
フアヒネ島 

タヒチのなかでもまだ観光地化されていない、古き良き時代のタヒチを感じられる島です。美しいブルーラグーンと緑濃い山々に囲まれ、南

の島ならではの雰囲気を楽しむことができます。また、島内にはオセアニアでも5本の指に入るといわれている古代ポリネシアの歴史的遺跡

が点在しています。 

HHN-2300｜フアヒネ島カルチャーハイライト 

CULTURAL HIGHLIGHTS OF HUAHINE  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$89 

フアヒネ島の景観をお楽しみいただけるツアーです。ソシエテ諸島のなかでも最も絵画的で地理的に多様な場所を訪れます。 まずはガイドと

共にゆったりとフアヒネ島最大の村、ファレでの散策をお楽しみください。 次にバニラ農園を訪れ、バニラを乾燥させる過程や、このおなじみ

のスパイスを使った様々な調理法を見学します。 またポリネシアで最も重要な遺跡の１つであるマエバでは、保存状態の良いマラエや古代ポ

リネシアの寺院、さらには数世紀前に開発され、今日でも使用されている筌（漁具）を見ることができます。 次にファイエの村を訪れ、川に生

息する有名な青い目の大ウナギにガイドが餌付けするのをご覧ください。 

※ツアー中にバニラを購入したい場合は、現地通貨または米ドルをお持ちください。 

HHN-2026｜ラグーンクルーズとシュノーケリング 

LAGOON CRUISE & SNORKELING  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$105 

