
 
イアオラナ！ 

 

ようこそタヒチパールビーチリゾート＆スパへ 

 

ホテルのサービス・施設をご案内いたします。ホテル

には日本人スタッフ（ミキ）が勤務しております。ご

用の際はフロントでお呼び出しいただくか、直通内線

でご連絡ください。 

当リゾートでの休暇をどうぞお楽しみください。 

 

 

お客様滞在中の日本人スタッフ勤務日・時間 

 

月 日（ ）   ～ 

月 日（ ）   ～ 

 

日本人スタッフ（ミキ）直通内線 88842 

電話に出られないことがございます。 

ご面倒をおかけいたしますが改めてご連絡ください。 

 
 

WIFI パスワード _____________ 
 

 

 

ホテルサービス・施設のご案内 

 

 内線番号一覧 

フロント 9   /  レストラン 88845  / スパ 88821   

 

 ホテル⇔パペーテ無料送迎シャトル  

フロントにてご予約ください。満席になり次第予約を締め切ります。 

パペーテ発は下車した場所でお待ちください。 

土曜午後、日曜、祝日は運行はございません。   

ホテル発      8：30 ＆ 14：00 

パペーテ発    12：00 ＆ 16：30 
 

 タクシー   

タクシー呼び出しはフロントにて。現金をご用意ください。 

カルフールはタクシー乗り場がありません。予めホテルから往復予約をす

るか、インフォメーションカウンターでタクシー手配をしてください。 

【6～20 時】パペーテ・カルフールアルエ 2000XPF/空港 3000XPF 

【20～6 時】  パペーテ 3000XPF/ 空港 4300XPF 

 

 公共バス 

平日は早朝～17 時まで 1 時間に 2 便 

土曜は早朝～11:30 まで 1 時間に 1 便 

土曜午後、日曜、祝日は運休です。運賃は乗車時にドライバーへ。

パペーテ 250XPF、カルフール 150XPF 

パペーテ行バス停はホテルを出て右。パペーテは市役所横の乗り場で 

Papenoo 又は Mahina 行きに乗車ください。 

 

 両替 

フロントにて主要外貨からパシフィックフランへの両替を承ります。 

レートはフロントにてご確認ください。 

 

 

 ヒティマハナレストラン 

朝食：06:30～10:00 / 昼食：11:30～18:00 / 夕食：18:30～22:00  

朝食ブッフェは3,400XPF、日曜日はサンデイブランチ4,500XPF 

 

**毎週2回開催 ダンスディナーショーのご案内（要予約）** 

アラカルトディナー。観覧料金はかかりません。 

木曜日19時30分～ 【マルケジアンダンスショー】 

マルケサス諸島のダイナミックで力強いハカの踊りをお楽しみください。 

金曜日19時30分～ 【ポリネシアンダンスショー】 

18時からバーで古き時代のポリネシアンライフの再現を行っております。

※第１・最終金曜日はポリネシアンダンスショーは開催されません。 

 

 ベイバー 

11時30分～22時。お飲み物、軽いスナックメニュー。 

ハッピーアワーは毎日17時から18時30分。一部メニューを除き、飲み

物が半額になります 。 

 

**第１＆最終金曜日は生ライブバンド** 

有名バンドによるライブバンドミュージックです。 

ローカルも集まる人気イベントです。 

 

 内線・外線ダイヤル方法 

お部屋間内線  ８＋部屋番号 

外線         ０＋電話番号                

外線番号 87 または 89 で始まる番号は携帯電話です。40 から始まる

固定電話より通話料金が高くなります。 

日本へは０＋００８１＋「０」を除いた市外局番＋電話番号    

例）03-1234-5678 → 0+0081+3+1234+5678 

 

