
アクティビティリスト

ご予約はアクティビティデスク迄 
営業時間　午前 8時～午後8時 

E-mail : activities@letahaa.com"

電話: (689) 40 60 84 27 • お部屋から : 84 27



　無料でご利用できるアクティビティ!
- テニス!
- バレーボール!
- スポーツジム!
- コーラルガーデン!
- パドル/カヤック!
- ココショー　毎週日曜日　午後3時!
- ポリネシアンショー　毎週火曜日　午後8 時辺

アクティビティ

お忘れなく !

ウクレレレッスン又はタヒチアンダンスレッスン"
 7,900xpf (66€) /時間 /名""
花冠　手作りレッスン"
 4,00 xpf (35€) /名""
コーラルガーデンご案内ツアー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
午前10時又は 午後3時"
1,500 xpf (13€) /名""
お申し込みはアクティビティデスク迄""
1日　レンタルカー又はレンタルスクーターー"
車(マニュアル車) : 16,000 xpf (134€)!
スクーター : 11,000 xpf (92€)!



CHAMPON　パールファーム訪問!
黒真珠養殖場　Champonにて黒真珠の神秘をご覧いただけます。!"

真珠養殖場 ホテル出発 : "
午前8時45分"
本島出発"
午前11時30分"
料金 "
5,500xpf(46€)　/名""
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"""
ラグーンに潜り海中にある真珠貝の中からお好みの真珠貝を選びます。　!"
その選んだ貝の中から採りだした真珠をお持ち帰りできます。!
(真珠貝の中には必ず真珠が入っています。)!"

宝(真珠)探し
ホテル出発: 　　　　　　　　　
アクティビティデスクにてご相談 

料金 (2選択):""
　真珠の質　標準レベル"
" 6枚：39,000xpf　 ""
　真珠の質　高品質レベル 　"
" 1枚：39,000xpf"
 送迎料金　 5,500xpf(46€)　/名　　 　　" 　　　　　　　　　　"
 



""
ヴァニラの島と秘密を知り尽くしているガイドによる探索ツアー! 　　　"
 Tapuamu から出発し6時間位かけて4箇所を周ります。""
サーキット1""
第1ポイント :  PARI PARI−上質なラムを生産している蒸溜場"
第2ポイント : «  Iaorana Pearl Farm » 真珠養殖場"
第3ポイント « Vanilla valley » ヴァニラ園"
第4＆最終ポイント: « motu pearl village »"
«頑張った後のご褒美». シーサイドビーチにて美味しい昼食"""
サーキット2"
サーキット1と同じ周遊コース　昼食なし (フルーツの試食のみ)"

ヴァニラ　　　　
アドべンチャー

サーキット1 – 昼食付!"
ホテル出発 : 　午前8時45分"
本島出発: 　    午後3時45分"
料金"
グループ(最少２名): 17,600xpf(147€) /名　　!
プライベート : 55,000 xpf (460€) /2名!""""
サーキット 2-　フルーツ試食(昼食無し)!
ホテル出発 : 　午前8時45分"
本島出発:      　午後2時45分 

料金"
グループ(最少2名) : 11,500xpf (96€) /名!
プライベート : 41,000xpf (343€) /2名!
 ""



ヴァニラの島　タハア本島(47.5 miles) "
を電動自転車で快適に楽にサイクリング !""""

電動自転車

半日レンタル自転車!"
借用時間:"
4時間"
料金　"
5,500xpf (46€) /名""
1日レンタル自転車!
借用時間:"
8時間"
料金　"
8,000xpf (67€) /名"""



"
4x4車で地元出身のガイドがタハア島の魅力を語りながら島内を"
ご案内いたします。　　　　　         "                  　　"
タハアが誇るヴァニラ農園と黒真珠養殖場とラム酒蒸溜所にも　　
訪れます。　!"""

