
施設のご案内
1



■ ロケーション

成田－タヒチ（パペーテ）は
直行便（エアタヒチヌイ）で11時間。

※ロサンゼルス・ホノルル・オークランド
からも直行便あり。

パペーテからランギロアまでは、
国内線（エア・タヒチ）で、約1時間。

往路は、同日着です。
成田（16時発）⇒ ランギロア（12時着）

1時間



ラグーン

外洋

■ ランギロア島について
ラグーンを囲むこの部分が
陸（小島・ムトゥ）です。

ランギロア島は、240以上の小さな島々（ムトゥ）がリング状に
連なって形成された環礁の島。中央のラグーンは、世界で2番目の
大きさで、その大きさは琵琶湖の2.6倍の面積です。

この独特の地形が生み出した透明度が高いラグーンの色は
「ランギロアブルー」とも称され、特に世界中のダイバーから
憧れの海として有名。世界の人気ダイビングスポットでも、
毎年必ず上位にランキングするランギロア島。

この巨大なラグーンに生息するマンタ、イルカ、シャークなど
大物生物との遭遇が大きな魅力の一つです。 3



■ ランギロア島の特徴

１） 温暖な気候と高い晴天率

ランギロア島の気候は年中温暖で、年間平均気温は
27℃（海水温も年間平均26℃）と過ごしやすい気候。

ランギロア島は、タヒチ島やボラボラ島のように山が
ない平坦な地形のため、晴天率が90％以上と非常に
高く、12月～3月の雨季でも雨が少ないので、年間
通して、レジャーを楽しむことができます。

晴天率が高く、太陽を山に遮られることがないので、
ラグーンに沈む夕陽の美しさも、タヒチのなかでも
抜群の美しさを誇ります。 4



■ ランギロア島の特徴

２） ポリネシア流の素朴で温かなホスピタリティー

ランギロア島は、人口2,700人ほどの島で、人々はとても素朴です。
島の人々はとても温かく、いつも笑顔に溢れています。

素朴で温かなポリネシア流のおもてなしが、心地よく、何度もリピートされるお客様が
多くいらっしゃいます。そのホスピタリティーは、世界的なクチコミサイトであるTrip 
Advisor でも5点満点中4.5以上と非常に高い評価を得ています。
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■ 施設概要

所在地 ： B.P.198-98775 AVATORU, RANGIROA, POLYNESIE FRANCAISE
客室数 ： 全60室

水上バンガロー10室、プールヴィラ25室、ビーチバンガロー25室、
館内施設： レセプション、レストラン、水上バー、インフィニティプール、

スパ、ブラックパール（黒真珠）ブティック、ダイビングショップ
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■ 客室情報 本館

客室タイプ 部屋数 定員 広さ（㎡） 備考

水上バンガロー
Overwater Bungalows

１０ ３ ７４．５

プールヴィラ
Villa with Pool

２５ ３ １８１ Junior suites with pool (4)
Executive Suite with pool (1) 

ビーチバンガロー
Beach Bungalows

２５ ３ ６１ Beach Suite Bungalows (3) 
Beach Deluxe Bungalows (3) 

本館客室は全60室。

客室は全3タイプ。全ての客室が１棟
づつ独立して建てられています。

チェックイン 14:00
チェックアウト 11:00

館内では無料でWifi サービスをご利
用頂けます。（但し、離島のため、
天気、時間帯によりつながりにくい
ことがあります。）
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■概要■

全10室

ランギロア島で唯一の水上コテージ

ランギロアのラグーンの中にあり、テラス

から直接水面にアプローチできます。

カラフルな室内には、目の前で泳ぐ魚たち

を眺めながら、移りゆく海のグラデーショ

ンを思う存分お楽しみ頂けます。

■基本設備■

キングサイズベッド1台・ソファー

※3名利用時はソファーベッドをご用意致します。

シャワールーム／バスタブ／洗面台／

トイレ／サンルームデッキ／ラグーンへ

直接アクセスするデッキ／

テレビ／電話／冷蔵庫／ポット／金庫／

無線LAN環境

■基本備品■

バスローブ／バスタオル／フェイスタオル

スリッパ／ドライヤー／アイロン／

シャンプー／リンス／ボディソープ／石鹸

ミネラルウォーター／コーヒー＆ティー

セット

水上バンガロー
- Overwater Bungalow -

3名定員（74.5m2)
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■概要■

全25室

ホワイトコーラルの壁に囲まれたプライ

ベート感溢れるヴィラタイプのお部屋で、

庭を含めた客室面積は１８０㎡以上の贅

沢な造り。

ポリネシアの伝統をモチーフにしながら

も、モダンさを取り入れた上質感溢れる

客室です

■基本設備■

キングサイズベッド1台・ソファー

※3名利用時はソファーベッドをご用意致します。

シャワールーム／洗面台／トイレ／

屋外バスタブ／プライベートプール／

プライベートガーデン／ファレポテ（東屋）

テレビ／電話／冷蔵庫／ポット／金庫／

無線LAN環境

■基本備品■

バスローブ／バスタオル／フェイスタオル

スリッパ／ドライヤー／アイロン／

シャンプー／リンス／ボディソープ／石鹸

ミネラルウォーター／コーヒー＆ティー

セット

プールヴィラ
- Villa with Pool -

3名定員（184.1m2)
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ビーチバンガロー
- Beach Bungalow -

