
アクティビティ ガイド

水中でカメの観察をしたい気分ですか、輝くラグーンでウィンドサーフィン、ポリネシアンカヌー
でサンセットツアー、もしくはジェットスキーで島一周を爽快に運転してみたいですか・・・

ポリネシアの文化に浸ってみたいですか、ラグーンを探検したいですか、ロマンティックツアー
で解放的な気分を味わったり、ビーチでのゆったりとしたアクティビティを試してみませんか。
私たちのガイドはお客様の思い出に残るボラボラならではのプランをご提供いたします。

ご予約、その他ご質問等がございましたら、ご滞在中いつでもお気軽にご連絡ください。

LE MERIDIEN 
BORA BORA

BP 190
98730 VAITAPE
BORA BORA
FRENCH POLYNESIA
Tel: +689 40 60 51 51
Fax: + 689 40 60 51 52
www.lemeridien-borabora.com

S 16° 29’ W 151° 42’
DESTINATION UNLOCKED



内容

ポリネシアンカルチャー

ポリネシアン・セイリングカヌー
パレオ染め体験
ウクレレ、ギターレッスン

ヴァア・ホエ (一人乗り用アウトリガーカヌー) 
タトゥー

ボラボラタートルセンター

カメの餌付け見学
ディスカバリーオブザラグーン
ベビー珊瑚の移植

私たちの生活 –一日限りの治療人

ビーチアクティビティ

シュノーケルセット
カヤック、ポリネシアン カヌー
スタンド アップパドル
オビーキャット
ウィンドサーフィン

ラグーン エクスカーション

シャーク ＆ エイ フィーディング （テイヴァ ツアー）

ポリネシアンカヌーツアー （ラグーンサービス）

ジェットスキー
スキューバダイビング（ボラダイビングセンター）
ラグーン＆外洋のフィッシング （テライトゥア フィッシュ＆シー）
タノアツアー

ランド アクティビティ

４×４ ジープサファリツアー

エアー アクティビティ

タヒチ ヘリコプター

ボート送迎

本島までの送迎－ ヴァイタペ
プライベート送迎
他ホテルへの送迎



ポリネシアンカルチャー

ポリネシアン セイリング カヌー

ガイドによる伝統的なポリネシアンカヌーで美しいラグーンのセイリングがお楽しみいただけます。

場所: ビーチハウスで予約 時間: 12:00 a.m. – 4:00 p.m.
無料

のどかなボラボラのラグーンのトロピカルなサンセットを誰が夢見なかったことがあったで
しょうか。または、特別なひと時ををカップルで過ごしてみませんか？
ロマンティックな逃避行を２つのオプションからお選びいただけます。

オプション１： ポポラエスケープツアー
リラックスしながら美しいラグーンでひと時をお過ごしください。
１箇所シュノーケリングを楽しんでいただけます。
ツアーは約１時間で、ビーチからのご出発となります。

場所: コンシェルジュデスクにて要予約 時間: 10:00 am. - 11:00 a.m.

15 500 XPF
/2名様

オプション２: ポポラサンセット
プライベートセイリングカヌーに乗って、美しいサンセットを楽しみませんか。
トロピカルカクテルをご提供いたします。
ツアーは約１時間半で、ビーチでのご出発となります。

場所：コンシェルジュデスクにて要予約 時間：4:30 p.m. - 6:00 p.m.

18 000 XPF
/2名様

ボラボラは海の真珠、または地上の楽園。
その一つから、たくさんの文化の豊かさや素晴らしさがあります。

カヌー、パレオ染め、タトゥー、ウクレレ．．．ボラボラ住民の誇りとしている伝統的で貴重な物事や
昔ならではのテクニック等、ポリネシアンカルチャーに浸ってみませんか。



ポリネシアン カルチャー

パレオ ペインティング

ポリネシアの衣服の中でも特徴のあるパレオをご自身で作って、ポリネシアン文化に浸ってみません
か。所要時間は約２０分程です。

場所:ビーチハウス 時間：8:00 a.m. – 5:00 p.m.