オーバーランド　　
サファリフェヌア

ホテル出発: "
午前8時45分又は午後1時45分"
本島出発: 午後1時30分又は午後5時 45分 

料金"
グループ(最少2名) : 8,750 xpf (73€) / 名"
プライベート : 35,500 xpf (297€) /2名 

 プライベートツアー3名からの追加料金 : 
6,000 xpf (50€)/名
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 !
タハアの文化と秘密を探る冒険にガイドがご一緒させていただきます。
　　　　　　　　　"
ATVカー又はサイドバイサイドカーのどちらかお選びいただきます。　
4x4車でヴァニラ農園と黒真珠養殖場、ラム酒蒸溜所を訪れた後　　　
ATVカー又はサイドバイサイドカーに乗り換え、1時間のオフロード　
（森林）ドライブをお楽しみいただきます。"""

ATV冒険ツアー
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ホテル出発: "
午前8時45分"
本島出発:"
午後1時30分又は午後2時 45分　　
(昼食付5ｈツアー) 
料金　グループツアー :　　　　　　　　　　　　　　　 
(最少 2 車両)"
昼食無し : 22,600 xpf (189 €) /車両 "
昼食付: 27,600 xpf (231 €) /車両 ""
料金　プライベートツアー  : "
(最少1車両)"
昼食無し : 45,200 xpf (379 €)"
昼食付: 55,100 xpf (462 €)"
料金　プライベートツアー２台"
昼食無し: 67,800 xpf (568 €)"
昼食付: 82,700 xpf (693 €)"



陸＆海

ホテル出発: "
午前8時45分又は午後1時45分"
本島出発："
午後1時3０分又は午後5時45分 

料金　グループツアー "
35,500 xpf (298 €)/ジェットスキー  

料金　プライベートツアー "
63,600 xpf (533 €) /ジェットスキー!

"
4X4でヴァニラ農園と黒真珠養殖場とラム蒸溜工場にご案内させていただきます。　　
　　　　　　　　"

フレッシュフルーツをご堪能後、ジェットスキーで素晴らしいラグーンのお散歩1時間"
お楽しみ頂きます。タハアの陸＆海の両方をご満喫いただきます。　"
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"



夢の1日!
4x4車でヴァニラ農園と真珠養殖場とラム蒸溜工場を訪れた後"
ボートに乗り換えて鮫とエイと一緒に泳ぎます。""
その後はモツでのご昼食。美しいコーラルガーデンにて"
海の世界をご満喫いただきます。!"

マハナ "
モエモエア

ホテル出発 : "
午前8時45分"
帰館"
午後5時00分"
グループ：　最少実施人数　４名 "
CIRCUIT 1 –  « MAHANA OAOA » 　　　　　　　　　　 
サンドイッチランチ 
料金"
グループ： 14,125 xpf (118€) /名 　　　　　　　
プライヴェートツアー: 84,750 xpf (710 €) /２名""
CIRCUIT  2 – « MAHANA MOEMOEA »　　　　
ポリネシアンブッフェランチ"
料金"
グループ: 16,950 xpf (142 €) /名 "
プライヴェート: 105,935 xpf (888€)/２名"
プライヴェートツアー３名からの追加料金  : 　"
16, 000 xpf (134€)/名!"""



迫力あるラグーン鮫に接近。人懐っこいエイと楽しく戯れた後は、"
タハアラグーンでシュノーケリング。""
素晴らしい海の世界、竜宮城を独り占め。""
ガイドが奏でるウクレレに耳をかたむけ、ポリネシアンライフを肌に感じ
ながらローカルフレッシュフルーツをご堪能いただきます。

ラグーンサファリ
ホテル出発E : 午前9時00分"
ホテル到着：午後12時30分 
　　　　　　　　　　　　　　　　　"
料金　グループ　　　　　　　　:
最少実施人数　4名"
12,000 xpf (100€)　/名!
料金　プライヴェート: "
56,500 xpf (474 €)　/2名""
プライベートツアー3名からの　
追加料金 : 10,000 xpf (84 €)/名!



タハアの海底を探検　!!