 ビーチでの遊泳 

天候によっては突然高波が起こりますので、遊泳の際は十分ご注意く

ださい。泳げない方は遊泳をご遠慮ください。 



 客室  

ハネムーンギフト   ギフトはベッドの上にご用意しております。 

ミネラルウォーター  滞在中毎日ミネラルウォーター1 本の無料サービ 

            スがございます。客室清掃の際にお届けします。 

ルームキー       携帯電話に近づけるとカード内の磁気情報が消え 

                          鍵が開かなくなることがございます。 

エアコン               バルコニーの扉が開いていると作動しません。 

ミニバー               お飲み物補充はフロントデスクへ。 

喫 煙                 室内は禁煙です。喫煙はテラスで可。 

害虫駆除            定期的に害虫駆除を実施しておりますが、客室 

                          に虫が入り込むこともございます。虫の駆除はフロ 

            ントまでお申し出ください。  

 

 

 ホテル施設 

プール          レストラン営業時間外は自己管理の元、 

              ご利用ください。 

プールタオル       バーにて。チェックイン時にお渡ししたタオルカード 

                            と引き換えです。チェックアウト時にカードまたはタ 

                            オルの返却がない場合、1 枚につき 3000XPF 

                            が請求されます。 

サウナ＆ミストサウナ スパ内 スパ営業時間内に無料でご利用可能 

                            です。男女共有です。必ず水着を着用ください。 

フィットネスセンター  スパ内 24 時間無料。安全のため、18 歳以上 

             のお客様専用となります。                

工芸品ショップ    フロント横 8 時～18 時。 手作り工芸品ショップ 

             です。お支払いは現金のみとなります。 

ブティック              4 棟 1 階 お土産・真珠販売＆オプショナルツア 

                           ーの申し込みはこちらで。 

飲料販売            バー営業時間外はフロントで購入ください。 

製氷機                2棟0階 

ビジネスセンター      4棟2階 日本語キーボードがございます。 

 

 

～神秘～ タヒチからの贈り物 

お客様の滞在がより実り多いものであることを願って。当リゾートにご宿

泊のお客様だけが感得できる、歴史エッセンスをご紹介いたします。 

 

◆マタヴァイ湾 

ホテル正面に広がるのはタヒチの歴史上重要な場所、マタヴァイ湾です。

1767 年、ヨーロッパの海洋探検家ウォリスがタヒチ島を発見したときに

最初に上陸したのが、ここマタヴァイ湾でした。その後、ブーゲンヴィル、

ジェームズ・クック、大航海時代の探検家が次々と訪れ、有名な「バウ

ンティ号の反乱」が起こりました。未開の地であったポリネシアはこのマタ

ヴァイ湾が最初の一歩となり、次第に探検家たちにより世界に広められ

ていったのです。 

こうした歴史を見届けてきたマタヴァイ湾。その経緯を思い巡りながら滞

在をお楽しみ下さい。またホテル周辺は、かつてタヒチの王族が好んで

訪れていた場所とされています。ホテル近くには、王族の墓も残存して

います。 

※大航海時代の物語はフロント横のスペースにパネルでご紹介しております。ご

希望のお客様には物語を印刷してお渡しすることもできます。お気軽にお申し

付けください。 

 

◆南太平洋の恵み、イルカ・ショー 

さて、このマタヴァイ湾には野生イルカが生息しています。野生イルカが

ジャンプをしたり、泳ぐ姿を観察することができます。ビーチリゾートと呼ば

れるタヒチですが、波音を楽しめるのは、実は当リゾートだけ。打ち寄せ

る波音を聞きながら過ごし、一日の終わりにはモーレア島に沈むロマン

ティックな夕日を眺める。お部屋にいながら大自然の営みを存分に感じ

てください。 

また、8 月から 11 月には出産と子育てのためにポリネシアにやってくる

鯨の姿もご覧いただけます。ご滞在のお客様だけが見られる、雄大な

自然の一情景です。 

 

 

