
Paradise Perfected

The St. Regis Bora Bora Resort 
Motu Ome’e - BP 506  98730 Vaitape 

Bora Bora, French Polynesia

+(689) 40 607 888
www.stregisborabora.com 
bobxr.reservations@stregis.com

セントレジス・ボラボラリゾートはフランス領ポリネシア ソシエテ諸島 ボラ

ボラ島のモツ（小島）に建ち、44エーカー（約178,000㎡）もの広大な敷地面

積を誇ります。白いパウダー状の砂浜と、クリスタルの様にきらきらと輝く

ラグーンに縁どられ、ボラボラ島の象徴であるオテマヌ山を背景に、エレ

ガントなリラクゼーション空間をご提供します。

セントレジス・ボラボラリゾートは、90棟の豪華な水上ヴィラとビーチヴィラ

をご用意し、贅沢なボラボラ島の滞在をご提供します。中には、ワールプ

ールまたはプライベートプールを備えたテラスがある客室もあります。延

べ面積約1,200平方メートルのロイヤルエステートは、太平洋では他に

類を見ない究極のラグジュアリー空間をお届けします。

30 1 ベッドルーム 水上スーペリアスイートヴィラ（144㎡）

19 1 ベッドルーム 水上デラックススイート・アイランドビュー

ヴィラ（144㎡）

15 1 ベッドルーム 水上デラックススイート・オテマヌビューヴィラ
（144㎡）

8 1 ベッドルーム 水上プレミアスイート・オテマヌビューヴィラ 

ジェットプール付き（177㎡）

5 1 または 2 ベッドルーム 水上ロイヤルスイート・オテマヌビュー

ヴィラ プール付き（260㎡ または321㎡）

5 1 ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ プール付き（251㎡）

5 1 ベッドルーム ビーチフロントスイートヴィラ プール付き（168㎡）

2 2 ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ プール付き（368㎡）

1 3 ベッドルーム プレジデンシャルスイート・ロイヤルエステート

ヴィラ プール・プライベートビーチ付き（1200㎡）

概要

客室



ご宿泊の全てのお客様に、セントレジスの特徴であるバトラーサービスを

体験していただけます。モーニングコールとお飲み物のデリバリーサービ
ス、そして24時間のバトラーサービスデスクなどがございます。ゲストリエ

ゾンバトラー（お客様係）がご到着前のあらゆるお問い合わせにお
応えい致します。ご到着前のリクエストはborabora.liaison@marriott

.comまでご連絡ください。 

ミリミリスパbyクラランスは、プライベートアイランドに建ち、リゾートのプラ

イベート・ラグナリウムに囲まれ、クラランスの植物由来のプロダクトを使

用したトリートメントと、タヒチの伝統的な香りの良いモノイオイルを使用

するポリネシアン・タウルミマッサージなどをご提供しています。テニスコー

トに隣接しているフィットネスセンターは、24時間ご利用いただけます。

ブライダルブティック
ブライダルブティックでは、お二人の忘れられないリゾートウェディングを、

美しいセッティング、香り豊かな生花、素晴らしい写真、そして上質な食

事などと共に巧みにアレンジいたします。

常駐のウェディングプランナーがリーガルウェディング、西洋式のセレモ

ニー、またはバウリニューアルを新郎新婦の願いに寄り沿って、細
部に渡りコーディネートします。bobxr.weddings@stregis.com ま
でご連絡ください。

アクセス
ボラボラ空港からホテルの専用ボートに乗って小さな島の上に建つセント

レジス・ボラボラリゾートまでお越しいただきます。プライベー

トのトラベルアレンジは、リゾートに常駐のトラベル・スペシャ
リスト bobxr.reservations@stregis.com までご連絡ください。

セントレジス・バトラーサービス

スパ＆ウェルネス
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　◆　セントレジス バトラーサービス　◆　24時間レセプション　◆　外貨両替
　◆　コンシェルジュサービス　◆　1日に2回のメイドサービス　◆　ランドリーとド

ライクリーニングサービス　◆　4軒のレストラン　◆　24時間ルームサービス
　◆　バンケットルーム　◆　ミリミリスパbyクラランス　◆　2つのプール　◆　プライ

ベート ラグナリウム　◆　24時間フィットネスセンター　◆　ブライダルブティッ

ク　◆　無料キッズクラブ　◆　ベビーシッターサービス　◆　お土産物ブティック
　◆　Robert Wan タヒチ黒真珠ブティック　◆　無料ヴァイタペ村行きシャトル

