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ウェディングのご計画 

ロマンス スペシャリスト 

完璧なプロポーズから最高のウェディングまで、ルメリディアン・ボラボラは結婚式や婚約式のために

常に美しいロケーションをご提供いたします。 

ホワイトサンドビーチで誓いを交わし、神話が語り継がれるオテマヌ山の前で婚姻を約束し、星空の

下で初めて二人でダンスすることを想像してみて下さい。ルメリディアン・ボラボラのロマンススペシャ

リストがお二人の特別な日を叶えるお手伝いをいたします。 

ロマンススペシャリストのサポートで、インスピレーションを受け、活力を得、そしてリラックスしてお二

人の思い出に残るイベントをお楽しみ頂けます。 

 

 
ウェディングのご計画 

ロマンス＆ウェディング スペシャリストは、細部にまで行き届いたサービスでお二人をバージンロー

ドまでご案内いたします。お二人のご希望をromance@lemeridien-borabora.com までご連絡ください。

ロマンス＆ウェディング スペシャリストがロマンティックなイベントを完璧に演出いたします。 

 

 

ご宿泊のご予約 

私たちの宿泊予約課がお部屋のご予約のお手伝いと、ボラボラ島にご滞在中に楽しめるアクティビテ

ィーのご提案をいたします。 

 

 

ホテルご到着後のお手伝い 

お客様のご滞在中はいつでもウェディングチームが、直前のリクエストや、お客様の特別な日を素晴

らしいものにするために、全力でお手伝いをいたします。 

あなたのウェディングプランナーはご到着時にご挨拶させていただき、お式の一連の流れをご一緒に

確認し、当日はお式の会場までエスコートし、魔法の様なひと時のお手伝いをいたします。 

mailto:romance@lemeridien-borabora.com
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Hiti Mahana beach 

Otemanu beach 

ウェディング ロケーション 

 
 
ルメリディアン・ボラボラでは理想的なウェディング ロケーションを以下(地図上のハートマーク)よりお選び

いただけます。 

お選び頂いたウェディング ロケーションまで、ポリネシアン アウトリガーカヌーで新郎新婦をご送迎する方

法は、ポリネシアならではの演出です。メリディアン・ボラボラでは敷地内のどのホワイトサンドビーチへも

この伝統的なカヌーに乗ってのご送迎をご提供いたします。（水上チャペルでのセレモニーは除外されま

す） 

* メリディアン・ボラボラは天候によりご登場方法を変更する権利を有します。悪天候の際は、クラブカーにてウェディング ロケーションまで新

郎新婦をご送迎いたします。 
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ヘレミティ チャペル 

ホテルのインナーラグーンに面しており、ボラボラ島のシ

ンボルであるオテマヌ山の眺めのある水上チャペル“ヘレ

ミティ”。お二人の一生に一度の思い出に最適なロケーシ

ョンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
オテマヌ ビーチ 

結婚の誓いをビーチの上で 

オテマヌビーチはラグーンとオテマヌ山の眺めが最高な、

リゾートのメインビーチにございます。 

 

 

 

 

 

ヒティ マハナ ビーチ 

ルメリディアン・ボラボラのプライベートモツ(小島)に面し

た、水平線の眺めのあるビーチ。 
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ウェディング セレモニー パッケージ 

オテマヌ XPF 720,000 (€6,034) 

一日をお二人の愛に捧げます 

“オテマヌ”パッケージは洗練されたポリネシア式セレモニーと、リラック

スしながらリゾートの多くのアメニティを楽しむことができるパッケージで

す。  

パッケージ内容： 

 お二人でポリネシアンマッサージ(お一人様50分) 

 セレモニーの日にリゾートのブティックからお選びいただける黒真

珠ジュエリーのレンタル 

 新婦のヘアメイク（お客様のバンガローで180分） 

 新郎新婦のお支度の間のライトランチ（カナッペ20個とシャンパン

ボトル一本） 

 お支度のシーンからのビデオ撮影（ランチの後から、3時間） 

 ポリネシアンカヌー（またはクラブカー）でウェディングロケーション

まで送迎（ビーチ式のみ） 

 インナーラグーンを伝統的なポリネシア式のボートで送迎（チャペ ル

式のみ） 

 ポリしネシア式のお出迎え フラワークラウン、フラワーレイ、クラ

シックブライダルブーケ 

 セレモニー会場のお花の飾付け 

 ポリネシアン司祭（非公式）によるポリネシア伝統セレモニー 

 タパ（樹皮製の伝統的な紙）のウェディング証明書 

（公的効力なし） 

 ウェディングフォト(250 枚) 