2 000 XPF
/パレオ１枚

ウクレレ、ギターレッスン

自身のバンガローにて、プロのタヒチアンによるプライベートレッスンでウクレレもしくは、ギターでポリネ
シアンミュージックを習ってみませんか。

場所:コンシェルジュデスクにて要予約 時間: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
7 120 XPF

/時間

VA’A HO’E (一人乗り用 ポリネシアンカヌー)

世界のチャンピオン、タヒチのアウトリガーカヌーを体験してみませんか。（一人乗り用）

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
3 000XPF

/時間



ポリネシアン カルチャー

タトゥー （ボラ テコ タトゥー）

ポリネシアン文化の昔ながらの豊富なデザインで、ボラボラでのご滞在のひと時を伝統的
なアートで残してみませんか。

バンガローでタトゥー

お部屋にてタトゥーができます。
サイズは以下からお選び下さい。

サイズ小 (10cm): 25 000 xpf
サイズ中 Tattoo (20-30cm): 45 000 xpf
サイズ大 (+35cm): 90 000 xpf

スモールタトゥーパッケージ: 45000xpf /2名様（プレゼント付き）

場所:   コンシェルジュデスクにて要予約 時間:   応相談 （日曜日、月曜日は休業です）

お店でタトゥー

ヴァイタペのお店にてタトゥーができます。

サイズ小(10cm): 15 000 xpf
サイズ中(20-30cm): 35 000 xpf
サイズ大(+35cm: 80 000 xpf

スモールタトゥーパッケージ: 45000xpf /2名様（プレゼント付き）

場所:   コンシェルジュデスクにて要予約
時間:   応相談（日曜日、月曜日は休業です）
ヴァイタペへの送迎は含まれておりません。



ボラボラ タートル センター

ボラボラ・タートル・センターでは、カメや他の生物のローカルの海での生息、また、持続可能な生活を管理しており、その様子を観
察、探査することが可能です。

エコロジカルセンターでは保全投資プログラムにより子供のカメの世話をし、カメの増殖の機会を与え、怪我を負ったカメを治療し、
元気になったカメを海に帰します。

カメの餌付け

カメの餌付け見学と、エコセンター見学のツアーを通して、カメや他の生物の素晴らしい世界を発見してみませんか。

場所： ボラボラ タートルセンター 時間： 毎日 10:30 a.m.
無料

ディスカバリーオブザラグーン

マリンバイオロジストと一緒に素敵なラグーンの世界をお楽しみください。

場所: ボラボラ タートルセンター 時間: 応相談
月曜・木曜を除く毎日催行

注意: 海ガメの保護のため日焼け止めのご使用はお控えください。

6 000 XPF
/１名様



ボラボラ タートルセンター

ベビー珊瑚の移植

ベビー珊瑚の移植を通して海の環境保護の手助けをしませんか。
育成した珊瑚は海に植え替えます。

場所: ボラボラ タートルセンター 時間: 応相談

3 300 XPF
/珊瑚

私たちの生活 – 一日限りの治療

ボラボラ タートルセンターで一日限りの治療人になってみませんか: 
エコロジカルセンターにてどのようにカメの餌を用意するのか、カメの治療方法、
タッチングプール、水族館、植物栽培、“ベビー珊瑚の保護”プログラム等を学んで働いてみませんか。
カメと過ごす時間はきっと忘れられない経験となることでしょう。

場所： ボラボラ タートルセンター 催行日: コンシェルジュデスクにて要予約

9:00 a.m. － 3:00 p.m.

20 000 XPF
/１名様



ビーチアクティビティ

豊富なビーチアクティビティでボラボラを満喫してみてはいかがでしょうか。
スポーティブなものから、シンプルで静かなものまで取り揃えております。
陽気なビーチスタッフがお客様のご要望に合わせ、お手伝い致します。

シュノーケル用具

ビーチハウスからシュノーケルセットを借りてラグーン内を遊泳してみてはいかがでしょうか。

場所: ビーチハウス 時間 : 8:00 am ‐ 5:00 p.m.