1日1往復（日曜除く）　◆　ビジネスセンター　◆　リゾート内全域での無料WIFI

ダイニング
リゾートでは4軒のレストランと24時間のルームサービスでお食事をお楽

しみいただけます。
　◆　ラグーンbyジャン-ジョルジュ……オテマヌ山を真正面に眺めることの

できる、水上に建てられたレストラン。リゾートを代表するレストランとして

アジアンとのフュージョンフレンチをお楽しみいただけます。
　◆　バンブー……地元でとれたての新鮮な海産物を鉄板焼や中華料理で

お召し上がり頂けます。
　◆　ファーニアンテ リストランテ……イタリアの風味豊かな農産物に

敬意を表したメニューを揃えています。
　◆　テ・パフ レストラン……ブレックファーストをご提供する、ビー

チ沿いのレストラン。毎週水曜日、星空の下で行われるタヒチアン

ダンスショーを楽しむことのできるポリネシアン・イブニングはこ

のレストランで開催します。

セントレジス・ボラボラリゾートは2つのスイミングプール、自然ろ過システ

ムを持つプライベート・ラグナリウム、そして複数のビーチがある水の天国

です。スイムアップ・バー付きのメインプールはメインビーチに隣接してお

り、デイベッド付きプライベートカバナを備えたオアシスプールは大人専用

で落ち着きがあります。ラグナリウムにはカラフルなトロピカルフィッシュが

生息し、シュノーケリングに最適です。海洋生物学者による魚の餌付け

が週三回行われています。その他、様々な無料アクティビティー

をご用意しています。シュノーケリングセット、カヤック、パド
ルボード、自転車、テニスコート等。

サービス

アクティビティー



客　室

The St. Regis Bora Bora Resort 
Motu Ome’e - BP 506  98730 Vaitape 

Bora Bora, French Polynesia

+(689) 40 607 888
www.stregisborabora.com 
bobxr.reservations@stregis.com

手作りのポリネシアンアートをアクセントに、エキゾチックな木材で暖かい

輝きを放つセントレジス・ボラボラリゾートのヴィラは、島での豪奢な生活

を自然と受け入れられるよう優雅に設計されています。自宅から離れたも

う一つの贅沢な故郷にいるような快適さを味わうことができます。

水上ヴィラは全室エアコン完備で144平米からご用意しています。ベッド

ルームとラウンジエリアが独立し、大きなガラス床からラグーンを見下ろ

すことができます。テラスは屋外のリビングルームとして使えるほど広 と々

しています。イタリアの大理石で作られた、ゆったりとしたバスルームには、

大きなバスタブとレインシャワーをご用意しています。

ビーチヴィラは全室エアコン完備で152平米からご用意しています。ベッ

ドルームとラウンジエリアが独立し、テラスは屋外のリビングルームとして

使えるほど広 と々して、深さのあるプライベートプールを備えています。イ

タリアの大理石で作られた、ゆったりとしたバスルームには、大きなバスタ

ブとレインシャワーをご用意しています。バスルームからは庭園へアクセ

スでき、屋外のシャワーもご利用いただけます。

全ての室内には、42インチのプラズマテレビが二台、多目的サラウンドシ

ステム、エスプレッソマシーン、湯沸かし器、ミニバー、セキュリティーボッ

クス、屋外シャワーと無料のWIFI回線を備えています。



１ベッドルーム 水上スーペリアスイートヴィラ （SOW）

１ベッドルーム 水上デラックススイート・アイランドビューヴィラ（DOW）

１ベッドルーム 水上デラックススイート・オテマヌビューヴィラ ODOW）

１ベッドルーム 水上スーペリアスイートヴィラはメインビーチから遠く桟橋を進んで

いった場所にあり、静かに輝く入り江に面しています。独立したラウンジとベッド
ルームがあるスイートルームです。ベッドル ームの奥にバスルームが隣接していま
す。ガラス床が部屋の数か所に備わり、部屋の下にきらめくターコイズブルーのラ
グーンを室内で感じる事ができます。広々としたテラスには、ダイニングテーブル
を備えるガゼボがあり、ボラボラの美しいラグーンを眺めながら、優雅な南国を楽
しむことができます。

１ベッドルーム 水上デラックススイート・アイランドビューヴィラはボラボラ島の本島に

面しています。独立したラウンジとベッドルームがあるスイートルームです。ベッ
ドルームの奥にバスルームが隣接しています。ガラス床が部屋の数か所に備わり、
部屋の下にきらめくターコイズブルーのラグーンを室内で感じる事ができます。
広々としたテラスには、ダイニングテーブルを備えるガゼボがあり、ボラボラの美
しいラグーンを眺めながら、優雅な南国を楽しむことができます。

