
The Manava Beach Resort & Spa Moorea nestles on the island shore, just 
by the village of Maharepa in an ideal location, between the majestic 
Cook’s Bay and the Golf of Moorea. It’s very convenient, at just 10 minutes 
from the airport and 15 minutes from the ferry terminal, and with 
boutiques, restaurants and a small shopping center close at hand.

The style of the resort is a tasteful combination of the traditional and the 
contemporary with a powerful sense of Polynesia. There are 28 over-water 
bungalows built over the lagoon on piles, 8 more bungalows on the beach 
and 28 spread through the beautiful grounds with their own private pools 
and little gardens. The remaining 18 rooms and 8 duplexes (room with 
Mezzanine ideal for families) of this 90-unit resort are in a small building.

Whichever accommodation you choose, you will have air-conditioned 
comfort (the bungalows also have ceiling fans), an outside terrace, mini-
bar, hairdryer, safe, flat-screen television and DVD player and WiFi.

From your hotel base we will be happy to arrange a full range of exciting 
excursions and activities and of course you can relax at the resort where 
you’ll enjoy one of the largest infinity pools of the island.

Each bungalow has an outside terrace with comfortable loungers. From the 
over-water ones, there is direct access to the lagoon. The over-water 
bungalows are especially well situated, close to the coral reef ledge, 
offering fabulous snorkeling, swim off and discover a fascinating world of 
colored fish and exotic corals.

Near the over-water bungalows, we have developed our own coral nursery 
– To’a Nui – a coral regeneration project and part of our commitment to 
protecting the fragile environment that surrounds us. This site encourages 
the proliferation of marine life whose beauty is so easily enjoyed with 
simple snorkeling equipment.

You will find a luxurious and convivial resort on a human scale, offering a 
warm welcome to honeymooners, romantic couples, families, nature 
lovers and scuba-divers. 3 outlets points : "The Mahanai," our main 
restaurant ; Lounge bar " Matiehani “ and its tables on the beach; the 
terrace bar "Autera'a" for snacks and fast food during the afternoon. Other 
facilities include, two meeting rooms, a boutique and a full range of 
activities and excursions both on land and on the water. We also have a 
dive center, and a spa.

The Manea Spa specializes in massages and treatments using traditional 
Polynesian methods and 100% natural products from the island’s flowers 
and plants, including the famous monoï oils from the coconut palm. The 
spa has a hammam, Jacuzzi and the solar heating pool "Rumi Ãvai" where 
you can discover the pleasures of our unique aquatic massages.

マナヴァビーチリゾート＆スパモーレアは、クック湾とモーレア湾の間、マ
ハレパ村に位置します。空港から10分、フェリーターミナルから15分の便
利なロケーションにあり、近隣にはブティックやレストラン、小さなショッピン
グセンターがございます。

伝統的なポリネシンスタイルで作られた28室の水上バンガロー、8室の
ビーチバンガロー、プライベートプールと小さな庭園を備えた28室のガー
デンプールバンガロー、そして計26室のガーデンビュー・ルームとガーデ
ンビュー・デュプレックスがあり、お部屋数は90室となります。

全てのお部屋には、エアコン、シーリングファン(バンガローのみ)、テラス、
ミニバー、ドライヤー、セーフティーボックス、フラットスクリーンテレビと
DVDプレイヤーが備えられており、Wi-Fiもご利用頂けます。

各種エクスカーションやアクティビティ、そして、モーレア島最大のプールも
ご利用頂けます。

バンガロータイプのお部屋のテラスにはチェアが備え付けられていて、水
上バンガローからはテラスから直接ラグーンに入る事が出来ます。水上
バンガローは珊瑚に囲まれたドロップオフの近くに建てられており、ドロッ
プオフ周辺では信じ難いほどに素晴らしいシュノーケリング体験を楽しん
だり、熱帯魚や珊瑚の世界に魅了される事でしょう。

水上バンガローの近くに、｢トアヌイ」という珊瑚養殖所がございます。珊瑚
がすぐれた環境の中で見事に繁殖し、そこに色とりどりの魚も住みつくよう
になりました。どなた様でもシュノーケルで自由にご見学いただけます。

