビティではヤシの実の割り方やパレ

器具も含め最新のマシーンと設備をご利用頂けます。

オの着付け、ヤシの葉の編み方、ウクレレ教室などポリネ

パーソナルトレーニングからグループでのエクササイズク

シアの文化に触れる体験ができます。

ラスやリゾートを周る 2.5km のトラックコースでは素晴
らしい景色を堪能しながらのランニングもお楽しみ頂け

タマリイ キッズクラブ

ます。

タマリイ キッズクラブは 4 歳から 7 歳までのお子様向け
に作られた屋内外の遊戯施設と隣接するお部屋には 8
歳から 14 歳までのお子様にも楽しめるゲームセクション
の 2 つに分かれています。
ベビーシッターサービスもご利
用頂けます。
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