◆火山島タヒチの恵み、黒砂ビーチ 

ホテル正面の黒砂のビーチは島内最長の 900 メートル、且つ何も手を

加えられていない自然のままのビーチです。 

火山の噴火で生まれた黒砂には、ミネラルがたっぷりと含まれおり、海

水浴をするとお肌がツルツルになるのを感じます。砂浜では、女性たち

がこの黒砂で身体をスクラブするのを見かけます。フランスの有名スパで

は、タヒチ産黒砂を使ったスクラブメニューを取り入れています。当ホテル

「タヴァイスパ」でもお試しいただけます。 

 

◆タヒチのローカルも楽しむワイルドな海 

滑らかくサラサラとした黒砂のビーチを裸足で歩くときの感触は、まるで

絨毯の上を歩いているようです。ぜひ、ビーチを散歩してみて下さい。き

らきらと輝く海で子供たちが遊ぶ姿、木陰に座りおしゃべりする女性たち、

カヌーを漕ぐ人々、ローカルならではの生活を垣間見ることができます。 

またタヒチはサーフィンの発祥地で、サーフィンの世界大会が毎年開催

されていますが、珊瑚礁で囲まれていないマタヴァイ湾でも、高い波がた

つことがあります。まさに、タヒチならではの光景をご覧いただけます。 

タヒチ衛生局が毎年実施する遊泳ビーチ水質検査では、このビーチの

水質が最優良であると認可されました。 

 

◆エネジーストーン 

最後にホテルエントランスにある石塔をご紹介します。隠れたスピリチュ

アルスポットが多くありそうなタヒチ。 

このエネジーストーンはタヒチ島の山から運ばれて来ました。力強く、不

思議な力がここに宿っています。 

無限に広がる海からの癒しと、山からの力強いパワー。タヒチの自然が

織り成す素晴らしさ、そのほんの一握りですが、タヒチパールビーチリゾー

トにご宿泊のお客様と共感していきたいと思います。 
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タヴァイスパ 

営業時間：9:30 ～19:00 年中無休 
ブティック隣のエレベ－タ－で 3 階 

  
*ご宿泊のお客様はボディトリートメントが 10％オフになります。カッコの

ついたペア料金、プロモーション料金は 10%オフの対象外です。 

*スパオリジナルグッズはホテルでしか購入できません。お求めはブティ

ックまたはスパにてどうぞ。 

*お問い合わせ、ご予約はスパ営業時間内に承ります。フレッシュフルー

ツを使用するトリートメントは、24 時間以上前の予約が必要です。 

ご予約は内線 88821 まで 

 

 

ボディマッサージ  

Màhara(マハラ) －リラックス 

50 分/12,500cfp（20,000cfp） 80 分/16,000ｃｆｐ（25,000cfp） 

ソフトマッサージで筋肉の凝りをほぐし、血行促進をもたらします。 

 

Tahara`s(タハラ) －リフレクソロジー 80 分

/18,000cfp(29,500cfp) 

リフレクソロジーを取り入れた、体内エネルギーを調整するトリー

トメント。足裏の反射区を刺激しストレスや緊張を和らげます。 

 

Hau’maru （ハウマル） －リラックス＆デトックス 

50 分/12,500cfp（20,000cfp） 80 分/16,000cfp（25,000cfp） 

手のひらと前腕を使った長いストロークのマッサージで筋肉を和

らげ、体内の酸素の流れをスムーズにし老廃物の排出を促しま

す。 

 

Taurumi（タウルミ）－ポリネシアンマッサージ 

30 分/6,500cfp(11,000cfp) 

50 分/13,500cfp(22,000cfp) 80 分/18,000cfp(29,500cfp) 

ポリネシアの伝統的なトリートメントです。力強いハンドテクニック

で足先から頭部へとマッサージしていきます。  

 

‘Ofe（オフェバンブー） -デトックス  80 分/18,000cfp（29,500cfp） 

リンパの流れを促進し、老廃物を浄化するトリートメントです。 

 

 

 

 

ボディスクラブ（レインシャワー付）  

全メニュー30 分/9,000cfp 

Pu’a Ha’ari （プアハアリ） －ソフトボディスクラブ 

敏感肌にも優しい、ココナツ果肉によるボディスクラブ。 

 

