HILTON Original ヒルトンオリジナル
ヒルトンエスケイプモツタプ Hilton Escape Motu Tapu
9:30 (約 5 時間)

出発時間

要相談

50000cfp /ボート

2-4 名様

プライベートアイランド･モツタプにて素晴らしいひと時をお

ジェットスキー Jet Ski
10：00／13：30（約 1 時間半)

7500cfp/1 人

リゾート受付より

その昔王家の人々しか上陸を許されなかった当リゾート所有の

ラグナリウム Lagoonarium

土曜休み

8：00／12：00（約 3 時間半)

バイタペシャトルボート

当ビーチより 28000cfp/1 台

ガイドに従い、ご自身で運転をお楽しみ頂きながら、
ボラボラ島を一周します。モツでの休憩あり。

半日ツアー：9200cfp / 1 日ツアー（ランチ付）:13700cfp

楽しみ下さい。
（ランチ・ハーフボトルワイン・ビール・ミネラルウォーター込み ）

デイ イン パラダイス Day In Paradise
9:30 (約 5 時間)

プライベートラグーンサファリ Private Lagoon safari by RAANUI

天然の水族館でのシュノーケリング。

ホビーキャット Hobbie cat 21

朝のツアーには、サメとエイの獲付け、シュノーケリング、

トオプアツアー＆シュノーケリング 21000cfp/2 人

ボラボラ島一周が含まれます。

ラグーンツアー

最少催行人数 2 名

フィッシング Fishing

15000cfp / 1 人

リゾート受付より

34000cfp/2 人

55000・75000cfp/1 ボート

モツタプにてアップグレートされたロブスターBBQ ランチを

ラブボート Love Boat

ラグーンの上にセットされたテーブルにてお楽しみ下さい。

出発時間

（ＢＢＱ・ハーフボトルシャンペン・白ワイン 1 本・

シュノーケリング+250 フォト（約 2.5 時間)

55000cfp/2 人

ディープシーフィッシング Deep sea Fishing on Lunasea

ソフトドリンク・ミネラルウォーター込み）

プライベートサンセット（約 1.5 時間)

39000cfp/2 人

3 時間/75000 4 時間/100000 6 時間/125000 8 時間/150000

要相談

ラグーン・オフショアー

４時間

リゾート受付より

（2 名から 6 名まで）
ラ

プラージュ La Plage

By the LAND
マルゴー／メドック

6 馬力

By the SEA

海

9:15 (約 3 時間半) リゾート受付より

9500cfp/1 人

サメとエイの獲付け、シュノーケリング、モツタプでの休憩、
ボラボラ島一周のツアー。最少催行人数：6 名

Margaux

/

Medoc

4 時間

15400cfp/1 ボート

26400cfp/1 ボート

６時間

21400cfp/1 ボート

41400cfp/1 ボート

出発時間
ラグーンサファリ Lagoon safari by RAANUI

6CV

要相談

バイタペシャトルボート

陸

ジープサファリ Tupuna Jeep safari 日本人ガイド有 8300cfp/1 人
8：00／13：00（約 3 時間半)

バイタペシャトルボート

4WD で島の１周、小高い山からの景色が楽しめます。
またポリネシアンの文化や歴史なども説明してくれます。

ご自分でボートを運転し、ボラボラ島を巡れます。
マティラジェットスキー＆クァッド T Matira Jet ski & Quad
グラスボトムボート Glass Bottom Boat
出発時間

要相談（約 1 時間)リゾート受付より 4300cfp/1 人

9：45／13：45 リゾート受付より
18000cfp/1 台

クァッド（約 1 時間)

底がガラス張りのボートで、海の中をご覧下さい。
モツタプ BBQ ピクニック BBQ Picnic by RAANUI
9:30－14:30 最少催行人数：6 名