 お式の後のハーフボトルシャンパン 

 ポリネシアンダンスショー 

 トロピカルカクテル お一人様一杯 

 お式の後に、伝統的なセイリングカヌー“Vaimere”に乗ってのサン

セットツアー（60分） 

 オテマヌ山に面した水上チャペルのテラスでのロマンティックディ

ナー 

 ウェディングケーキ 

 お客様のご宿泊のバンガローのロマンティックセットアップ 

 お部屋にアメニティーのお届け 

 ウェディングプランナーによるアシスト      Photos credit: Edouard Ott 
 

どのウェディング ロケーションでもお式は可能です 

セレモニー所要時間：2時間から2時間30分 
 

ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

2-3分の打ち上げ花火 ハート型またはお二人のイニシャルの花火と XPF 100,000 から 

ウェディングデコレーションのアップグレード ロマンティックウェディングアーチ XPF 40,000 
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ヘレモアナ XPF 355,000 (€2,975) 

ポリネシアの伝統的なウェディング 

“ヘレモアナ”パッケージは完璧なポリネシアンウェディングをご提供いたします。 

 

パッケージ内容： 

 

 セレモニーの日にリゾートのブティックからお選びいただける黒真

珠ジュエリーのレンタル 

 ポリネシアンカヌー（またはクラブカー）でウェディングロケーショ

ンまで送迎（ビーチ式のみ） 

 インナーラグーンを伝統的なポリネシア式のボートで送迎（チャペ

ル式のみ） 

 ポリしネシア式のお出迎え フラワークラウン、フラワーレイ、クラ

シックブライダルブーケ 

 セレモニー会場のお花の飾付け 

 ポリネシアン司祭（非公式）によるポリネシア伝統セレモニー 

 タパ（樹皮製の伝統的な紙）のウェディング証明書 

（公的効力なし） 

 ウェディングフォト(150 枚) 

 お式の後のハーフボトルシャンパン 

 ポリネシアンダンスショー 

 トロピカルカクテル 二杯 

 オテマヌ山に面したビーチでのロマンティックディナー 

 お部屋にアメニティーのお届け 

 ウェディングプランナーによるアシスト 

 

 
どのウェディング ロケーションでもお式は可能です 

セレモニー所要時間：1時間30分から2時間  
Photos credit: Edouard Ott 

 
ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

ロマンティックディナーの前に伝統的なセイリングカヌー“Vaimere”に乗ってのプライベートサンセットツアー XPF 

18,000 

お式の前に新婦のヘアメイク (120分)  XPF 40,000 

ロマンティックディナーの最後にハート型のウェディングケーキ(2名様分)  XPF 6,500 
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ヘレロア XPF 190,000 (€1,593) 

誓いの交換 

“ヘレロア”パッケージは親密なバウリニューアルのためのパッケージです 

 

パッケージ内容： 

 

 セレモニーの日にリゾートのブティックからお選びいただけ

る黒真珠ジュエリーのレンタル 

 ポリネシアンカヌー（またはクラブカー）でウェディングロケ

ーションまで送迎（ビーチ式のみ） 

 インナーラグーンを伝統的なポリネシア式のボートで送迎

（チャペル式のみ） 

 ポリしネシア式のお出迎え フラワークラウン、フラワーレ

イ、クラシックブライダルブーケ 

 セレモニー会場のお花の飾付け 

 ポリネシアン司祭（非公式）によるポリネシア伝統セレモ

ニー 

 タパ（樹皮製の伝統的な紙）のウェディング証明書 

 （公的効力なし） 

 クラシック ウェディングフォト(50 枚) 

 お式の後のハーフボトルシャンパン 

 ポリネシアン ウクレレ奏者 

 オテマヌ山に面したビーチでのロマンティックディナー 

 お部屋にアメニティーのお届け 

 ウェディングプランナーによるアシスト 

 

 

 

 

 
   Photos credit: Edouard Ott 

 
どのウェディング ロケーションでもお式は可能です 

セレモニー所要時間：45分 
 
ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

ウェディングフォトをプレミアム（100枚）にアップグレード 追加料金 XPF 15,000 

お式とお式の後のビデオ撮影（1時間30分） XPF 60,000 

ロマンティックなフラワーベッドターンダウン XPF 15,000 
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基本的なウェディングセレモニー XPF 90,000 (€755) 

 
お二人だけのパッケージを作るための基本パッケージ 

基本パッケージからスタートし、お好きなロマンティックオプションを追加して、あなただけのパッケージを 

お作りいただけます 

 
パッケージ内容： 

 

 クラブカーでウェディングロケーションまで送迎 

 セレモニー会場のお花の飾付け（クラシック） 

 ポリネシアン司祭（非公式）によるポリネシア伝統セレモニー 

 クラシックブライダルブーケ 

 タパ（樹皮製の伝統的な紙）のウェディング証明書 

（公的効力なし） 

 お部屋にアメニティーのお届け 
 ウェディングプランナーによるアシスト 

 

ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

お二人の特別な日の記念のフォト 

クラシックフォトシューティング（50枚 XPF 40,000） 

デラックスフォトシューティング（2時間 XPF 100,000） 

 

ビーチでのロマンティックディナー 二名様 XPF 40,990 

 

フラワークラウンとフラワーレイでポリネシアンスタイルに XPF 12,000 

 

 

 
Photos credit: Edouard Ott 
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水中ロマンティックダイビング XPF 45,000 (€377) 

By Dive Easy 

世界で一番美しいボラボラ島のラグーンで一生に一度の水中結婚式をお楽しみ下さい。 

パッケージ内容： 

 ホテルの船着場からのプライベートボート送迎 

 35-40分のお二人のダイビング 

 水中結婚式のビデオ(GoPro) 撮影 

 水中にお二人のお名前をハート型の中に記載 

 水中でのサプライズ… 

セレモニー所要時間： 1時間30分 

ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

ダイビングの後のお楽しみ: マカロン6個 (XPF 3,000), ボトルシャンパ ン (XPF 

11,500) など… 

 

 

ラブ セレブレーション XPF 68,000 (€570) 

 
ハネムーンや結婚記念のお祝いはいかがですか？ 

 

 
最愛の方と、一生の記念を作りませんか 

 お部屋でのカヌーブレックファースト 

 ミキミキバーでサンセットの時間にハーフボトルシャンパン1本 

 ミュージシャンの演奏とビーチでの 

ロマンティックディナー 

 ボラボラギフト 

 スタッフによるアシスタンス 

 

ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

50分のポリネシアの伝統的なマッサージ  

XPF 16,000/お一人様 
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プロポーズ XPF 30,000 (€251) 

 
楽園でプロポーズをもう一度 

最愛の方に南太平洋の最もロマンティックな島でプロポ

ーズをしませんか？ 

ルメリディアン・ボラボラは、人生で忘れられない瞬間のス

ペシャル“Say yes”パッケージをご提供します。 

 

 
パッケージ内容： 

 ハーフボトルシャンパン 

 お花の飾付け（クラシック） 

 カスタマイズされたエンゲージリングボックス 

 スタッフのアシスタンス 

 

ウェディングプランナーからのおすすめオプション： 

水上チャペルでのロマンティックディナー  XPF 47,310 
 

プロポーズにフラワークラウンを捧げて XPF 6,000 
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ロマンティック オプション 

フォト＆ビデオ 

ウェディング フォト 

忘れられない夢の一日、お二人のウェディングという特別な時間をプロのカメラマンが 

撮影いたします。 

ルメリディアン・ボラボラは以下のオプションをご用意しています： 

 クラシック 40分 50枚 XPF 40,000 

 クラシックプラス 1時間 100枚 XPF 55,000 

 プレミアム 1時間30分 150枚 XPF 70,000 

 プレミアムプラス 1時間45分 200枚 XPF 85,000 

 デラックス 2時間 250枚 XPF 100,000 

 半日 4時間 XPF 150,000 

 

 
ウェディング ビデオ 

 クラシック 1時間30分：ウェディングセレモニーのビデオ＋お式の後 XPF 60,000 

 デラックス 3時間： お式の前のお支度＋ウェディングセレモニー＋お式の後  XPF 85,000 

 

 
エンターテイメント 

 ポリネシアンダンスショー XPF 65,000 

 ファイヤーダンス(10分 ダンサー1人＋ミュージシャン2人)  

XPF 47,000 

 ファイヤーダンス（25分 ダンサー3人＋ミュージシャン3人） 

XPF 80,000 

 カスタマイズする打ち上げ花火 XPF 100,000から 

 ポリネシア式の椅子付きのカヌーでのご登場 

2名でXFP 7,000 

 カヌーでのご登場  XPF 3,500 ／お1人様 

 プライベートサンセットクルーズ：日中ビーチで過ごされた後、

Vaimare ポリネシアンカヌーでのプライベートクルーズをお楽

しみください。スキッパーが60分のツアーにお連れします。カ

クテル2杯付き  XPF 18,000／2名様 
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お支度＆リラクゼーション 

お支度： 

 ヘアスタイリング（1時間 お部屋で）  XPF 28,000 

 メイクアップ（1時間 お部屋で） XPF 28,000 

 クラシック ヘアメイク（120分 お部屋で） XPF 40,000 

 デラックス ヘアメイク（180分 お部屋で） XPF 54,000 

 クラシック マニキュア（50分 ｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰで） XPF 10,000* 

 クラシック ペディキュア（50分 ｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰで）XPF 12,000* 

 新郎新婦の黒真珠ジュエリーレンタル XPF 6,000 / 2 個 

*50%の追加料金でお部屋での施術に変更できます 

 