フアヒネの美しいラグーンと風景、白砂のビーチを体験しませんか。 ツアーはピアを出発し、ゆったりと車窓観光しながら素晴らしい透明度を

誇るラグーンへ向かいます。 到着後は魚や珊瑚など熱帯の生物であふれる海に入る前に、安全のためシュノーケリングについての簡単な説

明を受けてください。 次に、ココナッツの様々な用途を説明するデモンストレーションをご覧いただきます。新鮮なフルーツや軽食と一緒に、コ

コナッツの試食もできます。その後ピアへ戻ります。 

※このツアーは、ボートから直接ダイブできる方、通常のうねりで潜水できる経験者の方におすすめ致します。 

HHN-4｜マイタイラピタビレッジホテルのビーチでの 1 日 

A DAY AT THE BEACH AT MAITAI LAPITA VILLAGE HOTEL  

所要時間：6 時間｜ツアー代金：$115 

ファレ村と古代遺跡に近接して建つマイタイラピタビレッジホテルは、特別なロケーションをご提供します。 ラグーンに面した素晴らしい白砂の

ビーチで日光浴をしたり、水晶のように澄んだ水の中でシュノーケリング、あるいはレストラン、バー、プールからの海の景色を楽しめます。ホ

テルは水辺にスイレンが佇む湖を囲み、香りの良い多彩な南国の花々に包まれるように建っています。この古き良きポリネシアの景色をどう

ぞお見逃しなく。 また、日没まで滞在する際には、ライアテア、タアア、ボラボラなどの島々の壮観なパノラマをお楽しみください。 

※このツアーは、スイミング・プール、ビーチおよびホテル博物館への入場料、カヤックおよびシュノーケリング器材、コース・ランチ(前菜および

メインディッシュ、またはメインディッシュおよびデザート)、1 名につきミネラルウォーター１本とドリンク１杯(ハウスワイン、地ビールまたはソフト

ドリンク)が含まれています。 

HHN-6741｜乗馬 

HORSEBACK RIDING  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$179 

モツ・マエヴァへの道のりを、フアヒネの美しい景色を楽しみながらの乗馬体験はいかがですか？ マロエ湾のピアを出発し、ミニバンでリトル

ファーム（またの名を「ラ・プティット・フェルム」）へ向かいます。馬小屋にいる１７頭の馬のうち、ほとんどはその強健かつ丈夫、温和な性格で

有名なマルケサス諸島の馬です。コートのような毛並みと、このあたりの暖かい気温にもかかわらず、馬たちは南太平洋の気候に完全に適応

しています。 農場に到着すると、馬の乗り方と安全についての指導を受けた後、モツ・マエヴァへの乗馬が始まります。ここからは、ライアテア

島・タアア島・ボラボラ島などののどかな島々の壮大な景色を眺めることができます。農場へ戻った後は、再びミニバンに乗ってピアへ帰りま

す。 



※このツアーは、乗馬経験者も初めての方もお楽しみいただけます。（およそ１時間半の乗馬のペースは、未経験の方に合わせて進めていき

ます。）お客様ご自身の体重と、馬の気質によって乗っていただく馬を選びます。参加者は 8歳以上、体重 200ポンド（90.72kg）未満、未成年者

は保護者の同伴が必要となります。 

ご参加時にはヘルメットが配られますので常時装着の上、長ズボン、つま先のあいていない靴、帽子およびサングラスの着用と日焼け止めの

ご持参をお願いします。 

HHN-6225｜フアヒネ サファリ探検 

HUAHINE SAFARI EXPEDITION  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$89 

フアヒネヌイ（大きい島）とフアヒネイティ（小さい島）の両方の魅力に触れてみませんか？ ツアーはまず、ピアからオフロード車に乗ってフアヒ

ネヌイに向かいます。2 つの島を繋ぐ橋を渡り、険しい坂道を上がると、マロエ湾と本船越しに壮観なパノラマ風景が広がります。 その後ファ

イエの村でストップし、村に流れる川に住んでいる青い目のオオウナギに餌付け体験をします。続いて、島の最も重要なマラエ(古代のポリネ

シアの寺院)、ポテエを訪れるべくマエヴァへ。ファウナ・ヌイ湖を眺めながらドライブを楽しんだあとは、島最大の町ファにで自由散策やショッピ

ングのお時間をおとりします。 ファレを出発後フアヒネヌイの島を一周してフアヒネイティへ戻る橋を渡ります。途中、島一番のビーチを誇るパ

レアでのフォトストップをし、テファレイとの間を走るメインの通りから小さな集落や農園を通り過ぎます。ピアまでの帰り道には、目の前に広が

るカラフルな入江の景色をお楽しみください。 

※急勾配の悪路も走りますので、背骨、首などに異常のある方や乗り物酔いしやすい方、移動に難のある方はご遠慮ください。 

HHN-2021｜プライベートボートクルーズとシュノーケリング 

HUAHINE ISLAND TOUR AND SNORKELING (private boar 4 people max)  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$795 

プライベートボートでピアを出発し、島の周りをクルーズしながらフアヒネの美しさに触れてください。途中、黒真珠養殖場でこの有名なタヒチの

宝石の生成について学びます。 その後コーラルガーデンへ移動し、器材を装着してシュノーケリングをお楽しみください。そこでは驚くべき多

彩な水中の生き物たちを間近に見ることができます。ピアまでの帰路車中で、ご軽食をお召し上りください。 

※このツアーの代金は、4 名定員のボート 1 艘単位となります。ご予約の際には、ボート１艘につき１枚のみチケットを選択してください。衣服

の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船からタオルをご持参ください。 シュノーケル器材、フィンおよびライフジャケットは、

本船のウォータースポーツ・マリーナにご用意がございます。 

HHN-2020｜ウェーブランナーによるフアヒネ島ツアー 

HUAHINE ISLAND TOUR BY WAVERUNNER (2 people per waverunner)  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$249 

ウェーブランナーに乗って、島の野生的な美しさを体感しませんか。 ピアからフアヒネ最大の村ファレに移動し、ガイドから安全な操縦ついて

の説明を受けた後、ラグーンで１時間ほどウェーブランナーをお楽しみください。ここでは水際から島の美しい景色を眺めることができます。ま

た、ツアー終了前には海水浴の時間もおとりします。 

※本ツアーは天候、海況によっては内容が変更になる場合があります。2 人乗りウェーブプランナー1 台単位での申し込みとなりますので、ご

予約時には人数でなく台数をご入力ください。ライフジャケットを着用し、列を乱さず、前を走るボートとの間隔を30メートル以上保つように気を

つけてください。 参加者は 15 歳以上に限ります。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子と本船からタオルをご持参ください。 ウェーブ