Ｍａｔａｖａｉ （マタヴァイ） －ポリネシアンスクラブ 

ポリネシアの火山灰からできたミネラルを含む黒砂のスクラブと

モノイオイルで全身をディープクレンジング 

 

Tihota Ute Ute （ティホタウテウテ） -エキゾチックバス 

伝統的なモノイオイルにブラウンシュガーとバニラを絶妙にブレ

ンドしたエキゾチックなボディスクラブ 

 

Ｐｕ’ａ Ｍｉｔｉ （プアミティ） －トーニングボディスクラブ 

シークリスタルとエッシャンシャルオイルによるボディスクラブ。不

要な角質を取り除きお肌を磨き上げます。 

 

 

 

 

バス 

Tiare Tahiti （ティアレ タヒチ）－リラックスバス 

80 分/19,000cfp(30,000cfp) 

ティアレエッセンス入りバス 30 分とソフトボディマッサージ 50 分。 

 

Parataito（パラタイト）-トラディショナルバス- 

80 分/22,000cfp(35,000cfp) 

花々やヒーリング効果のある植物入りバス 30 分。同時にスカル

プマッサージ 10 分。ポリネシアンボディマッサージ 50 分。 

 

Te Vai Anuanua （テバイ アヌアヌア） －エキゾチックバス 

30 分/7,900cfp（12,600cfp） 

温かいハーブティーを飲みながら、フレッシュココナツミルク入り

バスに 30 分の入浴。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェイシャルケア 全メニュー50 分 

Moere（モエレ）－ソフトフェイシャル 9,000cfp 

お肌の保湿と栄養。日焼け後のお肌にもオススメです。 

 

Les incontournables （クラシックフェイシャル） 9,000cfp～ 

ノーマル、オイリー、アンチリンクル、肌質に合わせたベーシック

トリートメント。肌質により料金が変わります。お問合せください。 

 

Masculin （男性用フェイシャルトリートメント） 9,000cfp 

男性用のベーシックフェイシャルトリートメント 

 

Miri Mona Mona（ミリ モナモナ） 12,500cfp 

紅茶、ハチミツ、レモン、パパイヤなど、自然の恵みによるマッサ

ージとパック。お肌に輝きを与えます。 

 

パッケージ 

Monamona（モナモナ）  3 時間 30 分 31,000cfp(50,000cfp) 

スチームルームとサウナ、コーヒーとココナツのボディスクラブ、

「マハナ」ボディマッサージ 50 分、マニキュアとペディキュア。 

 
Ritual Signaure Le Spa （ル スパオリジナルパッケージ）－4 時

間 

37,000cfp（65,000cfp）  

スチームルームとサウナ、黒砂のボディスクラブ、パパイヤ果肉

のボディマスクとスカルプマッサージ、「タウルミ」ボディマッサー

ジ 50 分、「ミリモナモナ」フェイシャルトリートメント 

 

Ritual Detox ( リ チ ュ ア ル デ ト ッ ク ス )  － 3 時 間 

29,000cfp(52,000cfp) 

スチームルームまたはサウナ、クリスタルソルトのボディスクラブ、

「オフェバンブー」ボディマッサージ 80 分 

 

Mabucure ネイルケア  

ケア＆マニキュア 5,000cfp ケア＆ペディキュア 7,000cfp 

マニキュア 1,500cfp ペディキュア 2,000cfp 

 

Epilation  脱毛ワックス 

詳細はスパスタッフまでお問合せください。 
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オプショナルツアー 
 

お申し込みはアクティビティデスクへ 

（タヒチパールマーケットブティック内） 

内線 88813 
 

 

ブティック営業時間 

 

月～水曜日  8 時 ～ 12 時  / 14 時 ～ 18 時 

木～土曜日  8 時 ～ 12 時  / 14 時 ～ 19 時 

                日曜日  8 時～ 12 時 

 
※営業時間は予告なく変更になることがあります 

 

  