リラクゼーション： 

 カップルポリネシアンマッサージ ウェルネスセンターにて(50分) XPF 32,000 

 カップルポリネシアンマッサージ ウェルネスセンターにて(80分) XPF 41,000 

 
衣装： 

 ルメリディアンのパレオを着てウェディングを（2枚）  XPF 7,000 

 ウェディングドレスのレンタル XPF 25,000 

 

 
フラワーアレンジ 

ウェディングのフラワーデコレーション： 

 クラシックブライダルブーケ XPF 7,000 

 トロピカルブライダルブーケ XPF 15,000 

 新郎のブートニア XPF 1,500 

 フラワーレイ XPF 6,000 

 フラワークラウン XPF 6,000 

 フラワーペタル（バスケットに入った花びら）  XPF 2,500 

 フラワーベッド XPF 15,000 

 フラワーアレンジメント（お部屋用） XPF 7,500 

 ス―ぺリア フラワーアレンジメント（お部屋用） XPF 15,000 

ウェディングアーチ： 

 トロピカルウェディングアーチ XPF 25,000 

 パシフィックウェディングアーチ (チュール生地と生花で飾り付けた

木製のアーチ)  XPF 65,000 
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サプライズ 

ロマンティック・アメニティー： 

 モノイオイル（ボトル） XPF 1,500 

 ルメリディアンの白砂（ボトル）XPF 800 

 タヒチのフォトアルバム XPF 5,100 

 タヒチ産白ワイン（フルボトル） XPF 7,000 

 ルメリディアンのパレオ XPF 3,600 

 Mr & Mrsのロマンティック・ボラボラタオル（2枚）  XPF 15,000 

 ルメリディアンの黒真珠母貝 XPF 6,000 

 フォトフレーム XPF 2,000 

 
お飲み物とお食事： 

 ハーフボトルシャンパン XPF 6,200 

 フルボトルシャンパン XPF 11,500 

 トロピカルココナッツカクテル (2杯)  XPF 3,500 

 グリーンココナッツのカクテル(2杯) XPF 1,800 

 マカロン(6個)  XPF 3,000 

 チョコレート(10個)  XPF 2,500 

 ウェディングケーキ（ハート型・2名様分） XPF 6,500 

 
サプライズ＆デライト： 

ホテルのレストランでお二人がお食事している間、お部屋を飾り付けし、お食事

からお戻りになった時のサプライズとなります。お部屋がロマンティックな空間

に生まれ変わります。  XPF 39,900 

 

ロマンティックな休暇を 

ロマンティック・カヌーブレックファースト（2名様分）： 

朝食をカヌーでお客様の水上バンガローへお運びし、お部屋のテラスに朝食を

セッティングします。  XPF 18,300 

ロマンティック・ディナー（2名様分）： 

 クラシック：レストランのテラスで：XPF 39,460 

 Tupa: ビーチで ミュージシャン付：XPF 40,990 

 チャペル：水上チャペルのデッキで ミュージシャンとプライベートバトラー

サービス付： XPF 47,310 



本書記載の料金は税込額です。料金の有効期間は2019年4月1日から2020年3月31日までです。ご予約に関

する詳細の利用規約は巻末の連絡先までご連絡ください。 

 

 

ご利用規約 

税金と料金 

本書面に記載の料金は全て税込金額(14% または 宿泊に関しては15%)です。政府の決定により予告

なしに税額が変更する可能性がございます。ロマンティックディナーに関しては、ホテルご到着後に

ご予約されますと、追加の税金がかかることがございます。 

 
 

お支払い条件 

ウェディングの日をブロックする際に30%の前払いが必要です。 

残りの70%はご到着の30日前までにお支払いください。 

 

キャンセル・ポリシー 

キャンセル料はキャンセルの通知を受信した日に基づき計算されます。. 

‐ウェディングの日にち確約から31日前まで キャンセル料はかかりません 

‐30日から16日前まで 50%のキャンセル料金が発生します 

‐15日から当日まで 100%のキャンセル料金が発生します 

 

 

気象条件 

当リゾートは、悪天候の場合、屋外に予定されていたイベント（結婚式を含む）を屋内（ヘレミティ水上チャペ

ル）に変更する権利を留保します。 

予定されていたイベント催行時間の少なくとも4時間前までに場所の変更の決断をいたします。代替のタイ

ムスケジュールも空き状況によりご提案いたします。 

 

可能性を最大限に 

お客様のSPG® とMarriott Rewards のアカウントをリンクして最大限の

可能性を享受してください。 

 

 お客様が一つのプログラムでエリートメンバーの場合、もう一つのプログラムでもエリートステータ

スが付与されます。 

 お持ちのポイントを一つのアカウントに統合でき、さらなる可能性を見つけて下さい。

31 JAN, 2019 AQUALAGOON