無料

カヤックとポリネシアンカヌー

カヤックやポリネシアンカヌーを漕いでみませんか。

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 am – 5:00 pm

無料

スタンドアップパドルボード

リラックスしながらクリスタルクリアーな海でパドルボードを漕いでみませんか。

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 am – 5:00 pm
無料



ビーチアクティビティ

ビーチゲームとレジャーアクティビティ

ビーチゲームとレジャーアクティビティを楽しんでみませんか。

貸し出し用具: バレーボール、サッカー、バドミントン

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 am – 5:00 pm

無料

オビーキャット

セイリング経験者の方: オビーキャットでラグーンをディスカバーしてみませんか。
２名様まで催行可能。
初心者の方はプライベートレッスンもございます。

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 am – 5:00 pm レンタル: 3 500 XPF/時間
プライベートレッスン:  7 500 XPF/時間

ウィンドサーフィン

爽快に風を切ってみませんか？ウィンドサーフを使ってラグーンへ冒険に行きませんか。
初心者の方はプライベートとグループレッスンからもお選びいただけます。

場所: ビーチハウス 時間: 8:00 am – 5:00 pm レンタル: 1 800 XPF/時間/１名様
プライベートレッスン: 6 000 XPF/時間/１名様

グループレッスン: 2 500 XPF/時間/１名様



ラグーン エクスカーション

壮麗なボラボラのラグーンの美しさは世界でも有名です。

魅力的なラグーンにてミステリアスで豊富なアクティビティを体験してみませんか。

サメとエイの餌付け（テイヴァ ツアーズ）

ボラボラ島で人気のあるツアーのひとつ、野生のサメ、エイ、トロピカルな魚と泳ぎませんか。現
地のガイドがウクレレの音楽と共にご案内致します。

以下からお選び下さい

オプション １: 半日ツアー
このツアーではボラボラ島をボートで１周します。
途中、数ヶ所でボートを泊めて泳ぎます。

場所: ホテルの桟橋発 時間: 8:45 am – 1:00 pm

オプション ２: ピクニック付き１日ツアー
このツアーではボラボラ島をボートで１周。途中、数ヶ所でボートを泊めて泳ぎます。その後はモ
ツでごゆっくりお過ごし下さい
ポリネシアンピクニック含まれるもの: サラダ、フライドライス、バーベキュー、生魚

場所: ホテルの桟橋発 時間: 8:45 am – 3:00 pm

オプション ３: プライベートツアー
プライベートツアーで二人の時間を過ごしませんか。

半日ツアー 48 000 XPF/ 2名様

+ 11 500 XPF/ 追加人数代金

１日ツアー 68 000 XPF/2 名様
ピクニックバーベキューが含まれます + 14 000 XPF/追加人数代金

追加オプション
ゴープロ（GoPro） レンタル (8G) 10 000 XPF

追加 SD カード 5 795 XPF
ゴープロ用GoPro (8G):

11 500 XPF
/１名様

14 000 XPF
/１名様



ラグーン エクスカーション

ポリネシアン カヌー ツアー
（ラグーン サービス）

以下からお選び下さい

オプション 1: 半日ツアー(４時間)

島を１周し美しいサンゴ礁、サメとエイを見に行くツアーです。

場所: ホテルの桟橋発 時間: 9:00am – 1:00pm

オプション 2: ピクニック付き１日ツアー（６時間）
島１周ツアーをカップルで、家族でお楽しみ下さい。モツではポリネシアンビュッフェの
昼食をご用意しております。

場所: ホテルの桟橋発 時間: 9:00 – 3:00pm

オプション 3: サンセットクルーズ(２時間)

ロマンティックなサンセットクルーズをお選び下さい。.