ラグジャリーと落ち着きがバランスよく保たれており、ハネムーナー、ファミ
リー、ダイバーなどあらゆる目的のお客様にご満足頂けます。またホテル
にはメインダイニング「マハナイ」、ラウンジバー「マティエハニ」そしてバー
「アウテラ」の、1つのレストランと2つのバーがございます。その他、2つの
会議室、ブティックや各種エクスカーションやアクティビティ、ダイビングセ
ンターやスパがございます。

マネアスパでは、100％天然由来成分トリートメントによる、ポリネシアの
伝統的なマッサージを体験する事ができます。また、スパにはハマムや
ジャクジー、アクアティックマッサージを堪能できる「ルミ・アヴァイ」がござ
います。
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A - Reception – Hall – Boutique /

レセプション、ホール、ブティック

B - Conference Lounge / 会議室

C - Restaurant «Mahanaï»
Lounge Bar «Matiehani»

/ レストラン「マハナイ」

ラウンジバー「マティエハニ」

D - Bar «Autera’a» /

バー「アウテラ」

E - Manea Spa / マネアスパ

F - Garden View Room and Duplex / 
ガーデンビュールーム
ドゥプレクス

G - Premium Garden Pool Bungalows 
/ プレミアムガーデンプールバンガ
ロー

H - Beach Bungalows

/ ビーチバンガロー

I – Overwater Bungalows / 

水上バンガロー

J - Premium Overwater Bungalows / 

プレミアム水上バンガロー

K- Infinity Swimming Pool /  

インフィニティプール

L – Diving Centre / 

ダイビングセンター

M – Coral Nursery / 

珊瑚養殖地「トアヌイ」
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Garden View: 475 sq foot / ガーデンビュールーム : 44 m²

Family Garden Duplex: 635 sq foot / ファミリーガーデンドゥプレクス : 59 ㎡
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Premium Garden Pool Bungalow: 517 sq foot / プレミアムガーデンプールバンガロー : 48 m²

Overwater Bungalow & Premium Overwater Bungalow : 517 sq foot / 

水上バンガロー, プレミアム水上バンガロー : 48 m²
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ADDRESS/住所

MANAVA BEACH RESORT & SPA - MOOREA 
BP 3410 - TEMAE - 98728 MOOREA - Polynésie française 
Tel : + 689 40 55 17 50 - Fax : + 689 40 55 17 51 
E-mail : welcome@manavamoorearesort.pf

General Manager / ゼネラルマネージャー :
Mr Alain DRUET

Web site / ウェブサイト :
http://www.spmhotels.com/en/hotels/manava-beach-resort-
spa-moorea/

Reservations Centrale & Informations / ご予約・お問い合わせ:
(Papeete / パペーテ) Tel : + 689 40 50 84 45 

Fax : + 689 40 43 17 86
E-mail : res@spmhotels.pf (日本語不可)

(Tokyo / 東京) Tel : +81 3 6890 1127 
E-mail : iaorana1215@gmail.com (日本語可)

GENERAL DESCRIPTION / ホテルインフォメーション

• Hotel capacity / 客室数: 90
- 18 Garden View Rooms / ガーデンビュールーム
- 6 Family Garden Duplex / ファミリーガーデンドゥプレックス
- 2 Garden Duplex with Kitchenette / 
キッチン付きガーデンドゥプレックス

- 28 Premium Garden Pool Bungalow / 
プレミアムガーデンバンガロー

- 8 Beach Bungalows / ビーチバンガロー
- 10 Overwater Bungalows / 水上バンガロー
- 18 Premium Overwater Bungalows /  
プレミアム水上バンガロー

• 7.5 acre lagoonfront property / 
約３万㎡のラグーンフロントの敷地

• 10 minutes by car from the airport /
モーレア空港から車で10分

• 15 minutes from the pier / モーレア港から15分

• 2 minutes from Maharepa shopping and civic center /
マハレパショッピングセンタ－まで2分

• 5 minutes from the Moorea Golf Course (Transfer available 
for players) /モーレアゴルフコースまで5分(送迎手配可)

• Check in time: 2.00 p.m. / Check Out Time: 11.00 a.m.
チェックインタイム 14時 / チェックアウトタイム 11時