フランス領ポリネシアの暖かく澄んだ海でダイビングを堪能!!"
ダイビング認定者はもとより初心者にとっても、タハアは　　　　
ダイビングに最適な場所です。!"
ダイビングポイントは、気象条件に応じてインストラクターが　　
当日決定します。!"
ダイビングの実施には2名必要です。

スキューバ　 "
ダイビング

ダイビングライセンス非保持者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体験ダイビング  

料金"
グループ(最少実施人2名): 　　　　　　　　　　　　　　　
10,000 xpf (84 €) /名"
プライベート: 40,000 xpf (335 €) /1名又は2名 ""ダイビングライセンス保持者　"
1タンクファンダイビング  
料金"
グループ(最少実施人数2名) : 9,500 xpf (80 €) /名""
2タンクファンダイビング 
料金"
グループ(最少実施人数2名) :  17.800 xpf (150 €) /名"
プライべート: 100,000 xpf(838 €) /1名又は 2 名""
 10 ダイビングパッケージ 
料金　87,000 xpf (729 €) /名!"
シュノーケリング同行 
料金　5,000 xpf (42 €) /名""
NIVEAU 1 FFESSM/CMAS (5 ダイビング) !
料金　8,000 xpf (486 €) /名　要医師による健康診断証!"
ダイビングレッスン 
料金　12,000 xpf (100 €) /名""
OPEN WATERライセンス取得ラスト4ダイビング  
料金　48,000 xpf (402 €) /名"
その他!
ダイビングログブック又は Tシャツ: 3,000 xpf (25 €)!
PADI ライセンス認定証 6,000 xpf (50 €)!



　タハア　マララツアー !
Joe Dassinビーチ、鮫と一緒にシュノーケリング、"
黒真珠養殖場＆ヴァニラ農園、ラム酒蒸溜場　ジェットスキーで
訪れます。フレッシュフルーツと軽食をご堪能いただきます。!"
　ライアテア　ジェットスキーツアー　!
ライアテアを一番楽しめる方法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"
ジェットスキー散策でライアテアの美しさを発見!　"
サメと一緒にシュノーケリング　ファアロア河探索も楽しめます。

ツアーの締めくくりには、ココショーとフレッシュフルーツを　
ご堪能いただきます。!

周遊ジェット　　
スキーツアー

"
タハア　マララツアー 
4時間ツアー"
グループ(最少実施数　2ジェットスキー):"
35,350 xpf (296 €)  /ジェットスキー"
プライベート 1ジェットスキー"
66,670 xpf (559 €) !
プライベート　 2ジェットスキー "
87,500 xpf (733 €) !"
プライベート VIP　昼食付 "
1 ジェットスキー: 97,900 xpf (820 €)"
2 ジェットスキー: 118,750 xpf (995 €)""
ライアテア　ツアー"
4 時間３0分ツアー"
グループ(最少実施数　2ジェットスキー""
グループ：36,850 xpf (308 €)  /ジェットスキー"
プライベート　 1 ジェットスキー"
73,300 xpf (617€) !
プライベート　2 ジェットスキー"
87,500 xpf (733 €) !"
実施時間　アクティビティデスクにて要確認. !



タハアラグーン　ツアー!
ジェットスキーでタハアのラグーンを颯爽とお散歩!　"
ガイドがご同行致します。

ジェット　　　　
スキーツアー

1時間ツアー"
1ジェットスキー"
料金 
35,400 xpf (297 €)  ""
ジェットスキー2台目から"
22,600 xpf (189 €) / ジェットスキー!"
2時間ツアー"

1ジェットスキー又は複数ジェットスキー"
料金"
35,400 xpf (297 €)  /ジェットスキー"
ツアー中にシュノーケリング可能""
実施時間　アクティビティデスクにて要相談



タハアで最高のシュノーケリングポイント＆コーラルガーデンにご案内 "
または、ラグーンクルーズ、プライベートモツ送迎　"
ラグーンフィッシング等・・・   ""
タハアのラグーンを熟知している経験豊かなキャプテンがご希望通りに "
ご案内致します。!"

プライべート　  
ガイドボート

料金"
2 時間"
42,400 xpf (355 €) /2名"
3 時間"
56,500 xpf (473 €) /2名!
4 時間"
70,700 xpf (592 €) /2名!"
3名からの追加料金 : !
10,000 xpf (84 €)　/名!"
実施時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アクティビティデスクにて要確認!"""
 



まずはのんびりと釣りを楽しみながら、午前中をラグーンで過ごします。　
　　　　　　　"
キャプテンお手製のローカルランチ、幸運の女神が微笑めば、"

釣り上げたばかりの魚に舌鼓。"

シュノーケリングも楽しめます。"

ポリネシアン流にゆったりと過ごす1日。!

