
ポリネシアン 
    ウエディング 



“愛の島”と呼ばれるモーレア島に位置する 

ヒルトンモーレアラグーンリゾート＆スパは大切

な瞬間を演出する最高のスポットです。 

 

リゾート内のビーチにてポリネシアンスタイルの

セッティングと優れたサービスが御二人に感動の

日をお届けします。 

 

ヒルトンモーレアラグーンリゾート＆スパのロマ

ンティックで伝統的なセレモニーは皆様のご希望

に併せて自由にアレンジすることができます。 

 

皆様の忘れられないひと時のお手伝いをさせて頂

きます。 
 



 
 
 
 Polynesian   
            Wedding Package 



The ceremony  
Step by Step 

 
挙式の一例 
新郎は遠くに見えるカヌーに乗って・・ 
新婦はウクレレの演奏と共にダンサーとシンガー
の付き添いのもと白砂のビーチで新郎をお迎えし
ます。 
 
新郎がビーチに到着すると、御二人にトロピカル
フラワーの冠とレイが授けられます。 
 
タヒチアン神父により伝統的スタイルにて挙式は
進められます。ティファイファイと呼ばれるタヒ
チアンキルトに包まれ、誓いの言葉を交わし、タ
ヒチ伝統工芸であるタパの結婚証明書が与えられ
ます。 
 
そしてミュージシャンやダンサーが共にお二人を
祝福します。 
 
＊ティファイファイはお持ち帰りできません。 
＊内容は挙式やオプションにより異なります。 



Tiaré ティアレ ウエディング 

 
 シャンパンサンダウナー 

Arii Oi アリイ オイ ウエディン
グ 
 4人のポリネシアン勇士による新郎を乗せたロイヤ

ルチェアーで登場 

  スパでの約50分のカップルマッサージ 

  シャンパンサンダウナー 

Toa トア ウエディング 

 4人のポリネシアン勇士による新郎を乗せたロイヤ

ルチェアーで登場 

  スパでの約50分のカップルマッサージ 

 ビーチでのロマンティックディナー 

 シャンパンサンダウナーまたは翌朝のカヌー朝食を

お選びください。 



 
 
 

74,400円 

 
 
 

182,400円  

 
 
 

276,000円 

タヒチアン司祭 タヒチアン司祭 タヒチアン司祭 

 

新郎新婦のパレオ、生花のレイと冠 新郎新婦のパレオ、生花のレイと冠 
 

新郎新婦のパレオ、生花のレイと冠 
 

タヒチ伝統紙の挙式証明書 タヒチ伝統紙の挙式証明書 タヒチ伝統紙の挙式証明書 

タヒチアンミュージシャンとダンサー 
(5名) 

タヒチアンミュージシャンとダンサー 
(10名)  

 
タヒチアンミュージシャンとダンサー 

(10名) 
 

ブライダルブーケとブートニア ブライダルブーケとブートニア 

スパでのカップルマッサージ 
 (50 分間) 

スパでのカップルマッサージ 
 (50 分間)  

フラワーベッド フラワーベッド フラワーベッドとフラワーバス 

新郎を乗せたロイヤルチェアー行進 新郎を乗せたロイヤルチェアー行進 

シャンパンサンダウナー シャンパンサンダウナー 
ロマンティックディナー ヘレイティ 

 

約15分間 
 

約45分間 
 

カヌー朝食又はシャンパンサンダウナー 
 
 

約45分間 
 
 
 

Tiare wedding  
ティアレウエディング 

Arii Oi wedding 
アリイ・オイウエディング  

Toa wedding 
トア・ウエディング  



アラカルトとオプショナル 
様々なアイテムを組み合わせての 

オリジナルウエディング  

A la carte 



ヘアドレッシング                                18,000円 より 

 
フルスタイルの 
             ヘアドレッシングパッケージ     43,200円より      
（ヘアバス、シャンプー、コンディショナー、インスタントヘア
ケア、セラムトリートメント、ブラッシング) 
 

メイク                           12,000円 
                            

 
マニキュア                                                 7,800円

                        

   

ペディキュア                                                     7,800円
                  

ハンド＆フィート  
                     ビューティートリートメント   12,000円
              

ポリッシュケア               ３,000円 
 

ジェルネイル             14,400円 
ジェルネイルは挙式前日に行われます。ホテル外でのサロンでの
トリートメント。交通費は含まれません。 

メイクとヘアドレッシング 



フォト撮影            48,000円 

50ショットの撮影 CDロムまたはUSBでお渡しし
ます。                
 
ビデオ撮影                                    72,000円 
            
約10分間の映像 CDロムまたはUSBにてお渡しし
ます。 
 
フォトとビデオ撮影                         90,000円                                          

フォトサービスとその他オプション 

上記のカメラ及びビデオ撮影はホテルと契約された専門家に

よるものとなります。作品のご確認や情報につきましては 

ご遠慮なく御問合せください。 

外注及びお客様直接手配のカメラ及びビデオ撮影やヘア・

メークアーティストなどは一件につき施設使用料として 

1２,３６０円 が加算されます。  

カヌーライド                                 12,000円 
リゾートラグーン内の短時間遊覧、または水上バン
ガローからビーチまでの片道。 
 