*ツアー予約は、前日昼頃までが目安です。 

*ホテルでお申し込みのツアーはすべて英語かフランス語で催行されま

す。 

*全リストはアクティビティデスクにてご確認ください。 

*ツアー代金、出発時刻などはプロバイダーによって異なります。下記

に表示された代金、時刻ではない場合がございます。 

*天候やその他の理由で予告なく変更、中止になる場合があります。

予めご了承下さい。 

*ツアー代金はお部屋付けができません。お申し込み時に、現金また

はクレジットカードでお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランド アクティビティ 
 

タヒチ島 4ＷＤサファリツアー/ 4ＷＤ Safari Tour  
半日ツアー： 
タヒチ島の山、秘境を４輪駆動で巡る探検ツアー。トロピカルな植物、‘Pufau’

プフウの川で水遊びもお楽しみいただけます。 

09:30～13:00 または 14:30～17:30                5,500xpf 
 

１日ツアー： 

壮大でワイルドなタヒチ島のパノラマビュー、美しい滝。昼食はレストランマロトで

お好きなメニューをお選び下さい。現金、カードで別途お支払い。 

  ＊水遊びご希望の方は水着着用の上、タオルをご持参下さい。 

09:30～17:30 昼食代金別途ご用意ください            8,500xpf  

 

 

タヒチ島内バス観光 / Circle Island Tour        
タハラの丘ビューポイント、滝、洞窟、ゴーギャン博物館、ビーナス岬など。 

  *博物館の入場料（ゴーギャン博物館）は含まれておりません。 

12:45 ～16:45                                     5,800xpf  
       

 

レンタカー / Rent a car 

レンタル（24 時間単位 / 保険込み） 料金/ご予約時に確認 
手続きには、免許証、クレジットカードが必要です。運転は左ハンドル、右側

走行です。事故、盗難などに関しましては、ホテルでは一切責任を負いかねま

す。ご了承下さい。 

*1 日レンタルはレセプションでも予約可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーターアクティビティ 
 

体験ダイビング/ Discover Scuba-Diving  
水中にいる時間は 20～30 分です。 
10:30～13:00              7,500xpf  

 

ファンダイビング / Certified diver （ライセンス要持参）   

1 タンクダイブ 8:30 又は 13:30                    7.500xpf 

2 タンクダイブ 8:30 ～13:00               12,300xpf  

 

スノーケリングツアー / Snorkeling Tour           

10:30～13:00                           5,000xpf 

 

ドルフィンウォッチングツアー / Dolphin Watching      
ボートにて海を周遊しながら、イルカの群れを探します。水着とタオルを 

お持ち下さい。9 月頃から 11 月頃はクジラも見られる可能性があります。 

ホテル出発：06:45 (所要時間：約 2 時間)                6,000xpf 

  

クジラウォッチングツアー / Whale Watching         
ボートにて海を周遊しながら、クジラの親子を探します。水着とタオルを 

お持ち下さい。9 月頃から 11 月頃子育てに帰ってくるクジラを見るツアー。 

  ※季節限定です。催行時期はアクティビティデスクでご確認ください。 

  *天候により、中止の場合があります。イルカ・クジラは野生のため、見ることが

できない場合もございます。その場合の返金はございません。 

ホテル出発：13:30(所要時間：約 4 時間)                  9.300xpf  
 

サーフィン/ Surfing lesson 

サーフィンまたは、ボディボードレッスン（半日） 
 プロのインストラクターが、指導いたします。ボードレンタル、送迎、保険込み  

      9,600xpf/1 名 14400ｘｐｆ/2 名  

 

ジェットスキー（ガイド付き） / Jet Ski  
ジェットスキーでタヒチの海を周遊するツアーです（ガイド付き）。 いくつかのコー

スがあります。催行会社はインターコンチネンタルホテル内にございます。詳しく

はスタッフまでお問い合わせください。 

         1 名利用 15,000xpf～/2 名利用 18,000xpf～ （送迎なし） 
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