• Maximum room capacity (except Garden View + Family 
Garden  Duplex) : 
3A or 2A + 2C (<15) / 
最大宿泊可能人数(ガーデンビュー及びファミリーガーデンドゥ
プレクスを除く): 
大人3名 又は 大人2名 + 子供2名

• Maximum capacity in Garden View  :
2A + 1C (<15) / 
最大宿泊可能人数(ガーデンビュー): 
大人2名 + 子供1名

Maximum capacity in Family Garden Duplex  :
4A or 2A + 3C (<15) / 
最大宿泊可能人数(ファミリーガーデンドゥプレクス): 
大人4名 又は 大人2名 + 子供3名

※子供とは15歳未満のお客様となります

HOTEL FACILITIES / ホテル設備サービス

• Manea Spa / マネアスパ
• Meeting - Conference rooms / 会議室
• Tours and activities desk / アクティビティデスク
• Scuba diving Center / ダイビングセンター
• Convenience & black pearl shop / 
コンビニエンス＆パールショップ1軒

• Internet kiosk / インターネットコーナー
• Accepted credit cards / ご利用可能なクレジットカード :

Visa - Mastercard - American Express – JCB
• Currency exchange / 両替
• Laundry service / ランドリーサービス
• Morning news / 新聞
• Room service / ルームサービス
• Turn down service / ターンダウンサービス
• In room satellite TV / 客室内衛星テレビ
(Fox news/Infosport+/Espn/Orange ciné/LCI/M6)

• CD/ DVD Player / CD/DVDプレーヤー
• Secretarial services, photocopies, fax and translation /
セクレタリーサービス、コピーファックス、翻訳

• Polynesian wedding ceremony / ポリネシアンウエディング
• Pets not permitted / ペットの持ち込みは不可
• Avis car rental / AVISレンタカー

INTERNET FACILITIES / インターネット設備 *

• 2 computers at the lobby / コンピューター2台
• Wi-fi connection in all the property and in your room  -
bungalow (withyour own lap top) / 
Wi-fi無線LANサービス(施設内全域) 
(コンピューター等はご持参下さい)

•The above information is given as an indication and may change 
without prior notice / 内容は予告無く変更となる場合がございます
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DINING - ENTERTAINMENT FEATURES / 
レストランとエンターテインメント

• Restaurants & Bar:
Restaurant «Mahanaï»; Bar «Auteraa»; 
Lounge Bar «Matiehani»

/  レストラン 「マハナイ」; バー 「アウテラ」; 
ラウンジバー「マティエハニ」

• Special services / 特別なサービス :
Welcome cocktail / ウェルカムカクテル
Romantic Rendez-vous / ロマンティックランデブー
Barbecue Buffet or a la carte menu with show on 
Wednesday /  バーベキューブッフェまたはアラカルトメニュー
ディナーショー (水曜日)
Polynesian/International Buffet with show on Saturday / 
ポリネシアン・インターナショナルブッフェディナーショー
(土曜日)

• Service Hours: 
Breakfast 6.30 am to 10.00 am 
Lunch & Snacks 12.00 am to 9.30 pm
Dinner: 6.30 pm to 9.00 pm

• 営業時間 : 
朝食 6時30分~10時
昼食&軽食 12時~21時30分
夕食 18時30分~21時

• Room Service: 7.00 am to 10.30 am & 12.00 pm to 9.30 pm /
ルームサービス : 7時～10時30分& 12時～21時30分

LEISURE ACTIVITIES / レジャー設備

• Infinity-edge 7500 square foot swimming pool /
700㎡のインフィニティプール

• Adjacent whirlpool bath, sunloungers and umbrellas /
ジャクジー、チェア、パラソル

• Tropical garden / トロピカルガーデン
• Reef drop off / ドロップオフ
• Lobby tropical aquarium / 熱帯魚のアクアリウム(ロビー)
• Snorkeling gear / シュノーケリングセット
• Kayaks and outrigger canoes /カヤック、アウトリガーカヌー
• Paddle Board /パドルボード
• Petanque /ペタング
• Table tennis / 卓球
• On site Moorea Blue Diving center /
モーレアブルーダイビングセンター