ランナーには小さな収納ボックスがついており、荷物を置くことができます。 

HHN-2027｜モツピクニック 

MOTU PICNIC  

所要時間：6 時間｜ツアー代金：$129 

シュノーケリングやパールファーム（真珠養殖場）、プライベートモツ（小島）でピクニック中など、「ガーデン・アイランド」全体を満喫しましょう！ 

まず、ツアーボートで美しいラグーンにあるシュノーケルポイントへ。カラフルな熱帯魚と、抜群の透明度を誇る水中でのシュノーケリングを楽



しんだあとはパールファームを訪れます。 プライベートモツでは、おいしいランチ（水、トロピカルジュース、ビールなどのお飲み物も）と地元の

ミュージシャンによる演奏が迎えてくれます。船に戻る前には、ここでのフリータイムもおとりします。 

※船からシュノーケル器材、ビーチタオル、日焼け止め、サングラスをお持ちください。また、パールファームでお買い物をされる方は現金をお

持ちください。ツアーの開始時刻と空席状況は変わる可能性がございます。 

HHN-6739｜スキューバダイビング入門 「基本習得とプール」 

DISCOVER SCUBA DIVING THEORY AND POOL Part 1 & 2  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$99 

PADIのインストラクターによる船内でのスキューバダイビングの器材の説明、使用法などの講習を受けた後、安全な船内プールで実技指導を

受けます。まったくの初心者でも2時間でスキューバの基本が習得できる入門コースです。個人的な指導が行き渡るよう、参加人数を限ってい

ます。 

※参加者の人数と習熟度により 2 時間を超える場合もあります。参加者は健康で水中に潜ることのできる人、そして健康質問表の質問に

「YES」の答えが無いことが条件になります。入門コースに参加の後、ダイビングツアーに参加する義務はありませんが、基本習得とプールで

の実技指導とその後のダイビング体験は別料金となります。水着を着用し、日焼け止めと濡れても良い靴をご用意ください。 

HHN-7500｜神聖な遺跡と伝説の場所 

SACRED SITES & LAGENDARY PLACES  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$105 

