
MANAVA
SUITE RESORT TAHITI

The Manava Suite Resort Tahiti is the premier Papeete
resort for business and leisure travelers alike, offering 
121 guest rooms ranging from rooms to multi-bedroom 
duplex suites and Manava Suites. Consistent with the 
South Pacific Management portfolio and decorated  by 
Tahitian architect/designer Bruno Hervochon, all guest 
rooms reflect authentic Polynesian décor, while still 
offering contemporary amenities and the comfort of 
home.

With state-of-the-art technology and in-suite kitchen 
quarters, each room offers a luxurious, well-appointed 
home base for travelers of all kinds, from business 
travelers staying for a week, to leisure travelers en route 
to the outer islands.

The resort encompasses five separate buildings, with the 
first one housing the reception area, restaurant, 
meetings rooms and 12 guest rooms, and the additional 
four housing 109 suites on 4 floors.

In addition, the resort features a lounge bars, a pool bar, 
a restaurant, a fitness centre, a spa & beauty centre and 
the island’s largest infinity swimming pool facing the 
lagoon and nearby island of Moorea. The Manava Suite 
Resort Tahiti is located in the island’s northwestern 
region, in the community of Punaauia, conveniently 
located five minutes from Faa’a International Airport and 
ten minutes from the city center.

マナヴァスイートリゾートタヒチは、パペーテでは最初
の、観光客とビジネストラベラーの双方にご利用いた
だけるリゾートで、121室の客室はゲストルームからマ

ルチベッドルームデュプレックススイートやマナヴァス
イートと、それぞれの目的にあわせたカテゴリーがござ
います。 タヒチ出身のデザイナー兼建築家である、ブ

ルーノ・エルヴォション氏により手がけられた各部屋の
デザインは、伝統的なポリネシア風の内装の中にも近
代的な設備とアットホームな快適さを備えた造りとなっ
ております。

キッチンコーナーや無料インターネットアクセスなど最
新設備を備えたお部屋は、長期滞在をされるビジネス
のお客様や、他の島へ行かれる際の前後泊のトラン
ジットとして、さまざまなご旅行の形態にあわせてご利
用いただけます。

当ホテルは5つの建物からなり、メインビルディングに
はフロントデスク、レストラン、会議場、そして12のゲス
トルームが、他の4棟には109のゲストルームがござい
ます。

さらに、ホテル内には2つのバー、レストラン、フィットネ

スセンター、スパ、そしてタヒチ島で一番大きいインフィ
ニティープールが、モーレア島を望むラグーンに面し作
られています。マナヴァスイートリゾートタヒチは島の
北西のプナウイア市に位置し、ファアア国際空港から5
分、パペーテ市内からも10分の便利なロケーションで
す。
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Garden Studio (24) & Lagoon Studio (28): 538 sq foot / 

ガーデンストゥーディオ (24) & ラグーンストゥーディオ (28): 50m²

Garden Suite (22) & Lagoon Suite (21): 807 sq foot / ガーデンスイート (22) & ラグーンスイート (21): 75m²

Upper Level / 上階

Lower Floor / 下階

One Bedroom Duplex Suite (4): 947 sq foot / 1ベッドルームドゥプレクススイート (4): 97m²
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Lagoon Apartment (3): 925 sq foot / 

ラグーンアパートメント (3): 86m²

Lower Level / 下階

Upper Floor / 上階

Two Bedroom Duplex Suite (4): 1797 sq foot / 2ベッドルームドゥプレクススイート (4): 180m²
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ADDRESS/住所

MANAVA Suite Resort Tahiti
West coast of Tahiti - (PK 10.7) / Côté ouest de Tahiti (PK 10.5)
BP 2851 Punavai - 98703 Punaauia - Polynésie française
Tel : + 689 40 47 31 00 - Fax : + 689 40 47 31 01
E-mail : info@manavatahitiresort.pf

General Manager / ゼネラルマネージャー :
Mr Jean-Pierre CHALLEAU

Web site / ウェブサイト :
http://www.spmhotels.com/en/hotels/manava-suite-resort-
tahiti/

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 : 121
- 12 Guest Rooms / ゲストルーム
- 24 Garden Studio / ガーデンストゥーディオ
- 28 Lagoon Studio / ラグーンストゥーディオ
- 22 Garden Suite / ガーデンスイート
- 21 Lagoon Suite / ラグーンスイート
- 4 One Bedroom Duplex Suite / 
1ベッドルームドゥプレクススイート

