
体験ダイビング
トライ・スクーバダイビング
ディスカバリー・パッケージ

ラグーン体験ダイビング2本（SSI)

ラグーン体験ダイビング2本、外洋1本

13 000 xpf / 1名
25 000 xpf / 1名
36 000 xpf / 1名

ファンダイブ
2 ダイブ
インターアイランドパス
ゴールドインターアイランドパスゴール
ドインターアイランドパス

6ダイブパッケージ（お1人様）
10ダイブパッケージ（2人で使用可）
20ダイブパッケージ（2人で使用可）

9 900 xpf / 1名
19 000 xpf / 1名
55 000 xpf / 1名
89 000 xpf / 1名

170 000 xpf / 1名

ラグーン・アクティビティー (ライフジャケット、タオルはボートにご用意しております)

フルデイ・エクスカーション (ホテル出発 9:00 到着 16:00)

ブルーラグーン –片道1時間
リーフアイランド –片道1時間
ピンクサンド –片道２時間

所要時間7時間 (最少催行人数 4名) 

所要時間7時間 (最少催行人数 4名)

所要時間7時間 (最少催行人数 6名)

12 725 xpf / 1名
12 725 xpf / 1名
14 875 xpf / 1名

アクティビティー
&

エクスカーション

2019
スノーケリング・トリップ (潮の干満に合わせて催行時間が変更となる場合がございます) 

プライベートボート チャーター
プライベートボート チャーター

所要時間4時間 (最少催行人数 4名) 

所要時間8時間 (最少催行人数 4名) 

59 190 xpf / ボート

91 475 xpf / ボート

ボートツアー (潮の干満に合わせて催行時間が変更となる場合がございます) 

アクティビティーの受付時間は午前7時～午後6時です
料金はパシフィックフラン(xpf)で表示されております。金額には税金及びサービス料金が含まれます。

info@hotelkiaora.pf

スクーバダイビング(ご予約はTOP DIVEダイビングセンターにて承ります)

ビギナーダイバー

認定ダイバー

プライベート・ダイビング

認定コース＆スペシャリティー

フィッシング・トリップ

アクアリウムスノーケリング
ドリフトスノーケリング

＆アクアリウムスノーケリング
ティプタ村＆アクアリウムスノーケリング
ドルフィンウォッチング

＆アクアリウムスノーケリング

所要時間1時間 (最少催行人数 2名)

所要時間2時間 (最少催行人数 2名)

所要時間2時間 (最少催行人数 2名)

所要時間2時間 (最少催行人数 2名)

4 840 xpf / 1名

5 920 xpf / 1名

5 920 xpf / 1名
5 920 xpf / 1名

当日のキャンセル及び開催時間にお越しにならない場合は１００％のキャンセル料金 をいただきます。
キャンセルの際は前日の午後4時までにお知らせください。

お子様料金はお子様の年齢により異なります。12歳以上は大人と同料金です。

上記は2019年1月1日から2019年12月31日までの料金です。

ラグーン・フィッシング

ラグーン・フィッシング
ラグーン・フィッシング

所要時間2時間 (最大催行人数 4名)

所要時間4時間 (最大催行人数 4名) 

19 370 xpf / ボート
34 440 xpf / ボート

ディープシー・フィッシング

ディープシー・フィッシング
ディープシー・フィッシング
ディープシー・フィッシング

所要時間2時間 (最大催行人数 4名)

所要時間4時間 (最大催行人数 4名) 

所要時間8時間 (最大催行人数 4名) 

34 440 xpf / ボート
58 115 xpf / ボート
94 705 xpf / ボート

プライベートボート＆1インストラクター
プライベートボート＆1インストラクター
プライベートボート＆1インストラクター
プライベートインストラクター
プライベートインストラクター
プライベートインストラクター

1 ダイブ
2ダイブ
3ダイブ
1ダイブ
2ダイブ
3ダイブ

90 500 xpf / 1名
149 000 xpf / 1名
194 000 xpf / 1名
45 500 xpf / 1名
71 500 xpf / 1名
102 500 xpf / 1名

TOP DIVEへお問い合わせください。



ワインセラー＆テイスティングツアー 約1時間半 (最低催行人数2名) 3 230 xpf / 1名

トゥイジーまたはトゥインゴ
トゥイジーまたはトゥインゴ
トゥイジーまたはトゥインゴ
トゥイジーまたはトゥインゴ

2時間 (フル充電orガソリン込み)

4時間 (フル充電orガソリン込み)

8時間 (フル充電orガソリン込み)

12時間 (フル充電orガソリン込み)

5 380 xpf / 1台
8 610 xpf / 1台

10 760 xpf / 1台
13 460 xpf / 1台

トゥイジー(電気自動車) またはトゥインゴ (普通乗用車・マニュアルギア, 国際免許要)

スクーター
スクーター
スクーター
スクーター

2時間 (ガソリン込み)

4時間 (ガソリン込み)

8時間 (ガソリン込み)

24時間 (ガソリン込み)

4 520 xpf / 1台
5 600 xpf / 1台
6 670 xpf / 1台
9 900 xpf / 1台

自転車
自転車

4時間
8時間

970 xpf / 1台
1 620 xpf / 1台

カハイア・ラウンジ (ロビーエリア) 無料

プライベート・フォトシューティング
プライベート・フォトシューティング

1時間 （30 枚)）

2時間 （50 枚）

40 370 xpf / 2名
67 270 xpf / 2名

ゴーギャンズパールファームツアー (平日のみ。午前８：００、１０：００ 午後１３：３０)

ワインセラー テイスティングツアー (月・水・金曜日 １６：４５～１８：３０)

アクティビティーデスクにお問い合わせください。 １０名まで 無料

カハイア・ラウンジ (ロビーエリア) 無料

レンタル（自転車、スクーター、車）

レンタサイクル

スクーター (+ヘルメット, 2名様まで)

島内アクティビティー

プライベート・フォトシューティング

リゾートアクティビティー

ビリヤード (８：００～２２：００)

ペタング (７：００～日没)

TOUR DURATION

黒真珠の養殖場ガイドツアー 1時間 (要予約・無料送迎あり) 無料

ライブラリー – DROP A BOOK, GET A BOOK! (８：００～２２：００)

タヒチアン・アウトリガー & カヤック （７：００～日没）

プール・デスクにてお貸出ししております。
(プールエリア) （ホテル前のみ。ライフジャケット貸し出し蟻）

無料

スノーケルセット (７：００～１８：００)

プール・デスクにてお貸出ししております。
(プールエリア)

無料

ティプタパス行きシャトルバス （火・木・土曜日１７：００発１８：００戻り）

波の大きい日はイルカのジャンプが
観られることがあります。

(海洋状況による) 無料

ママ ナオミ‘ズ トレジャー （日曜日以外毎日, ７：００～１１：３０）

ハンドメイド ジュエリー & クラフト （ロビー・エリア）

ベビーシッターサービス

フロント・デスクへお問い合わせください。

当日のキャンセル及び開催時間にお越しにならない場合は１００％のキャンセル料金 をいただきます。
キャンセルの際は前日の午後4時までにお知らせください。

お子様料金はお子様の年齢により異なります。12歳以上は大人と同料金です。

上記は2019年1月1日から2019年12月31日までの料金です。
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