現地で働いた経験をもつ人類学/考古学者のガイドに案内を受けます。 「ル・トラック」(ポリネシアの有名なローカルバス)に乗って、フアヒネヌ

イ（「大きな島」）への橋を横断してフアヒネイティ（「小さな島」）の村マロエを出発します。このとき、緑が生い茂る谷や、ターコイズブルーのラグ

ーンを横目にキャプテン ジェームズ・クックが島を訪れた際に滞在した首都ファレを通過します。 最初のストップは、先史時代の住居跡など

でポリネシアで最も重要な考古学的エリアと考えられている村、マエヴァです。村の散策中に、湖畔の遺跡やファレポテエ博物館を見学できま

す。ポリネシアの起源や移住、伝統的社会、宗教、植物の生態系について学び、ヨーロッパの探検家たちが発見した伝統的な道具や手工芸

品をご覧ください。 その後、マエヴァ村の北に位置する丘に上り、マラエや畑、家屋の基盤、要塞の壁、墓石の土台などの 200 を超える構造

物を見ることができます。 次にバニラ農家を訪れます。ここでは様々なバニラ製品を購入することができます。 また、マエヴァ村で今日でも復

元されて使われている、５００年前の筌（漁具）を見学します。 帰路の途中、ファイエの村で川に生息する青い目の大ウナギに餌付けをした

り、ベルヴェデーレ展望台でフアヒネイティとマロエ湾のパノラマ風景をカメラに収めます。 

※坂道を徒歩で上る場所がありますので、履きなれた靴、日焼けどめ、帽子およびサングラスをお持ちになると良いでしょう。観光順序は変更

になる場合がございます。また、ツアー中バニラを購入したい方は現金をお持ちください。。 

タハア島 

同じ環礁内のライアテア島のすぐ北に浮かぶタハア島はポリネシアで最初に黒真珠の養殖が行われた島。バニラ栽培と黒真珠が主な産業

のこの島では島民たちののどかな生活が見られます。ポリネシアの伝統的なライフスタイルを守るタハア島は、現代の隠れ家として最適の

島といえるでしょう。 

TAM-2486｜タハア島観光 

EXPLORATION OF TAHA’A  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$79 

桟橋からオフロード車に乗り込み、タハアの最高峰の一つを横断します。途中、眺望の素晴らしいポイントで止まり、景観を楽しみ、野生の動

物の伝統的な利用法などについてガイドの説明を受けます。また、現地の色々なフルーツの味見もお楽しみください。漁業や農牧に従事し静

かな生活を営んでいる島民たちの住む小さな村々を過ぎ、この小さい島の経済を支えている産業である小規模なバニラ農園や黒真珠の養殖

場などを訪れます。東海岸に沿っての帰り道のドライブ中、島の伝承や生活についてガイドが案内します。本船に帰着後、昼食やビーチスポ

ーツなどの用意があるモトゥ・マハナへのテンダーサービスが終日行われています。 

※急激な登り下りのある悪路を走りますので背骨、首などに異常のある方や車に酔いやすい方、移動に難のある方などはご遠慮ください。天



候によってコースが変更になる場合があります。危険ですので車内では立ち上がらないでください。 

TAM-2488｜シュノーケルと黒真珠養殖場 

SNORKEL AND BLACK PEARL FARM  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$95 

船尾のプラットフォームから直接アウトリガーカヌーに乗り込み、美しいラグーンをクルーズ、リーフ内に造られた黒真珠の養殖場を訪れ、美し

い海の宝石、黒真珠について学んだ後、環礁により外海から護られた白砂のビーチの無人の小島、モトゥへ。透明度の高い海でシュノーケリ

ングを楽しみます。モトゥは外海への水路に近く、経験者はドロップオフへの探訪も出来ます。シュノーケリング体験の終了後、再びカヌーに乗

り込み埠頭に戻ります。 

※一部、覆いの付かないカヌーもありますので日焼け止めのご用意を。シュノーケルサイトはその日の天候、海況により変わる場合がありま

す。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子と本船からタオルをご持参ください。ツアーは昼食、水辺のスポーツ、シュノーケリングなどが

用意されているポール・ゴーギャン専用の小島モトゥ・マハナで終わります。参加者はシュノーケリング器材の装着や流れのある海中には抵抗

無く対応できる必要があります。朝のツアーはビーチで終了します。 

TAM-2490｜タハア カルチャーツアー 

TAHA’A CULTURAL TOUR  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$79 

ピアから“ル･トラック”に乗り、バニラアイランドとして知られるこの島の景観を楽しみながら進みます。最初に訪れるバニラのプランテーション

では、この貴重なスパイスの栽培や製法について学びます。その後、再びル･トラックでタハアの歴史や生活などについてガイドの説明を聞

き、いくつかの場所では写真を撮るために止まりながら進みます。最後に、“モトゥパールビレッジ”でタヒチの黒真珠養殖について学び、フル

ーツや飲み物を楽しみます。ポール・ゴーギャン専用の小島モトゥ・マハナで終わります。 

※天候によってコースが変更になる場合があります。バニラや黒真珠を購入することもできますので、現地通貨をお持ちになると良いでしょ

う。 

TAM-6883｜コーラルガーデン ドリフトシュノーケリング 

CORAL GARDEN DRIFT SNORKELING  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$119 