- 4 Two Bedroom Duplex Suite / 
2ベッドルームドゥプレクススイート

- 3 Lagoon Apartment / 
ラグーンアパートメント

- 2 Two Bedroom Manava Suite / 
2ベッドルームマナヴァスイート

- 1 Three Bedroom Manava Suite / 
3ベッドルームマナヴァスイート

• 5 minutes from the airport / ファアア国際空港から車で5分

• 10 minutes by taxi from downtown Papeete /
パペーテ市内から車で10分

• 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 / 最大宿泊可能人数

-Garden & Lagoon Studio : 3A or 2A + 1C (<15yo) / 
ガーデン＆ラグーンストゥーディオ
大人3名 又は 大人2名 + 子供1名

- Garden & Lagoon Suite  : 4A or 2A + 2C (<15yo) / 
ガーデン＆ラグーンスイート
大人4名 又は 大人2名 + 子供2名

- One Bedroom Duplex Suite and Lagoon Apartment
: 4A or 2A + 2C (<15yo) / 
１ベッドルームドゥプレクススイート及びラグーンアパートメント
大人4名 又は 大人2名 + 子供2名

- Two Bedroom Duplex Suite  : 6A or 2A + 4C (<15yo) / 
２ベッドルームドゥプレクススイート
大人6名 又は 大人2名 + 子供4名

※その他のカテゴリーについてはお問い合わせ下さい
※子供とは15歳未満、幼児とは3歳未満のお客様となります

HOTEL FACILITIES / ホテル設備サービス

• Car Park / 駐車場
• Connecting Rooms available / コネクティングルーム
• 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
• Daily newsletter / 新聞
• Two meeting rooms / ミーティングルーム2室
• Business centre / ビジネスセンター
• Elevator in each building / エレベーター(全棟)
• Secretarial services / セクレタリーサービス : 

Photocopies, fax and translation / コピー、ファックス、翻訳
• Tour and activities desk (Marama Tours & Nautic Center) / 
ツアーデスク(マラマツアーズ及びノーティックセンター)

• Rental Car Desk / レンタカー
• Pets not permitted except for guiding dogs / 
ペットの持ち込みは不可(盲導犬を除く)

• Ice machines / アイスマシーン
• Multilingual staff / 多国語スタッフ
• Satellite TV / 衛星テレビ
• Library area / 読書エリア
• Spa & Beauty Centre / スパ＆ビューティサロン
• Fitness centre / フィットネスセンター
• Reception open 24h/24 / レセプション(24時間) 
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INTERNET FACILITIES / インターネット設備 * 

• Computer at the lobby / コンピューター

• Wi-Fi connection in all the property and cable network 
in your room (with your own laptop) / 

Wi-fi無線LANサービス(施設内全域) 
有線LANサービス(客室にて)
(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

DINING - ENTERTAINMENT FEATURES / 
レストランとエンターテインメント

• «VAITOHI» restaurant / ヴァイトイレストラン
: Buffet breakfast & Dinner à la carte service / 
朝食(ブッフェ)、夕食(アラカルト)

• «TAAPUNA» restaurant / タアプナレストラン
: Lunch à la carte service / 昼食(アラカルト)

• Service Hours: • 営業時間 :
Breakfast: 6.00 am to 10.00 am     朝食 : 6時～10時
Lunch: noon to 5.00 pm                   昼食 : 12時～17時
Dinner: 6.30 pm to 10:00                 夕食 : 18時30分～22時

• «TAAPUNA POOL BAR» / タアプナプールバー:
Open daily from 10.00am to 9.00pm(Mon-Wed)
Open daily from 10.00am to 11.00pm(Thu-Sun)
営業時間: 10時～21時(月曜～水曜)
営業時間: 10時～23時(木曜～日曜)

• «PUNAVAI LOUNGE BAR» / プナヴァイラウンジバー:
営業時間: 16時～24時

LEISURE ACTIVITIES / レジャー設備

• Swimming pool (free) / プール
• Excursions desk / ツアーデスク
• Aquagym / アクアジム
• Fitness centre / フィットネスセンター
• Library area / 読書エリア
• Spa & Beauty Centre / スパ＆ビューティサロン