ポリネシアンの１日 ホテル出発：午前8時00分"
ホテル到着：午後3時00分!"
プライベート /2名!
7 7 , 7 0 0 x p f ( 6 5 1 € ) 　　　　　　　
モツでの BBQランチ""
98,000 xpf  (829 €)　　　　　　
ガイド宅での « Ahima’a »ランチ
(ポリネシアンオーブン料理)""
3名からの追加料金 : !
15,000 xpf (126 €)/名!"""
 



"
サンセットクルーズには、プライベートツアーと　　　　
グループツアーの２選択があります。""
ローカルキャプテンが奏でるウクレレのポリネシアンメロディに
包まれながら、ボラボラ島を背景に沈む美しい夕陽をご満喫。"

美しい夕暮れを眺めながら、キャプテンに島やラグーンの生態系等
について質問をされ、タハア島に関する知識を深めてみては"
いかがでしょうか。""""

ロマンチック　 "
サンセットクルーズ

プライべートサンセットクルーズ"
お二人だけの素敵な時間。　　　　　　　　　　　　　　
最高にロマンチックなサンセットクルーズ。"

催行時間 :"
午後4時30分から午後 6時30分"
料金 "
45,200 xpf (379 €) /2名 (飲食物は含まれません)"
最少実施人数　1名""
シャンパンサンセットクルーズグループツアー"
楽園の1日を締めくくる、美しい夕陽にシャンパンで乾杯。""
催行時間 :"
午後4時30分から午後 6時30分"
料金"
14,000 xpf (117 €) /名""
最少実施人数　4名 



"
ボートで1時間半の帆走後ボラボラに到着(帆走時間は天候次第)。。　 
世界で最も美しいと評されるラグーンの中でエイや鮫に接近し、　　
シュノーケリング をお楽しみいただきます。　　　　　　　　　　　　　
レストランでのご昼食後　(昼食代は 含まれておりません。）　　　　　　
ボラボラ島中心の村Vaitapeにて美しい芸術品や民芸品等のお買物も　
お楽しみいただけます。　　　　!

タハア&ボラボラ プライベートボート送迎　　　　　　
運行は天候状況により左右されます。!

"
.!

ボラボラで過ごす "
１日

ボラボラでのプライヴェートツアー"
催行時間"
午前9時00分 から午後５時00分 辺り""
ご案内 :"
昼食は含まれていません"
海と天候の状況次第ですがタハア-ボラボラ間の航
行時間は約１時間30分です. ""
料金:　"
190 700 xpf (1 598 €) /2名"
3名からの追加料金: 15 000 xpf (126 €)/名!"
タハア＆ボラボラ　プライヴェート送迎""
ご案内 :"
海と天候の状況次第ですがタハア-ボラボラ間の　
航行時間は約１時間30分です. ""
料金 :　"
154,750 xpf (1,297€) /2名"
3名からの追加料金: 10 000 xpf (83 €)/名!"
 



天空に向かって!!

真っ青な空を颯爽と空中散歩!

素晴らしい景色を空からご堪能。!

"
"

ヘリコプター

タハア＆ボラボラ　プライべート送迎:"
飛行時間 :15 分間""
出発又は到着場所"
出発：ホテルのヘリポート"
到着：Pago  (ヘリコプターベース) "
料金　"
128,000xpf (1.073€)/ヘリコプター　　　　　　　　　　
許容乗客数：1名～ 4名""
出発＆到着：ホテルのヘリポート"
出発：ホテルのヘリポート＆到着：ボラボラ空港"
158,000 xpf (1.324 €) /ヘリコプター　　　　　　　　　
許容乗客数：1名～ 4名"
荷物規定 :  23 kg以下＆L60 cm X 125 cm X H60 cm.　　　
荷物は1人1個まで!"
遊覧飛行（許容乗客数：1名～5名）"
タハア : 15 分： 125,000 xpf (1.048€)!
タハア＆ライアテア: 30 分 ：200,000 xpf (1.676€)!
タハア＆ボラボラ : 　30 分： 200,000 xpf (1.676€)!
タハア＆ツパイ＆ボラボラ : 45分：270,000 xpf  　　　
(2.2623€)!　""
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ボラボラ日帰りツアー "
ボラボラまでひとっ飛び"
シュノーケリング＆観光、ウクレレの調べに包まれご昼食をお楽しみ　
　いただけます。!"
マウピチ日帰りツアー !
ライアテア空港からフレンチポリネシアで最も美しい島にひとっ飛び。マ
ンタのいるラグーン、コーラルガーデンでのシュノーケリング＆モツ　で
のご昼食をお楽しみいただきます。 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　"
情熱溢れるガイドがマウピチ島をご案内いたします。"""
"