会場セットアップ         1２,400円 
フラワーでデコレーションのポマレチェア、テーブ
ルセッティング 
 



カヌー朝食      16,900円 

 

ロマンティックディナー        ４４,100円 

                                                                                  より 

ビーチ、桟橋、お部屋にてアレンジできます。詳しくはロマンティックディ

ナーのブローシャーをご確認ください。 

 

ウエディングケーキ（お二人様）        4,100円 

 

トロピカルフルーツカットの盛り合わせ      ３,500円 

 

ココナッツスライス                                    1,800円                                                        

  

ホームメイドクッキー                                     2,000円 

 

シャンパンサンダウナー        17,400円 

（フルボトルシャンパンと12ピースのカナッペ） 

テイスティアメニティ 



フルボトルPommery                                  16,400円 

  

フルボトル Nicolas Feuillate     12,600円 

 

ハーフボトル Nicolas Feuillate                     7,800円 

  

フルボトルワイン 赤又は白                          5,500円より

                          

エイメオバーにてラムカクテル（お二人様）  4,100円                      

ワインとシャンパン 



新婦のブライダルブーケ        10,100円 
  
新郎のブートニア                                        2,600円 
 
フラワーレイ                1,900円 
 
ティアレの花のみで作られたロイヤルフラワーレイ 
                     7,200円 
 
フラワー冠         3,300円 
 
ティアレの花のみで作られたロイヤルフラワークラウン 
                                   6,000円 
 
トロピカルフラワーの生け花                         7,900円   
                   
フラワーバス                                              5,400円 
                    
フラワーベッド      9,200円 
 
ロマンティックターンダウン                  1４,４00円 
 
会場のフラワーアーチデコレーション           60,000円 

より 
 

上記フラワーアレンジメントの花は現地産を使用しています。 
法律により花の種類が限られております事をご了承ください。 
特別なご希望がございます際にはご遠慮なくお問合せください。 

フラワーアレンジメント 



  
.  

人生で最もロマンティックなひと時をより満喫するために 



ハニードリーム   56,400円 
あらゆる緊張をほぐすタヒチの伝統的マッサージ。ボディートリー
トメントで心身ともに癒されます。トリートメントの後にはシャン
パンをご用意致します。 
 

サンセットマッサージ  50,400円 
遠くに聞こえるリーフの波の音を聞きながら、プライベート桟橋に
てタヒチスタイルのマッサージはいかがですか。 
トリートメントの後にはシャンパンをご用意致します。 
 

ロイヤルロマンス   74,400円 
約3時間のトータル リラックスゼーションパッケージ。ボディ
ラップ、ボディスクラブ、マッサージ、フェイシャル、フラワー
ジャグジーに続きシャンパンをご用意致します。 
 
 
 
 
 
その他にも様々なスパとトリートメントをご用意しております。 

係りの者にお問合せ下さい。  

カップルマッサージ 



The photos featured in this brochure represent the Arii Oi ceremony. Photo credit: Eyes of Moorea 

諸条件 

• ウエディングは宗教的、法的なものではありません。 

• すべての料金には税金が含まれています。 料金は変更になる場合がございます事を予めご了承ください。 

• 有効期限は2019年4月1日より2020年3月31日までです。 

• パッケージに含まれているカヌーライディングは新郎のみとなります。御二人で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。カヌーラインディングは天候の事情により中止となる場合がございます。 

• 挙式及びフォトサービスはヒルトンモーレアラグーンリゾート＆スパの御宿泊者に限らせて頂きます。 

• 挙式中の介添えは日本人スタッフ以外の場合もございます。 

• ロマンティックディナーはディナーショーやイベント開催時は手配不可となる場合ございます。予めご確認ください。 

• 挙式のお時間はリクエストベースとなります。・画像はイメージとして使用されています。 

ご予約 

• ご予約はアクアラグーンにて承ります。 

• ご旅行の出発の2週間前までの受付となります。他社さんにタヒチツアーをお申込の場合はご相談ください。 

• ご連絡先：e-mail：info@aqualagoon.co.jp Tel：03-3206-7814 Fax：03-3555-8750 

• ご予約が確定し後の」詳細やご質問等はヒルトンモーレアラグーンリゾート＆スパに勤務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をさせて頂きます。 

お支払いとお取消し 

• 挙式、オプションを含めたすべてのサービスはご到着時の25日前から16日前まで50％、15日前より１００％の取消料を 

  申し受けます。 

• 手配完了後、ご請求書を添付メールにて送付いたします。ご請求書明記の期日までにお支払いをお願いします。 

  取消料対象期間に入ってからのお申し込みは全額をお預かりしてからの手配開始となります。 

 

 

 

 

 

mailto:info@aqualagoon.co.jp


Information and bookings: info@hilton-moorea.pf   +689 40 55 11 11 