DISABLED FACILITIES / お身体の不自由な方へ

• Few rooms are equipped with an access ramp, wide doors and 
entryway. Public areas and pool are easily accessible. Wide 
cement paths. /

客室用のタラップ、幅広のドアと客室への入り口が備えられて
いる客室がございます。パブリックエリアとプールはバリアフ
リーとなっております。また舗装道の幅を広くしております。

• Elevator in the each building with access to each level. 
Disabled access toilet available in main building. All hotel staff 
available for assistance /

各棟にはエレベーターがあり、メインビルディングには障害者
用トイレ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。

TRANSFERS / 交通*
Shuttle bus: Manava – Papeete Downtown
シャトルバス: マナヴァ-パペーテ市内

*700 XPF one way per person / 700フラン(お1人様片道)
*Operation on Everyday except Sunday and natinal holiday  
/ 日曜・祝日運休

Shuttle boat: Manava – Papeete Downtown
シャトルボート: マナヴァ-パペーテ市内

*1500 XPF one way per person / 1500フラン(お1人様片道)
*2500 XPF roundtrip per person / 2500フラン(お1人様往復)
*Operation on Everyday except Sunday and natinal holiday  
/ 日曜・祝日運休

Shuttle bus : Manava – Carrefour (shopping mall)
シャトルバス: マナヴァ-カルフール

Manava -> Carrefour 2:45pm / マナヴァ発 14時45分
Carrefour -> Manava 5:15pm / カルフール発 17時15分

*500 XPF one way per person / 500フラン(お1人様片道)
*Operation on Tuesday, Thursday and Saturday 
/ 火曜・木曜・土曜運行

* 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

CHILDREN FACILITIES / お子様向けサービス

• Children’s menu / レストランにてキッズメニューを用意
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Manava – Papeete
マナヴァ→パペーテ

Papeete – Manava
パペーテ→マナヴァ

8:30am / 8時30分
Noon / 12時

10am / 10時

1:30pm / 13時30分 3.30 pm/15時30分

3pm / 15時 5pm / 17時

Manava – Papeete
マナヴァ→パペーテ

Papeete – Manava
パペーテ→マナヴァ

9:00am / 9時
9:30am / 9時30分

11:15am / 11時15分

1:30pm / 13時30分 12.15 pm/12時15分

3pm / 15時 4:30pm / 16時30分



ROOM FEATURES / 客室内設備
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GARDEN & LAGOON STUDIO /
ガーデン＆ラグーン
ストゥーディオ

GARDEN & LAGOON SUITE /
ガーデン＆ラグーンスイート

ONE BEDROOM DUPLEX SUITE /
1ベッドルーム

ドゥプレクススイート

Rooms 441 sq foot / 41 m² Rooms 635 sq foot / 59 m² Duplex 732 sq foot / 77 m²

Terrasse 97 sq foot / 9 m² Terrasse 172 sq foot / 16 m² Terrasse 215 sq foot / 20 m²

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

Celling Fan / ファン(天井) Celling Fan / ファン(天井) Celling Fan / ファン(天井)

First floor: Kitchenette, sitting area, Toilets

Upstairs: One Bedroom with full bathroom & 

toilets, Desk /

下階 : キッチン、リビング、トイレ
上階 : 1ベッドルーム、バスルーム、

トイレ、デスク

Kitchenette, including microwave, 

refrigerator, Electric Range, one sink,  

kettle, plates and cutlery /

キッチン(電子レンジ、冷蔵庫、電気式レンジ、
シンク、ケトル、食器、食卓用刃物や金物等調
理器具などが備え連れられております)

Kitchenette, including microwave, 

refrigerator, Electric Range, one sink,  

kettle, plates and cutlery /

キッチン(電子レンジ、冷蔵庫、電気式レンジ、シ
ンク、ケトル、食器、食卓用刃物や金物等調理器

具などが備え連れられております)

Kitchenette, including microwave, 

refrigerator, Electric Range, one sink,  

kettle, plates and cutlery /

キッチン(電子レンジ、冷蔵庫、電気式レンジ、シン
ク、ケトル、食器、食卓用刃物や金物等調理器具

などが備え連れられております)

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)