3名定員（61m2)

■概要■

全25室

ココナツツリーが立ち並ぶ白砂ビーチ沿い

に建ち、ポリネシアンスタイルの1棟建て

のお部屋です。客室は自然の素材を使用し

ローカルの工芸品、真珠、コーラルなどポ

リネシアンスタイルで装飾された温もりを

感じるスペース。全室テラスに屋外ジャグ

ジーを備えています。

■基本設備■

キングサイズベッド1台・ソファー

※3名利用時はソファーベッドをご用意致します。

シャワールーム／洗面台／トイレ／

プライベートジャグジー／テラス／

テレビ／電話／冷蔵庫／ポット／金庫／

無線LAN環境

■基本備品■

バスローブ／バスタオル／フェイスタオル

スリッパ／ドライヤー／アイロン／

シャンプー／リンス／ボディソープ／石鹸

ミネラルウォーター／コーヒー＆ティー

セット
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１）ドルフィンウォッチング

■ ランギロア島でのアクティビティー

２）ランギロアワインセラーの見学

ホテルから約10分の場所にあるティプタ・パスは、ランギロアの巨大な環礁に２つだけ存在する
パス（水路）で、毎日夕刻には、波と戯れる野生のイルカを見ることができます。

ホテル ティプタ・パス

ランギロア島には、世界で唯一、珊瑚の島で育ったブドウから
作られるワインを製造しています。白ワインとロゼ、南の島で
作られたワインはとてもフルーティーで、国際的なワイン品評
会でも高い評価を受けています。
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３）エクスカーション（ブルーラグーン、ピンクサンドビーチ、リーフアイランド）

４）ダイビング＆シュノーケリング

世界中のダイバーが憧れるランギロアの海。
海は一年を通して非常に穏やかで、イルカ、マンタ、グレ
イシャークとの遭遇が待っています。もちろん、シュノー
ケリングでもその海の色と魚の美しさに圧倒されます。

外周200キロにも及ぶ巨大なランギロア環礁、その広大な
ラグーンをボートに乗って楽しむエクスカーションです。
陸を出発して、ラグーンを眺めると、透き通るターコイズ
ブルーから濃い青、群青色とその色が変化していくのが分
かります。
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■ レストラン＆バーのご案内

レストラン「テ・ライロア」
ローカル（ポリネシア）とフレンチが融合した一品を提供す
るメインダイニング。朝・昼・夕と終日オープンしており、
カジュアルな軽食から本格フレンチまで多彩なメニューから
お好きなお料理をお楽しみ頂けます。

水上バー 「ミキミキ」
ランギロアの美しいラグーンにせり出すように造られた水上
バー。テラスからは、眩いばかりのランギロアラグーンの絶景
を、足元には魚たちが泳ぐ水中の光景を楽しむことができます。
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■ 館内施設

ポエクラスパ テラス＆プール ブラックパールショップ

レセプション棟 TOPDIVE ランギロア プライベートビーチ

伝統的なポリネシアンマッサージ
をはじめ、豊富なメニューからお
好きなメニューをお選び頂けます。

ラグーンにせり出すように造られた
インフィニティ―プールは、ラグー
ンに浮かんでいるようです。

タヒチの黒真珠は、黒蝶貝を母貝と
するとても貴重なもので、世界に誇
るタヒチの特産品です。

フロント、アクティビティーデスク
では、常時スタッフが旅のご相談を
お受けしています。

ダイビングショップが敷地内（レセ
プション棟隣）にあります。

シュノーケリングセット、カヌー、
ボートなどは無料で貸出をしています。
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■ ランギロアまでのアクセス

日本からタヒチへは、エア・タヒチ・ヌイが週２便、直行便を運航しています。
ランギロア空港にて、ホテルスタッフが出迎えを行い、ホテルまで送迎いたします（無料）。
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■ コンタクトインフォメーション

Sales & Marketing

株式会社 星野リゾート
宮内 ふみ（E-Mail： fumei@hoshinoresorts.com ）

〒104-0061
東京都中央区銀座1-11-1 東京橋ビル2F
Tel： 03-6850-1051 
URL： http://rangiroalagoon.com（公式サイト）

Reservation

日本： 星野リゾート予約センター（問い合わせのみ）
電話 050-3786-0022

海外： Reservation office in Rangiroa
B.P. 198, Avatoru, 98775, Rangiroa, French Polynesia
Phone : + 689 93 11 17
Fax : +689 93 11 18
Email : resa@hotelkaora.pf
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