１ベッドルーム 水上デラックススイート・オテマヌビューヴィラはボラボラの象徴であ

るオテマヌ山に面しています。独立したラウンジとベッドルームがあるスイート
ルームです。ベッドルームの奥にバスルームが隣接しています。ガラス床が部屋の
数か所に備わり、部屋の下にきらめくターコイズブルーのラグーンを室内で感じる
事ができます。広々としたテラスには、ダイニングテーブルを備えるガゼボがあ
り、ボラボラの美しいラグーンを眺めながら、優雅な南国を楽しむことができま
す。

広さ： 144平米
眺め：ラグーンの奥にモツ
室数：30

最大収容人数：3人

広さ： 144平米
眺め：ラグーンの奥にボラボラ本島
室数：19

最大収容人数：3人

広さ： 144平米
眺め：ラグーンの奥にボラボラ本島とオテマヌ山
室数：15

最大収容人数：3人

水 上 の お 部 屋



１ベッドルーム 水上プレミアスイート・オテマヌビューヴィラ 
ジェットプール付き （POW）

１ベッドルーム 水上ロイヤルスイート・オテマヌビューヴィラ  
プール付き （1ROW）

2ベッドルーム 水上ロイヤルスイート・オテマヌビューヴィラ 
プール付き （2ROW）

ロマンティックな贅沢を味わえる理想的なヴィラです。少人数のご家族にも適して
います。１ベッドルーム 水上プレミアスイート・オテマヌビューヴィラ ジェットプール付

きは、スタンダードのお部屋よりアップグレードされたサイズになります。このス
イートルームには、独立した大きいサイズのラウンジの隅にデイベッドがあり、
ベッドルームの奥にバスルームが隣接しています。ガラス床が部屋の数か所に備わ
り、部屋の下にきらめくターコイズブルーのラグーンを室内で感じる事ができま
す。さらに広々としたテラスには、ダイニングテーブルを備えるガゼボと、リラッ
クスできるジェットプ ールがあり、印象的なオテマヌ山を一望しながら、優雅な南
国を楽しむことができます。

１ベッドルーム 水上ロイヤルスイート・オテマヌビューヴィラ  プール付きはベッドルー

ム一室とバスルーム一室のスイートルームとしてもご利用いただけます。南太平洋
で最大の水上プールを備え、独立したラウンジとベッドルームがあり、ベッドルー
ムの奥にバスルームが隣接しています。ガラス床が部屋の数か所に備わり、部屋の
下にきらめくターコイズブルーのラグーンを室内で感じる事ができます。壮大なテ
ラスには、深さのあるプールとダイニングテーブルが備わるガゼボが左右対称にあ
り、印象的なオテマヌ山を一望しながら、優雅な南国を楽しむことができます。

2ベッドルーム 水上ロイヤルスイート・オテマヌビューヴィラ  プール付きは、321平米の

広さを誇り、南太平洋で最大の水上プールを備えています。二つのベッドルームに
挟まれて、中央に独立したラウンジがあり、ベッドルームの奥にはバスルームが隣
接しています。ガラス床が部屋の数か所に備わり、部屋の下にきらめくターコイズ
ブルーのラグーンを室内で感じる事ができます。壮大なテラスには、深さのある
プールとダイニングテーブルが備わるガゼボが左右対称にあり、印象的なオテマヌ山
を一望しながら、優雅な南国を楽しむことができます。

広さ： 177平米
ワールプールのサイズ：1.7ｍ×1.7m 深さ0.8m

眺め：ラグーンの奥にオテマヌ山
室数：8

最大収容人数：4人

広さ： 260平米
プールのサイズ：6ｍ×4ｍ 深さ1.3ｍ
眺め：ラグーンの奥にオテマヌ山
室数：5×１ROW または 5×2ROW

最大収容人数：3人

広さ： 321平米
プールのサイズ：6ｍ×4ｍ 深さ1.3ｍ
眺め：ラグーンの奥にオテマヌ山
室数：5×１ROW または 5×2ROW

最大収容人数：6人

水 上 の お 部 屋



1ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ プール付き （RGP）

1ベッドルーム ビーチフロントスイートヴィラ プール付き （PLB）

２ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ プール付き （RYB）

1ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ プール付きは、リゾートの外洋側の、緑豊かな

ヤシの葉が茂るコーラルビーチから少し上がった場所に建っています。サンゴ礁な
らではの海洋生物や、荘厳な白波がたつ光景が目の前に広がります。プライベート
感溢れる広々とした空間をご提供するこのスイ ートルームは、デイベッドを備えた
大きなラウンジがあり、ベッドルームにはバスルームが隣接し、バスルームからは
屋外シャワーのある庭園にアクセスできます。ピンクサンゴの色をした石材を使っ
たテラスはとても広く、ダイニングテーブルが備わるガゼボと静かなプールが優雅
な南国での滞在を完成させます。

