
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 at the Bar, the restaurant and the 
lobby and cable network in your room (with your own 
laptop) / 

Wi-fi無線LANサービス(バー、レストラン、ロビーにて) 
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, Lunch & Dinner à la carte service / 
朝食(ブッフェ)、昼食・夕食(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 2.00 pm                   昼食 : 12時～14時
Dinner: 18.30 pm to midnight        夕食 : 18時30分～深夜

• «TAAPUNA POOL BAR» / タアプナプールバー:
Open daily from 10.00am to 7.00pm(Weekday)
Open daily from 10.00am to 8.00pm(Weekend)
営業時間: 10時～19時00分(週中)
営業時間: 10時～20時00分(週末)

• «PUNAVAI LOUNGE BAR» / プナヴァイラウンジバー:
25時まで営業

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

TRANSFERS / 交通*

Shuttle : Manava – Papeete
シャトル : マナヴァ-パペーテ

700 XPF one way per person / 700フラン(お1人様片道)

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

500 XPF one way per person / 500フラン(お1人様片道)

* 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

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。
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Manava – Papeete
マナヴァ→パペーテ

Papeete – Manava
パペーテ→マナヴァ

8am / 8時
Noon / 12時

11am / 11時

2pm / 14時 4.30 pm/16時30分