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

Desk equipment include 2 outlet in 220 V, 

1 Internet plug / 事務机(220Ｖコンセント2つと
インターネットプラグ付)

Desk equipment include 2 outlet in 220 V, 

1 Internet plug / 事務机(220Ｖコンセント2つ
とインターネットプラグ付)

Desk equipment include 2 outlet in 220 V, 

1 Internet plug / 事務机(220Ｖコンセント2つと
インターネットプラグ付)

IDD phone / 国際直通電話 IDD phone / 国際直通電話 IDD phone / 国際直通電話

Cable-Satellite TV Channel /

衛星ケーブルテレビチャンネル

Cable-Satellite TV Channel /

衛星ケーブルテレビチャンネル

Cable-Satellite TV Channel /

衛星ケーブルテレビチャンネル

1 LCD Flat-screen 32‘ TV /

フラットスクリーン32インチテレビ

2 LCD Flat-screen 26‘ & 32’TV /

フラットスクリーン26インチテレビ &

フラットスクリーン32インチテレビ

2 LCD Flat-screen 26‘ & 32’TV /

フラットスクリーン26インチテレビ &

フラットスクリーン32インチテレビ

Wired Internet access /

LANケーブル付きインターネットアクセス

Wired Internet access /

LANケーブル付きインターネットアクセス

Wired Internet access /

LANケーブル付きインターネットアクセス

Complimentary coffee & tea making facilities /

コーヒーと紅茶セット

Complimentary coffee & tea making facilities 

/ コーヒーと紅茶セット

Complimentary coffee & tea making facilities / 

コーヒーと紅茶セット
Individual in-room safe /

室内セーフティーボックス

Individual in-room safe /

室内セーフティーボックス

Individual in-room safe / 

室内セーフティーボックス
1 Queen size or 2 twin beds + 1 single sofa bed 

/ ダブルベッド又はツインベッド+シングルソファベッ
ド

1 Queen size or 2 twin beds + 1 double sofa 

bed / ダブルベッド又はツインベッド+キングソ
ファベッド

1 Queen size or 2 twin beds + 1 double sofa 

bed / ダブルベッド又はツインベッド+キングソファ
ベッド

Maximum room capacity : 3A or 2A + 1C 

(<15yo) /最大宿泊可能人数 : 

大人3名又は大人2名+子供1名(15歳未満)

Maximum room capacity : 4A or 2A + 2C 

(<15yo) / 最大宿泊可能人数 : 

大人4名又は大人2名+子供2名
(15歳未満)

Maximum room capacity : 4A or 2A + 2C 

(<15yo) / 最大宿泊可能人数 : 

大人4名又は大人2名+子供2名
(15歳未満)

Separate toilets / 独立型トイレ Separate toilets / 独立型トイレ
Separate toilets (Lower level) / 

独立型トイレ (下階)

Hairdryer / ヘアドライヤー Hairdryer / ヘアドライヤー Hairdryer / ヘアドライヤー
Electric razor oultlet 220V/110V /

電圧 : 220V / 電気ひげそり用110V

Electric razor oultlet 220V/110V /

電圧 : 220V / 電気ひげそり用110V

Electric razor oultlet 220V/110V /

電圧 : 220V / 電気ひげそり用110V

Make up mirror /化粧鏡 Make up mirror /化粧鏡 Make up mirror /化粧鏡
Full shower and bathtub /

シャワーとバスタブ

Full shower and bathtub /

シャワーとバスタブ

Full shower and bathtub /

シャワーとバスタブ

Private terrace with sitting area /
プライベートテラス

Private terrace with sitting area /
プライベートテラス

Private terrace with sitting area /
プライベートテラス

Accessible to disabled persons /
障害者向け客室有り
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LAGOON APARTMENT /
ラグーンアパートメント

TWO BEDROOM DUPLEX SUITE /
2ベッドルーム

ドゥプレクススイート

Rooms 645 sq foot / 60 m² Duplex 1356 sq foot / 139 m²

Terrasse 280 sq foot / 26 m² Terrasse 441 sq foot / 41 m²

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

Celling Fan / ファン(天井) Celling Fan / ファン(天井)

First floor: Kitchenette, sitting area, Toilets

Upstairs: Two Bedrooms with full bathroom & toilet for each /

下階 : キッチン、リビング、トイレ
上階 : 2ベッドルーム、バスルーム、トイレ

Kitchenette, including microwave, 

refrigerator, Electric Range, one sink,  

kettle, plates and cutlery /

キッチン(電子レンジ、冷蔵庫、電気式レンジ、シンク、ケトル、食器、食
卓用刃物や金物等調理器具などが備え連れられております)