緑豊かなヤシの木に囲まれた1ベッドルーム ビーチフロントスイートヴィラ プール付き

は、リゾートの穏やかなラグーンに面し、ホワイトパウダーサンドビーチに直接ア
クセスすることができます。独立したラウンジとベッドルームがあるスイートルー
ムです。ベッドルームにはバスルームが隣接し、バスルームからは屋外シャワーの
ある庭園にアクセスできます。広々としたテラスにはダインニングテーブルを備え
たガゼボと、深さのあるプライベートプールがあり、ボラボラ島の美しいラグーン
を見渡しながら優雅な南国を楽しむことができます。

２ベッドルーム ガーデンスイートヴィラ  プール付きは368平米の広さがあり、サンゴ礁

ならではの海洋生物や、荘厳な白波がたつ光景が目の前に広がります。プライベー
ト感溢れる広々とした空間をご提供するこのスイートルームには、二つのベッド
ルームに挟まれて中央に独立したラウンジがあり、ベッドルームの奥にはバスルー
ムが隣接し、バスルームからは屋外シャワーのある庭園にアクセスできます。ピン
クサンゴの色をした石材を使ったテラスはとても広く、ダイニングテーブルが備わ
るガゼボが二つと静かなプールが、優雅な南国での滞在を完成させます。

広さ： 251平米
プールのサイズ：6ｍ×4ｍ 深さ1.3ｍ
眺め：コーラルリーフと外洋、
　　 タハア島とライアテア島
室数：5

最大収容人数：4人

広さ：168平米
プールのサイズ：4ｍ×3ｍ 深さ1.3ｍ
眺め：ホワイトサンドビーチとラグーン
室数：5

最大収容人数：3人

広さ： 368平米
プールのサイズ：6ｍ×5ｍ 深さ1.3ｍ
眺め：コーラルリーフと外洋、
　　 タハア島とライアテア島
室数：2

最大収容人数：6人

ビ ー チ サ イ ド の お 部 屋



プレジデンシャルスイート ロイヤルエステートヴィラ （RES）

他では得られない高級感あふれる贅沢な体験をご提供する、この1200平米のプラ
イベートヴィラは三辺をサンゴでできた壁に囲まれ、ボラボラの輝くラグーンに面し
たプライベートビーチが目の前に広がります。中央には中庭と光を反射する白いガ
ラスのモザイクで飾られた屋外プールがあります。エントランスロビー、３室のベッド
ルームと４つのバスルーム、プロフェッショナルキッチンが併設されているダイニング
ルームとラウンジ、書斎、そしてソラリウムが中庭を囲みます。
熱帯植物が緑豊かに茂る中庭には回廊があり、彫刻が施されたエキゾチックな木
製の柱が並びます。内装は、ベネチアのスタッコ仕上げの壁、イタリアの大理石、
趣のある木材、織布や上質な布地などが洗練されたポリネシアンアートのアクセン
トとうまく融合しています。
独立した主寝室のパビリオンには、ジェットプール、サウナ、スチームサウナとプライ
ベートガゼボがあります。
そして最後に、ガラス張りのソラリウムには、ビーチとラグーンにつながる風通しの良
いオープンエアの広 と々したテラス、デッキチェア、ビーチパラソル、ダイニングテー
ブルと椅子、屋外シャワーが設置されています。
プレジデンシャルスイート　ロイヤルエステートヴィラでは専任のバトラーサー

ビスをご提供します。また、リクエストに応じてプライベートシェフもご利
用いただけます。

広さ： 1200平米
プールのサイズ：9.6ｍ×5.9ｍ 深さ1.1mから1.9ｍ
ジェットプールのサイズ：1.7m×1.7m 深さ0.8m

眺め：ラグーンとラグーンの左奥にオテマヌ山
室数：1

最大収容人数：9人

プレジデンシャルスイート
ロイヤルエステートヴィラ
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