水上飛行機

ボラボラ日帰りツアー"
実施時間間:　午前8時から午後3時 "
料金"
58,000 xpf (486 €) /名!
 グループツアー　(最少実施人数4名)"
プライベートツアー料金は要相談""
マウピチ日帰りツアー"
実施時間間:　午前8時から午後3時 "
料金"
84,000 xpf (704 €)/名"
グループツアー(最少実施人数4名)"
プライベートツアー料金は要相談""
パノラマ飛行ツアー：詳細＆料金は要相談""



タハア – ボラボラ　プライヴェート送迎!
飛行時間約15分間　!

荷物制限：手荷物1個＆スーツケース（23kg以下）1個/名!

. !

"
"

水上飛行機 送迎"
料金"
グループ送迎 : 21,000 xpf (176 €) /名　
最少実施人数：4名""
プライベート送迎: 　　　　　　　　
125,000 xpf (1.048 €) 　　　　　　　
最少実施人数：1名!"



"
レンタルヨットO’Hanalei II キャプテン付き 　　　　　　　　　　　　
全長13.8m 冷房完備 2船室 (最大定員10名)!

　　　　　O’Hanalei IIヨットで快適なクルージング!

"
"

レンタルヨット "

"
タハア~ボラボラプライベート送迎 　　　　　　　　　　　　　　"
帆走時間:約1時間　　　　　　　　　　　　　　　
料金　　　282.500xpf　（2.367€ ）"

外海でのトローリング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
半日ツアー: 　料金：282.000 xpf (2.367€ ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1日ツアー: 　料金　367.250 xpf (3.078€）"

ライアテアでのエキスカーション 　　　　　　
ファアロア河クルーズ、タプタプアテアのマラエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レストランでの昼食　(昼食代は含まれません) 　　　　　　　　　　　　　　　　　
« Nao-Nao »周辺でのシュノーケリング　　　　　　　　　　　　
１日ツアー ： 529,700 xpf　(4.439€）（）!

ボラボラでのエキスカーション　　　　　　　　　　　　　　　　　
レモンシャークとエイと一緒に泳ぎ、ラグナリアム
を訪れます。その後 モツ « piti uutai » でのご昼食を
お楽しみいただきます。　　　　　　　　　　　　　　 
1日ツアー：529,770 xpf ( 4.439€)!

*ツアーにはお飲物が含まれています。　　　!
　(シャンパン、ビール＆ソフトドリンク）!



　笑顔のスタッフとラグーンを楽しく帆走！!
　　　　　　"
　キャプテンRasta Nuiが奏でるローカル＆海外音楽"
　ウクレレの音色に包まれながらの楽しいクルーズ"""
"

カタマラン  
チャーター  
WATERCOLOR

半日ツアー*"
ホテル出発: 午前8時45分 又は午前9時15分"
Tapumu にて車でお迎え"
料金"
グループ: 33,750 xpf (282 €) !
プライベート 135,000 xpf (1.131 €)!"
1日ツアー*"
ホテル出発: 午前8時45分 又は午前9時15分"
Tapuamu にて車でお迎え"
Champonパールファーム訪問後　シュノーケリン
グ＆カタマランクルーズ"
料金"
グループ: 50,500 xpf (423 €) !
プライベート 202,000  xpf (1.692 €)!"
サンセットクルーズ "
ホテル出発: 午後4時 又は午後4時30分"
料金"
グループ: 25,000 xpf (209 €) !
プライベート: 100,000 xpf (838 €)!"
ご案内 : "
グループツアー最少実施人数 4名. (最大10名) "
*シュノーケリングセット＆タオル貸出"
*飲物とスナックのご提供"
*昼食は要予約 (料金には含まれていません。)"
昼食オプション：　　　　　　　　　　　　　　
サ ン ド ウ ィ ッ チ ： 1 , 5 0 0 x p f / 名　　　　　　　　　　
レストランでの昼食： 5,000 xpf/名’"
ホテルのランチボックス：注文次第



 ラグーンを帆走!