• Bicycle - scooter - car rental / 
レンタサイクル、レンタルスクーター、レンタカー

• Jet ski excursion / ジェットスキー
• On site Manea Spa / マネアスパ

CHILDREN FACILITIES /お子様向けサービス

• Set of toys available such as beach toys, rake, spade, bucket 
and various games /ビーチ用のおもちゃや様々なゲーム
• Child life jackets / お子様用のライフジャケット
• Children size snorkeling gear /
お子様用のシュノーケリングセット

• Welcome candies basket / ウェルカムキャンディバスケット
• Children menu / レストランでのキッズメニュー

DISABLED FACILITIES / お身体の不自由な方へ

• 2 Premium Garden Pool Bungalows are equipped with an 
access ramp, wider doors and entry way, raised toilets and 
retractable armrests.
• Public areas, restaurant, bar and swimming pool are easily 
accessible. Wide cement paths. Elevator.
• All hotel staff is available for assistance.

•プレミアムガーデンプールバンガロー2室には、バンガロー用

のタラップ、幅広のドアと客室への入り口、トイレには補高便座
と伸縮可能なひじかけが設備されております。
•パブリックエリアとレストラン、バー、プールはバリアフリーと

なっております。メインビルディングにはエレベーターが設備さ
れています。
•お手伝いが必要な際にはお気軽にリゾートスタッフにお申し
付け下さい。
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ROOM FEATURES / 客室内設備
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GARDEN VIEW ROOM /

ガーデンビュールーム
FAMILY GARDEN DUPLEX /

ファミリーガーデンドゥプレクス

PGARDEN DUPLEX with 

KITCHINETTE /

キッチン付きガーデンドゥプレクス

475 sq foot / 44 m² 635 sq foot / 59 m² 635 sq foot / 59 m²

1 king size or 2 twin beds + 1 single bed / キ
ングサイズベッド又はツインベッド＋ソファ
ベッド

1 king size + 2 twin beds / 
キングサイズベッドとツインベッド

1 king size  + 1 double bed / キングサイズ
ベッド＋ダブルソファベッド

Maximum room capacity : 
2A + 1C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人2名 + 子供1名(15
歳未満)

Maximum room capacity : 
4A or 2A + 3C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人4名 又は 大人2
名 + 子供3名(15歳未満)

Maximum room capacity : 
3A or 2A + 2C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人3名 又は 大人2
名 + 子供2名(15歳未満)

Air conditioning / エアコン Air conditioning / エアコン Air conditioning / エアコン

IDD Phone /国際直通電話 IDD Phone /国際直通電話 IDD Phone /国際直通電話

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

Mini Bar (on request ) / 
ミニバー(リクエスト要)

Mini Bar (on request ) / 
ミニバー(リクエスト要)

Mini Bar (on request) / 
ミニバー(リクエスト要)

Tea-coffee making facilities / 
コーヒーと紅茶セット

Tea-coffee making facilities / 
コーヒーと紅茶セット

Tea-coffee making facilities / 
コーヒーと紅茶セット

In-room safe / 
室内セーフティーボックス

In-room safe / 
室内セーフティーボックス

In-room safe /
室内セーフティーボックス

Balcony / バルコニー Balcony / バルコニー Balcony / バルコニー

Full shower / シャワー Full shower / シャワー Full shower / シャワー

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Satellite 26’’ flat-screen TV 
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

Satellite 26’’ flat-screen TV
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

Satellite 26’’ flat-screen TV 
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

One 110v Outlet / 110V用コンセント One 110v Outlet / 110V用コンセント One 110v Outlet / 110V用コンセント

Kitchenette, Refrigerator, Induction hob, 
one sink, kettle, plates and fruit knife/
キッチン、冷蔵庫、電気コンロ、シンク、ケト
ル、食器、フルーツナイフ
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ROOM FEATURES / 客室内設備
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PREMIUM GARDEN POOL 

BUNGALOW /

プレミアムガーデンプールバンガロー

BEACH BUNGALOW /

ビーチバンガロー

OVERWATER BUNGALOW 

& PREMIUM OVERWATER 

BUNGALOW /

水上バンガロー & 

プレミアム水上バンガロー

517 sq foot / 48 m² 475 sq foot / 44 m² 517 sq foot / 48 m²

1 king size or 2 twin beds + 1 single bed / キ
ングサイズベッド又はツインベッド＋ソファ
ベッド

1 king size  + 1 single bed / 
キングサイズベッド＋ソファベッド

1 king size  + 1 single bed / 
キングサイズベッド＋ソファベッド

Maximum room capacity : 
3A or 2A + 2C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人3名 又は 大人2
名 + 子供2名(15歳未満)