屋根付きモーターボートに乗り 15 分ほどで島の西側の小島「モトゥ」に到着します。人の住んでいない小島を横切り反対側のビーチへ。ガイド

の案内で浅瀬の海でシュノーケリング。熱帯の美しい魚たちや豊かな珊瑚の群れを見ながら潮の流れに乗ってボートの停泊している場所に

向かいます。ボートに到着後、飲み物のサービスを受けます。その後、埠頭に戻る前に再びシュノーケリングをする事も出来ます。ポール・ゴ

ーギャン専用の小島モトゥ・マハナで終わります。 

※シュノーケリング経験者での海中でのドリフトが労せずに出来る方にお勧めします。衣服の下に水着を着用し、リーフシューズ、日焼け止

め、帽子、サングラス、タオルをご持参ください。シュノーケル経験が浅い方はポール・ゴーギャン専用の小島モトゥでのシュノーケリングをお

勧めします。 

ボラボラ島 

タヒチの北西 240km に位置するボラボラ島。世界でも屈指の時間と共に色が様々に変わる美しいラグーンの中心にあるボラボラ本島には、

住民 4200 人余りが暮らしています。外海から大型船が通れる唯一の水路の奥にボラボラ島最大の村、バイダベがあります。島を一周する

29km の道路に沿って、色鮮やかな村々や古代ポリネシアの史跡、第 2 次世界大戦時に米軍が残した大砲などを目にすることができます。

島の南端のマティら岬周辺では緩やかな丘の緑と白砂と浅瀬のビーチ、点在するリゾートの水上バンガローが素晴らしい景観を創り出して

います。 

BRB-001｜ボラボラ - ビーチでの 1 日 

BORA BORA - A DAY AT THE BEACH  

所要時間：7 時間｜ツアー代金：$138 



港からタクシーに乗り、インターコンチネンタル・ル・モアナへ。ホテルのシャトルに乗り換え、インターコンチネンタルリゾート＆タラソスパを訪

れます。施設の充実したリゾート＆スパでゆったりとした休日をお楽しみください。料金にはパドルボート、ウィンドサーフ、カヤック、シュノーケ

ル器材やアウトリガーなどの利用とプールサイドのレストランでのアペタイザーとメインまたはメインとデザートのいずれかの昼食が含まれてい

ます。 

※お飲物、スパトリートメント、いくつかのアクティビティは別料金となります。 

BRB-1600｜アクアバイクアドベンチャー 

AQUABIKE ADVENTURE  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$299（1 台） 

埠頭からモーターボートに乗り、水中スクーターの基地に移動します。インストラクターから器材の操作や安全について説明を受けます。スク

ーターは跨って乗り、小さなハンドルを操るだけの簡単な操作です。スクーターの専用タンクから空気が流れ、頭をまったく濡らさずに水中を走

れます。インストラクターの先導で 3 メートルほどの浅瀬に潜り、30 分ほどの水中探索を楽しみます。ボートで埠頭に戻る途中に遊泳を楽しむ

時間もあります。 

※2 人乗りアクアバイク 1 台単位での申し込みとなります。申込時には人数でなく台数をご記入ください。衣服の下に水着を着用し、日焼け止

め、帽子、サングラスと本船からタオルをご持参ください。健康で体力に自信のある方のみご参加ください。背骨、首などに異常のある方や妊

娠中の方はご遠慮ください。心臓、循環系疾患、閉所恐怖症、移動に難のある方、車椅子利用の方などを参加できません。8 歳未満、身長 1

メートル 20 未満の方も参加できません。バイクの運転は 16 歳以上に限ります。免責書類にご署名いただきます。ウェットスーツの着用を希望

する方にはボートでの移動中に着用できます。トイレ施設にモーターボート内にあります。 

BRB-1602｜ラグーンクルーズとポリネシアンランチ 

LAGOON CRUISE & POLYNESIAN FEAST  

所要時間：5 時間｜ツアー代金：$199 

ウクレレの音楽とボラボラの文化や歴史などについての説明を聞きながら、伝統的なアウトリガーカヌーでボラボラのラグーンを巡るツアーで

す。コーラルガーデンの中のシュノーケリングスポットで多くの美しい熱帯魚やサンゴを見ながらのシュノーケリングを楽しんだ後、プライベート

アイランド（モトゥ）でポリネシアンランチが用意されます。2 人のシェフが、火山の岩でできたオーブンを使って調理し、テーブルはラグーンの中

にセットされます。モエシャンドンのシャンパンまたは赤/白ワインと一緒にお楽しみください。その後、エイの飼育場所と、外洋に出てツマグロ

（鮫）の観察場所を訪れます。 

※シュノーケリング器材はお持ちいただく必要はありませんが、衣服の下に水着を着用し、リーフシューズ、日焼け止め、帽子、タオルなどをご

持参ください。防水カメラをお持ちになると良いでしょう。 

BRB-1603｜ラグーンクルーズ 

LAGOON EXCURSION WITH MAOHI NUI  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$109 