CATAMARAN LAGOO 440 で　　　　　　　　　　　　　　　
タハアとライアテアのラグーンクルーズを楽しみましょう。"

"
"

カタマラン "
チャーター  "
COCOCHARTER "　   

"
料金"
半日ツアー"
グループ：26,150 xpf (220€）"
最少実施人数：4名"
プライベート : 104,350xpf (875€)""
1日ツアー 
料金"
グループ : 34,200xpf (287€)　"
最少実施人数：4名"
プライベート : 136,450xpf　(1.143€）""
サンセットクルーズ"
料金"
 グループ：22,050 xpf (184 €) !
プライベート: 88,200 xpf (739 €)"
ご案内 : "
グループツアーの最少実施人数：4名　(最大12 名) "
 参加者名以上からの追加料金（1名につき）"
半日ツアー：4,800 xpf (40 €)!
1日ツアー ：8,000 xpf (67 €)"
 シュノーケリングセットと飲物は含まれません。 """



滞在の想い出!

Taha’a By Pearl  Resortで過ごした素敵な時をフレームの中に刻み、 　
最高の想い出と一緒に暮らす。 
そんな素敵な夢を叶えてみませんか? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
タハア在住のプロのカメラマンが、貴方の最高に輝く瞬間をレンズに 　
おさめます。"

お好きな撮影時間をお選び下さい。 "

午前中撮影:カメラマン推薦 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　
朝の日光は様々な青色の素晴らしいコントラストを引き立たせます。 "

午後撮影: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
午後の暖色系の光がアクセントとなり、緑色の景色に優しいニュアンス
をもたらせます。!

"
"

写真撮影
撮影時間: "
1 時間30 分 

料金："
編集写真50 枚（USBキー入り: "
45,750 xpf (383 €)"
 



神聖な島　ライアテア!
ポリネシア人にとって大切な島、ライアテアを発見してください。　 !

ユネスコ世界遺産に登録されている神聖な遺跡であるタプタプアテア
のマラエは、遥か古代、ポリネシアの船乗りたちが祝福を受けた後、　
海を征服するために掘った帆船で出発した出発点でした。!

ライアテアの風景は、緑の絨毯を敷き詰めた山々や、ココナッツ椰子
が並ぶ海岸線など、非日常的なものとなっています。　　　　　　　　
ファアロア河（Faaroa River）を遡上しながら、この緑豊かな美しい　
自然に浸ってみてはいかがでしょうか。!

"
"

ライアテア散策

　　"
ファアロア河カヤックツアー又は　　　　　　　　　　　
タプタプアテアマラエ訪問* ""
所要時間 : 3 時間"
料金"
6,750 xpf (57 €)/名!"
ファアロア河カヤックツアー＆タプタプアテアマラエ訪問　
ピクニック昼食付き* "
ウツロアでのお買物も可能（スケジュール次第）""
所要時間 : 6時間"
料金"
13,500 xpf (113 €)/名!"
*無料ホテルボート送迎：送迎スケジュール次第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!
有料プライべートボート又はタクシボート送迎：　　　　　　　　　
料金"
 11,686xpf(196€)又は12,000xpf(101€)/2名!



ホテルLe Taha’aの専属パートナー!
美しい川のほとりのライアテアのジャングルで　　　　　　　
ユニークな体験をしてみませんか？!

ガイドと一緒に川を上ったり、自然の谷を訪れたりする　
ウォーキングツアー（約3時間）をご提案します。!

ガイドの家族により保存され続けている遺跡にも訪れます。!

当ホテルのお客様だけが体験できるツアーです。!

"
"
"

ライアテア "
BANYAN 　　　
エスケープツアー

出発 : "
アクティビティスタッフと要相談"
料金"
グループ： 14,000 xpf (117 €)/名  　　
(最少実施人数4 名）"
プライベート：　　　　　　　　
56,000 xpf （469 €) /2名"
プライベートツアー3名からの　　　
追加料金: ：7,000 xpf (58 €)/名!"
 