場所: ホテルの桟橋発 時間: 4:30pm

オプション 4: ロマンティックディナー付きサンセットクルーズ(３時間)

プライベートモツで忘れがたいロマンティックディナーをお楽しみください。

ディナー: 食事中は白と赤ワイン、シャンパン４皿:ロブスター, 刺身などの生魚, バーベ

キューの魚, ロブスターとチキン, 野菜, バニラライス, デザート : レモンチーズケーキ, 
バナナポエとフルーツケバブ。

注意:夕食時にファイヤーダンスショーをご希望の方はコンシェルジュまでご連絡下さ
い。

場所: ホテルの桟橋発 時間: 5:00pm – 8:00pm

60 000XPF
/2名様

+7 000 XPF/追加人数代金

85 000 XPF
/ 2名様

+15 000/追加人数代金

55 000 XPF
/ 2名様

98 000 XPF
/ 2名様



ラグーン エクスカーション

ジェットスキー

スピードが必要？
認定されたガイドがあなたにボラボラの純朴なラグーンを見せてくれます。

以下の2つからお選び下さい :

オプション１：１時間ツアー
アナウ側のラグーンを訪れます

途中１度も止まりません

場所:ビーチハウス前出発 時間: 12:30pm

オプション 2: 島１周ツアー (所要時間 １時間４５分)
有名なボラボラ島のラグーンをガイド付きジェットスキーでお楽しみ下さい。

途中、３ヶ所で休息を取ります。
最後の場所ではフルーツをお召し上がり下さい。

場所:ビーチハウス前出発 時間: 9:30am又は2:00pm

20 000 XPF
/ジェットスキー１台

27 500 XPF
/ジェットスキー１台



ラグーン エクスカーション

ダイビング（ボラダイビングセンター）
認定ダイバー、初めてのダイビングを体験したい方、ボラボラの海はダイビングには
最適な場所です。
ご予約はダイビングセンターへお越しください。月曜～土曜日（日曜日を除く）
ダイブサイトは天候により選択、変更される場合があります。

以下からお選び下さい。

入門ダイビング(３５分)
体験ダイビング 9 500 XPF / １名様
リフレッシュダイブ（PADI）: 9 500 XPF / １名様

場所:ダイビングセンター発 時間: 1:10 pm － 4:00 pm

ファンダイブ（認定書をお持ちのダイバー）

１ダイブ 8 500 XPF / １名様
２ダイブ 15 800 XPF / １名様

場所:ダイビングセンター発 時間: 7:50 am

ダイブパッケージ
６ダイブパッケージ 43 000 XPF / １名様
８ダイブパッケージ 55 300 XPF / １名様
１０ダイブパッケージ 67 300 XPF / １名様

場所:ダイビングセンター発 時間: 7:50am

カップル パッケージ
８ダイブパッケージ 58 500 XPF / カップル
１２ダイブパッケージ 79 900 XPF / カップル

ハネムーン ダイブ 29500 XPF
このパッケージには体験ダイビング１ダイブと
ビデオ撮影、タヒチ産の黒真珠が含まれます。

追加オプション
プライベートインストラクター 20 600 XPF
ナイト ダイビング 11 000 XPF / １名様
ナイトロックスコース（２ダイブ）29 900 XPF / １名様



ラグーン エクスカーション

ラグーン ＆ 外洋フィッシング
（テライトゥア フィッシュ&シー）

オプション 1: 半日(４時間)

ツアーに含まれるもの: ミネラルウォーター、炭酸、ジュース、地ビール
場所: ホテル発 時間: 8:00am – 12pm

オプション 2: １日(８時間)

ツアーに含まれるもの: ミネラルウォーター、炭酸、ジュース、地ビール、軽昼食
場所:ホテル発 時間: 8:00am – 4:00pm

※日焼け止め、サングラス、ビデオ、防水カメラは各自でご持参下さい。

魚が釣れた場合は乗船中に調理も可能です。

94 500 XPF
/4名様

126 000 XPF
/4名様



ラグーン エクスカーション

タノア ツアー

贅沢に旅行し、快適なボートで豪華なクルーズをお楽しみ下さい。ラグーンを経験す
ることによってポリネシアの文化の色を経験し、プライベートモツにおいてリラックス、
伝統的な昼食、シャンパンで乾杯しサンセットをお楽しみ下さい。