ウクレレの音楽とボラボラの文化や歴史などについての説明を聞きながら、伝統的なアウトリガーカヌーでボラボラのラグーンを巡るツアーで

す。最初にコーラルガーデンの中のシュノーケリングスポットで多くの美しい熱帯魚やサンゴを見ながらのシュノーケリングを楽しんだ後、エイ

の飼育場所と、外洋に出てツマグロ（鮫）の観察場所を訪れます。 

※シュノーケリング器材はお持ちいただく必要はありませんが、衣服の下に水着を着用し、リーフシューズ、日焼け止め、帽子、タオルなどをご

持参ください。防水カメラをお持ちになると良いでしょう。 

BRB-1604｜ウェーブランアーでのボラボラ島周遊 

CIRCLE ISLAND BY WAVERUNNER  

所要時間：2.5 時間｜ツアー代金：$299（１台） 

ル・トラックでボート基地に移動。2 人乗りのウェーブプランナーに乗り込み、1 時間ほどかけてボラボラ島のラグーンを一周するツアーです。ラ

イセンスは必要なく、ガイドが安全な操縦の方法を教えてくれます。注意点は、ライフジャケットを着用すること、列を乱さないこと、前のボートと



の間隔を 10 メートル以上空けることの 3 つ。ガイドは、モトゥ探索や海水浴に絶好のポイントにご案内します。基地に戻った後、再びル・トラッ

クで埠頭に戻ります。 

※本ツアーは天候、海峡によっては催行しません。2 人乗りウェーブプランナー1 台単位での申し込みとなります。申込時には人数でなく台数

をご記入ください。参加者は 15 歳以上に限ります。首や腰に問題のある方、妊娠の方はご遠慮ください。ツアー中は、はずれやすい宝石、高

価な宝石は身につけないようにしてください。また、ツアー中は水に濡れることもあります。防水用のカメラを用意することをお勧めします。 

BRB-1605｜ラグーナリウムでのシュノーケリング体験 

LAGOONARIUM - OPEN-AIR AQUARIUM SNORKELING EXPERIENCE  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$105 

バイタペの船着場からアウトリガーカヌーで島を取り囲む穏やかなラグーンをほぼ半周、環礁に新設された自然水族館「ラグーナリウム」へ。3

つに仕切られた天然のプールで海がめやエイ、小型のおとなしい鮫や多くの色鮮やかな熱帯魚など様々な海の生物たちと一緒に泳ぐことが

できます。又、1 メートルから 3 メートルの水深でのシュノーケリングも楽しめます。その他、生き物たちへの接近の仕方、写真の撮り方などを

習うこともできます。シュノーケリングは浜辺から行いますので初心者にもお勧めです。水中を楽しんだ後は、新鮮なフルーツでリフレッシュ。

美しいビーチでくつろぐ時間もあります。天候が許せば帰路はラグーンの北半分へ。島を一周するコースを取ります。 

※アウトリガーカヌーには屋根がないので、強い日差しやスコールなど雨の降る場合もあります。カヌーへの出入りには南側の梯子を利用、

浜まで浅瀬を歩きます。施設内には簡単なスーベニアショップ、更衣室、トイレなどの設備もあります。現地通貨または US$をご用意ください。

衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子と本船からタオルをご持参ください。リーフシューズのご用意も。体調の良い方にお勧めのツアー

です。 

BRB-1607｜ヘリコプター観光（フライト時間 15 分） 

HELICOPTER FLIGHTSEEING TOUR  

所要時間：1 時間｜ツアー代金：$255 

太平洋の真珠と称されるボラボラ島の景観を、ヘリコプターで上空から堪能します。ヘリポートまではバンで移動。リーフやボラボラ島の最高

峰、オテマヌ上空を飛ぶヘリの中では、パイロットがヘッドホンを通じて観光案内をします。空からは、海を泳ぐマンタやサメや、山の斜面にい

るヤギを見つけたりすることもあります。 

※各出発には最低4名の参加者が必要です。ヘリコプターにはエアコン設備が付いていません。天候、整備などで飛行が取りやめになる場合

があります。機体のバランスを考え、機長が席割りを決定します。同時に 2 機の参加者が一緒に移動し、ヘリポートで待ち時間が発生する場

合があります。 

BRB-1608｜ル・トラックでのボラボラ島ツアー 

BORA BORA ISLAND TOUR BY “LE TRUCK”  