Maximum room capacity : 
3A or 2A + 2C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人3名 又は 大人2
名 + 子供2名(15歳未満)

Maximum room capacity : 
3A or 2A + 2C (<15)
最大宿泊可能人数: 大人3名 又は 大人2
名 + 子供2名(15歳未満)

Air conditioning / エアコン
Ceiling fan / ファン(天井)

Air conditioning / エアコン
Ceiling fan / ファン(天井)

Air conditioning / エアコン
Ceiling fan / ファン(天井)

IDD Phone /国際直通電話 IDD Phone /国際直通電話 IDD Phone /国際直通電話

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

internet outlet/fax line / インターネット接続
差込とファックス用ライン

Mini Bar (on request ) / 
ミニバー(リクエスト要)

Mini Bar (on request ) / 
ミニバー(リクエスト要)

Mini Bar (on request) / 
ミニバー(リクエスト要)

Tea-coffee making facilities / 
コーヒーと紅茶セット

Tea-coffee making facilities / 
コーヒーと紅茶セット

Tea-coffee making facilities
Espresso machine / 
コーヒーと紅茶セット
エスプレッソマシーン

In-room safe / 
室内セーフティーボックス

In-room safe / 
室内セーフティーボックス

In-room safe /
室内セーフティーボックス

Terrace + pool deck / 
テラスとプールデッキ

Terrace /テラス
Sundeck with direct access to the lagoon /
ラグーンアクセス付きサンデッキ

Full shower / シャワー Full shower / シャワー Full shower / シャワー

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Iron and Ironing board/
アイロンとアイロン台

Satellite 26’’ flat-screen TV 
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

Satellite 26’’ flat-screen TV
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

Satellite 26’’ flat-screen TV 
+ DVD/CD Player / 
26インチサテライトテレビとDVD/CDプレー
ヤー

One 110v Outlet / 110V用コンセント One 110v Outlet / 110V用コンセント One 110v Outlet / 110V用コンセント

Private garden and pool / 
プライベートガーデンとプール

Glass floor / グラスフロア

Disabled facilities / 
障害者向け客室有り
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Conference Rooms / カンファレンスルーム

Meeting 
Room

ミーティング
ルーム

Theatre
シアター

Banquet
バンケット

Classroom
クラスルーム

Cocktail
カクテル

M²
平米

Sq. Ft. Height
天井

A/C
エア
コン

« Poe Ma » A
「ポエマ」 A

Lounge Lounge Lounge Lounge 26 280 3m YES

« Poe Ma » B
「ポエマ」 B

30 20 25 36 44 474 3m YES

« Poe Ma » C
「ポエマ] C

60 40 50 72 88 947 3m YES

« Poe Ma » A+B
「ポエマ」 A+B

48 32 40 58 70 753 3m YES

« Poe Ma » A+C
「ポエマ」 A+C

78 52 65 94 114 1227 3m YES

« Poe Ma » A+B+C
「ポエマ」 A+B+C

N/A 72 N/A 130 158 1700 3m YES

EQUIPMENT INCLUDED
設備

EXTRA EQUIPMENT ON REQUEST
追加設備 (リクエストベース)

Plugs, sockets & TV « Poe Ma » A « Poe Ma » B « Poe Ma » C
Paperboard
掲示板

220 V wall plugs
電源コンセント(壁) – 220 V

4 6 8
HF Microphone
マイク

220 V floor plugs
電源コンセント(床) – 220 V

N/A 4 8
Sound system
音響設備

Wall telephone sockets
電話回線(壁)

2 N/A N/A
VHS/CD/DVD Player
VHS/CD/DVDプレーヤー

Floortelephone sockets
電話回線(床)

N/A 2 7
Video projector
ビデオプロジェクター

Internet
インターネット

YES YES YES
TV set
テレビ

Cable TV
ケーブルテレビ

YES YES YES
Internet connections
インターネット接続

Secretarial desk
セクレタリーデスク

PC, printer, scanner, fax
パソコン、プリンター、ファックス、
スキャナー
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