ポリネシアン文化大使と巡るライアテア島　　
自然＆文化体験ツアー!
"
ライアテアの景勝地を訪れ、地元の人々と触れ合いながら、
その土地ならではの特産物の使用方法を学びます。!
古代史、慣習、文化等ポリネシアン文化大使が豊富な知識を
惜しみなくご披露しライアテアの魅力をお伝えいたします。
　　　　　　　　　　　　　　 !
プライべートツアー限定。!
御希望にあったツアーを御提供いたします。!"
"
"

真のライアテア

"
3つの滝　"
ハイキング約3時間：　初級レベル "
料金"
56,500 xpf (473€) / 名!"
テメハニ山（アペタヒ花）"
ハイキング約6時間（1日）：中級レベル"
料金"
98,000 xpf (821 €) / 2 名!"
ライアテア　ディスカバリーツアー(半日）"
マラエ＆ファアロア河 ＆絶景　ライアテア半周"
料金"
56,000 xpf (469 €) / 2 名"
ライアテア　ディスカバリーツアー(1日）"
マラエ＆ファアロア河 ＆絶景 ライアテア1周"
料金"
99,000 xpf (830 €) /  2 名!"
3名からの追加料金: "
7,000 xpf (58 €)/名



サンゴの断片移植のスポンサーになりタハアのコーラルガーデンを!
維持しましょう！!
サンゴの生態系は、脆弱なバランスに基づく生物多様性のホットスポットです。　　　　　　　
サンゴが脅威にさらされている今日、サンゴ礁を保護する必要があります。!

私達のパートナーであるエスパス・ブルーはサンゴの断片移植に携わっています。　　　　　　
サンゴを養子にして、タハアのコーラルガーデンに貴方のメッセージを永遠に残すことをご提案
します。!

サンゴを養子にする方法は、サンゴの断片移植に使用されるセラミック製の文字を選択するだけ
です。!

選ばれた文字にはそれぞれサンゴの断片が固定され、断片移植された文字はホテルのサンゴ園に
設置されます。その後、写真とサンゴ挿し枝の証明書をメールでお送りします。サンゴの成長が　
わかるように、半年後に新しい写真をメールお送りします。!

サンゴが成熟したら（1年後）、貴方のサンゴ挿し枝は、ホテルのサンゴ園から自然のコーラル
ガーデンに移され、再播種され、復元されます。 この機会にサンゴのGPSポイントと最後の写真
をメールでお送りします。!

コーラルガーデン 含まれるもの："
サンゴ挿し枝証明証"
サンゴ挿し枝の写真3枚 　　　　　
(サンゴ園設置6ヶ月後 ＆1年後)　　"
GPS 座標（コーラルガーデン設置）""
料金"
2,400 xpf /1文字""
1回の伐採毎に、その金額の一部
（1,000xpf）がタハアの天然サンゴ園
の維持管理に使われます。"
 



タヒチ島プライヴェート送迎サービス!
"
ポリネシアでの最後の時間を利用して、タヒチを発見してください。　　
プライベートドライバーによる島内ツアーや、お好みのレストランで　　
タヒチ最後の夜を過ごしてみてはいかがでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　
その間、ドライバーが荷物をお預かりします　。!

"
"

タヒチ散策

プライベート送迎"
10.650 xpf (90 €)!"
タヒチ島プライベートツアー"
56,500 xpf (473 €) /2名!"
 4 時間ツアー：38,800 xpf(325 €) !
1日ツアー : 71,200 xpf (596 €) !
　"
夕食用送迎サービス"
20,250 xpf (170 €)!"
プライベート往復送迎!
(空港　港　レストラン　他) !
夕食中の荷物管理!"""""
 



ご案内
料金はxpfで表示しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
料金は特別明記がない限り、1名分で表示して　
あります。 　料金は税込み表示です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
料金チャージが時間毎の際は 全所要時間分の
チャージとなります。 　　　　　　　　　　　
全てのサービスは下記連絡先に24時間前に予約
が必要です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　
全てのサービスはガイド又は天候状況次第に　
より実施となります。 
妊婦の方は、陸又は海で実施するアクティビティ
は強い振動が 伴う可能性が大いにあります旨　
ご留意下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ポリネシアの環境により、異種の動物、植物、
珊瑚などアレルギーを 引き起こすものが存在　
する旨、ご留意下さいませ。"

"
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