所要時間：2.5 時間｜ツアー代金：$49 

トラックに屋根を付けたタヒチの庶民の足、ル・トラックに乗り込み、ボラボラ島内を一周します。人々の生活を垣間見られる小さな村々を抜

け、ファアヌイへ。写真撮影のためにファアヌイ湾に寄った後、かつて儀式の行われていたファアヌイのマラエや第 2次世界大戦中に米軍が造

った壕などへとドライブは続きます。地元の工房、ママ・エドナでは、ココナツウォーターなどで一息つき、手染めのパレオなどのショッピング。

展望台からはボラボラ島の最高峰、オテマヌ山を見渡します。バイタペへ戻る途中、島の南のリゾート地、マティラビーチで美しい景観をお楽し

みください。 

※道路は一部荒れており、揺れが激しい場合があります。ル・トラックに代わり、空調付きのバスで運行する場合があります。 

BRB-1609｜ボラボラ島オフロードアドベンチャー 

BORA BORA OFF-ROAD ADVENTURE  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$129 

ランドローバーでしかアクセスできない場所を訪れるオフロードツアーです。パホヌヒルを上れば、ボラボラ島の天然の港や美しいマティラビー

チの絶景が待っています。オフロードのスリルを味わった後、第２次世界大戦の残骸である 7 インチ砲を見学。さらに島の北側を、緑豊かなフ



ァアヌイの渓谷へ向かいます。ツアーのクライマックスは、山の上にある農園からのファアヌイ湾の絶景です。 

※このツアーは急勾配の走行を含むオフロードドライブです。背骨、首などに異常のある方や移動に何のある方にはお勧めしません。訪問順

序が変わる場合があります。 

BRB-2155｜グラスボトムボート 

GLASS-BOTTOM BOAT  

所要時間：1.5 時間｜ツアー代金：$70 

水に濡れることなく、ボラボラ島の海中を楽しめるのがグラスボトムボートです。バイタペの船着場を出発したボートはラグーンを横断。床の大

きな窓から、ツバメウオやチョウチョウウオが舞う海中を眺めるとともに、海上からのボラボラ島の眺望も楽しめます。埠頭に戻る前には、水中

に潜ったクルーの餌付けに多くの魚が群がる様子がガラス窓のすぐ前に見られます。 

BRB-4441｜陸・海サファリとシュノーケリング 

LAND AND SEA SAFARI WITH SNORKELING  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$149 