ハイキング Hiking by Azedine

9000cfp /1 人

BBQ ランチ付き。モツタプにてご自由にお過ごし下さい。

ラグーンサファリ＆モツタプ BBQ ピクニック
ラグーンサファリと組み合わせ

コンボ

14000cfp/1 人

水上スキー・ウェイクボート Water Ski・ Wake board
出発時間

要相談

15 分－9000 cfp

リゾート受付より
30 分－13000cfp

出発時間

要相談 バイタペシャトルボート

王様の谷

7200cfp/1 人過去の道 10200cfp/1 人

アナウの秘密の洞窟
パヒア山

（上級）

（中級）

12700cfp/1 人
14700cfp/1 人

レンタルサイクル・レンタルカーAVIS 日曜休み

Under the SEA

国際免許証又は日本の免許証可。17 時までに要返却。
2 時間

4 時間

8 時間

マニュアル車

9000cfp

10850cfp

12300cfp

オートマ車

9500cfp

11500cfp

13800cfp

自転車

1400cfp

1600cfp

1800cfp

別途シャトルボート代 700cfp/1 人がかかります

9000 cfp/1 人 日曜休み

アクアサファリ Aquasafari
出発時間

要相談

ヘルメットをかぶり顔も濡らさず水中散歩を気軽に楽しめま
す。６歳以上、潜水時間 30 分。

出発時間

要相談



（約 2 時間) リゾート受付より



24500cfp / 1 台

アクアバイク Aquabike

*レンタル時に保障として、クレジットカードが必要となりますので 必



海中

日曜休み

（約 2 時間) リゾート受付より

ずご持参下さい。（Visa, Master のいずれか、自転車レンタルでも




キャンセルは 24 時間前までにお願いいたします。当日キャン
セルの場合は、チャージがかかる場合がありますので、
ご了承下さい。
出発時にアクティビティスタッフが発行しますバウチャー
（VOUCHER）を必ずお持ちになって当日のアクティビティ
にご参加下さい。
妊婦の方、何らかの疾患のある方は、アクティビティ参加に
制限がある場合があります。予約時にご確認下さい。
内容は予告なしに変更及び取消になる事がありますので予め
御了承下さい。
アクティビティーの機材の紛失・損傷についてはお客 様に
御請求させて頂く場合もあります。
集合場所、時間等が変更になる場合がありますので、
予約時にご確認下さい。

水中用のスクーターに乗込み、ご自身で運転しながら水中散

必要です）

策。潜水時間 30 分。８歳以上のお子様も同乗可。

*ガソリン代は別途、直接現金にてお支払いとなります。

6:30 - 18:30 ビーチハウスにて受付

空

By the Sky

潜水艦
ヘリコプター Helicopter 水・金曜午後のホテル発不可
2 名様
プライベート

3 名様

無料アクティビティー Free Activities

4 名様

ホテル発
36500cfp/1 人 28500 cfp/1 人 23000 cfp/1 人
ボラボラ周囲
（約 15 分）
ホテル発
ボラボラ周囲
66000 cfp/1 人 47500 cfp/1 人 39900 cfp/1 人
及びツパイ島
（約 30 分）
本島発
27000 cfp/1 人 22500 cfp/1 人 20300 cfp/1 人
ボラボラ周囲
（約 15 分）
本島発
ボラボラ周囲
58500 cfp/1 人 39500 cfp/1 人 34500 cfp/1 人
及びツパイ島
（約 30 分）
*本島発ツアーは、別途シャトルボート代 700cfp/1 人が かかります

出発時間

24700 cfp/1 人

Submarine

要相談

（約 1 時間)

ホビーキャット、ペダルボート、パドルボード

40m の海の世界をお楽しみ下さい。

レセプションにて受付 - 卓球、ビリヤード
24 時間利用可能（スパ受付下）- スポーツジム&サウナ

ダイビング Scuba Diving by Bathys Diving or Bora Diving
8：00／14：00（体験ダイビング）

リフレッシュダイブ－8500cfp/9000cfp(B)
1 ダイブ－8500cfp

2 ダイブ－15500cfp/14500cfp(B)

ダイブイージー Dive Easy
出発時間

要相談

リゾート受付より

2dive 80000cfp/2 人

パラセイリング Parasailing 木曜休み

ライセンスの有無に関係なく、プライベートにダイビングが

バイタペシャトルボート

楽しめます。

デーションを空からご堪能ください。
100m 18700cfp/1 人

300m 23700cfp/1 人

100m 26400cfp/2 人

300m 33400cfp/2 人

ライブラリー - インターネット（１台のみ日本語可）

リゾート受付より

体験ダイブ－8500cfp ファンダイブ－8500cfp

1dive 50000cfp

ワールドベストビーチ“マティラ”の美しいラグーングラ

シュノーケリングセット、ライフジャケット、カヤック、

アクティビティーリスト
ACTIVITY LIST
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