オプション 1: １日ツアー

オプション2:  半日ツアー(４時間)

オプション3:  ２時間３０分ツアー

オプション4: モツでの昼食

オプション5: サンセットクルーズ

145 000 XPF
/2 名様

+22 300 XPF/追加人数代金

83 000 XPF
/2名様

+16 950 XPF/追加人数代金

62 000 XPF
/2名様

+14 200 XPF/追加人数代金

98 000 XPF
/2名様

85 000 XPF
/2名様

+18 300 XPF/追加人数代金



ランド アクティビティ

伝説的なラグーンの地上、ボラボラには陸路で発見できるだけの豊かな自然ながあります。

4X4 ジープサファリツアー
ジープサファリで山の上から息をのむようなパノラマの景色をお楽しみ下さい。 プロの現地ガイドに
よって花およびボラボラの動物相、現地の文化、歴史、および伝説を経験してください。 第２次世
界大戦時の大砲跡を含む戦略上の重要地点を探検します。現地のアートクラフトも訪れます。

このツアーは港村ヴァイタペ発です。ホテル発のヴァイタペ行きシャトルボートにお乗り下さい。
ツアー料金にはシャトルボート代が含まれています。

オプション1:  ヴァヴァウ アドベンチャー ４×４
場所: ヴァイタペ発 日時 ：毎日

8:30am又は1:00pmのシャトルボートにお乗り下さい

オプション 2:  ナチュラ ディスカバリー

場所: ヴァイタペ発 日時 ：毎日

8:30am又は1:00pmのシャトルボートにお乗り下さい

11 100 XPF /１名様
プライベートツアー: 69 150 XPF /ツアー

11 100 XPF /１名様
プライベートツアー: 73 150XPF /ツアー



エアー アクティビティ

この機会に空からボラボラ島の美しさを発見されてはいかがですか。

オプション 1:  ボラボラ上空１５分間の飛行

シェアツアー: 最大人数５名様 25 000 XPF/１名様
プライベート飛行 100 000 XPF/２名様
１２歳以下のお子様 12 500 XPF

オプション ２:  ボラボラとツパイ上空３０分間の飛行

シェアツアー: 最大人数５名様 45 000 XPF/１名様
プライベート飛行 180 000 XPF/２名様
１２歳以下のお子様 22 500 XPF

上記以外の長時間の飛行も可能です。コンシェルジュデスクでお尋ね下さい。

タヒチ ヘリコプター

以下からお選び下さい: 



ボート送迎

本島までの送迎ボート–ヴァイタペ

ボラボラ島の港町、ヴァイタペへの送迎です。
町のお店の開店は月曜日～土曜日の 午前９時から午後５時までです。
それぞれのレストランへの送迎はヴァイタペの港発です。
１２歳以下のお子様: －５０%
５歳以下のお子様: 無料

往復

2800XPF
/１名様

シャトル時刻表
ホテル発 ヴァイタペ発

8:30 a.m. 12:00 p.m. 
1:00 p.m. 4:45  p.m.
6:30 p.m. (夕食) 9:45 p.m.

プライベート送迎

専用ボート送迎

プライベート送迎

28 000 XPF
/時間

料金は応相談



ボート送迎

他ホテルへの送迎
他ホテルへの送迎予約も行っております

ホテル セント レジス 無料

ホテル インターコンチネンタル タラソ 1 550 XPF/１名様
ホテル フォーシーズンズ 2 570 XPF/ １名様
ホテル パールビーチリゾート 4 100 XPF/ １名様
ホテル ヒルトン 6 885 XPF/ １名様
ホテル インターコンチネンタル モアナ 3 400 XPF/１名様
ホテル ソフィテル 2 980 XPF/ １名様