Kitchenette, including microwave, 

refrigerator, Electric Range, one sink,  

kettle, plates and cutlery /

キッチン(電子レンジ、冷蔵庫、電気式レンジ、シンク、ケトル、食器、食卓用
刃物や金物等調理器具などが備え連れられております)

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)

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

Desk equipment include 2 outlet in 220 V, 

1 Internet plug / 事務机(220Ｖコンセント2つとインターネットプラグ付)
Desk equipment include 2 outlet in 220 V, 

1 Internet plug / 事務机(220Ｖコンセント2つとインターネットプラグ付)

IDD phone / 国際直通電話 IDD phone / 国際直通電話

Cable-Satellite TV Channel /

衛星ケーブルテレビチャンネル

Cable-Satellite TV Channel /

衛星ケーブルテレビチャンネル
2 LCD Flat-screen 26‘ & 32’TV /

フラットスクリーン26インチテレビ &

フラットスクリーン32インチテレビ

3 LCD Flat-screen 26‘ & 32’TV /

2 フラットスクリーン26インチテレビ &

1 フラットスクリーン32インチテレビ

Wired Internet access /

LANケーブル付きインターネットアクセス

Wired Internet access /

LANケーブル付きインターネットアクセス

Complimentary coffee & tea making facilities /コーヒーと紅茶セット Complimentary coffee & tea making facilities / コーヒーと紅茶セット

Individual in-room safe /

室内セーフティーボックス

Individual in-room safe / 

室内セーフティーボックス

1 Queen size or 2 twin beds + 1 double sofa bed / 

ダブルベッド又はツインベッド+ダブルソファベッド
2 Queen size or 4 twin beds + 1 double sofa bed / 

ダブルベッド2台又はツインベッド4台+ダブルソファベッド

Maximum room capacity : 4A or 2A + 2C (<15yo) / 

最大宿泊可能人数 : 

大人4名又は大人2名+子供2名(15歳未満)

Maximum room capacity : 6A or 2A + 4C (<15yo) / 

最大宿泊可能人数 : 

大人6名又は大人2名+子供4名(15歳未満)

Separate toilets / 独立型トイレ
Separate toilets (Lower level) / 

独立型トイレ (下階)

Hairdryer / ヘアドライヤー Hairdryer / ヘアドライヤー
Electric razor oultlet 220V/110V /

電圧 : 220V / 電気ひげそり用110V

Electric razor oultlet 220V/110V /

電圧 : 220V / 電気ひげそり用110V

Make up mirror /化粧鏡 Make up mirror /化粧鏡

Full shower and bathtub /

シャワーとバスタブ

Full shower and bathtub /

シャワーとバスタブ

Private terrace with sitting area /

プライベートテラス
Private terrace with sitting area /

プライベートテラス

Highest floor with Lagoon view /  
最上階にあるラグーンビュー

Access by stair with 17 steps /
客室まで17段の階段がございます

Mountain view / マウンテンビュー
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Meeting Room
ミーティングルーム

Theatre
シアター

Cocktail
カクテル

U Shape
U型

Classroom
クラスルーム

Banquet
バンケット

M²
平
米

Sq. Ft. Height
天井

A/C
エアコン

Matatia ½ room
「マタティア」

1/2 スペース

30 25 18 20 24 50 540 2.6m YES

Matatia Full 
room

「マタティア」
フルスペース

80 100 40 50 80 100 1080 2.6m YES

EQUIPMENT INCLUDED
設備

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

Paperboard & markers
掲示板 & マーカー

Sound system
音響設備

Pen & note-pad
ペン & ノートパッド

VHS/CD/DVD players
VHS/CD/DVDプレーヤー

Screen
スクリーン

TV set
テレビ

220 V wall plugs /220 V floor plugs
電源コンセント(壁/床) 220 V

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

Wall telephone sockets / Floor telephone sockets
電話回線(壁/床)

Internet connections (cable+wifi)
インターネット接続(ケーブル+ wifi)

Internet / Cable TV
インターネット / ケーブルテレビ

Conference Rooms / カンファレンスルーム
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