バイタペの埠頭から 4輪駆動のランドローバーで、第2次世界大戦時に使用された大砲が残存する丘を訪れます。海岸線に沿って南に向かう

と、美しいラグーンと、タハア島、ライアテア島を望めます。その後、キャンバス地の屋根のついたアウトリガーカヌーに乗り、美しいサンゴ礁の

シュノーケリングスポットへと向かいます。 

※順序が変わる場合がございます。悪路やオフロードのドライブが含まれますので、背中や首に異常のある方などのご参加はご遠慮くださ

い。また、シュノーケリングスポットのは水深は 3～4.5 メートルありますので、シュノーケリング経験者に限ります。シュノーケリング器材とタオ

ルは船からお持ちください。 

BRB-5002｜エコシュノーケリングツアー 

ECO-SNORKELING TOUR  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$125 

ボラボラでは初めて導入されたエコシュノーケリングは島周辺の美しいサンゴ礁の海の探訪には最適のツアーです。海中ではガイドが示すサ

ンゴ礁に生きるそれぞれの個体についての録音された解説（英語、フランス語、日本語）を聞きながら、エコシステムについての理解を高めま

す。 

※涼しい時期用の短めのウェットスーツが用意されており、着用すると浮力が得られます。覆いのついたボートは最大 6 人までゆったりと収容

でき、クッションつきのベンチ、真水のシャワーと持ち物入れのドライボックスも用意されています。シュノーケリング用具とタオルは船からお持

ちください。 

BRB-6259｜アクアサファリ - 海底散策（30 分） 

AQUA SAFARI - UNDERWATER WALK (30 MINS UNDERWATER)  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$120 

バイタペの港からボートにてアクアサファリ用ボートまで移動します。インストラクターから安全やダイビングについての説明を受けた後、ダイビ

ングヘルメットをかぶって梯子を下り、ボラボラの水中へ。インストラクターの先導で砂地の海底を 30 分ほど探訪、色鮮やかな熱帯魚に手から

エサを与える体験もします。ダイビングの経験は不要で、泳げなくてもかまいません。ヘルメットをかぶるので、頭は濡れません。メガネもかけ

られます。1 回のアクアサファリの人数には限りがあるので、待っている間にシュノーケリングをしたければ、船からシュノーケル用具をお持ちく

ださい。 

※水泳やダイビングの経験は必要ありません。ヘルメットへはホースを通して空気が供給されます。背骨、首などに異常のある方、心臓に問

題のある方や妊娠中の方はご遠慮ください。ご参加にあたりましては、免責書類にご署名いただきます。 

BRB-6701｜ブルーラグーンエスカペイド - プライベートボート 

BLUE LAGOON ESCAPADE  



所要時間：4 時間｜ツアー代金：$1,135（定員 4 名・1 隻） 

23 フィートのスポーツボート、ジャノー社の Cap Camarat715W によるプライベートクルーズで、エイの踊りを観察したり、シュノーケリングをお楽

しみください。 

※ボートの乗客定員は 4名で、料金は 1隻のものですので、代表者がお申込みください。水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、サングラス、

タオル、シュノーケル器材を船から持参ください。体調の優れないかたのご参加はご遠慮ください。 

BRB-6702｜エイのバレエとシュノーケリング 

STINGRAY BALLET & SNORKEL SAFARI  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$107 

ボラボラのラグーンの変わらぬコーラルを発見してください。バイタペの港よりモトゥ・トペアやタプを抜け、華麗なエイの舞う浅瀬へ。シュノーケ

ル用ボートは屋根付きです。水深 1～2m ほどの浅瀬で泳いだりシュノーケリングを楽しんだりする時間もあります。 

※水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、タオルを持参ください。リーフシューズを用意されることをおすすめします。シュノーケリングの経験

のある方のみご参加ください。エイは野生です。必ず見えることを保証したものではありません。状況により見えないこともありますのでご了承

ください。マスク、シュノーケル用具、ベストなどは船よりお持ちください。 

BRB-6703｜観光用潜水艦アドベンチャー 

SUBMARINE ADVENTURE  

所要時間：1 時間（潜水時間 30 分）｜ツアー代金：$279 

ボートにて環礁を抜け、サブマリンの待つ洋上へ。360 度の視界を持つ 6 人乗りの観光用潜水艦に乗り換えて海中へ。パイロットの案内のも

と、40 メートルほどの深さまで潜水します。レモン鮫、エイなどの姿を求め、30 分ほどの潜水を体験します。 

※潜水艦乗船の際は梯子のような階段を上り下りします。艦内は空調が整えられています。悪天候の際にはラグーンの中での潜水となりま

す。 

BRB-6705｜ジェットボートでのアイランド周遊 

RAYS AND SNORKELING BY JETBOAT  

所要時間：2.5 時間｜ツアー代金：$119 

バイタペの港からジェットボートに乗り、ボラボラ島を取り囲む世界的に有名な美しいラグーンを廻ります。ラグーンではシュノーケリングを楽し

む時間もお取りしています。休憩時にはフルーツのサービスもございます。フルスピードでボートをターンさせるスリルを味わう時は、手すりな

どにしっかりとおつかまりください。マティラの白砂の海岸近くの浅瀬でアンカーを下ろし、水遊びやウクレレの音色をバックにフルーツカクテル

のサービスを受けながらビーチでの寛いだ時間を楽しみます。 

※水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、あごひも付きの帽子とタオル、シュノーケルセットを本船からご持参ください。このツアーでは、ジェ

ットボートの急旋回や乱暴な運転はありません。最低参加年齢は 8 歳、スイミング中はライフベストを着用していただきます。 

BRB-6777｜ジェットボートでのサンセットクルーズ 

SUNSET LAGOON ADVENTURE BY JETBOAT  

所要時間：1.5 時間｜ツアー代金：$109 

ジェットボートに乗り込み、美しいボラボラのラグーンでサンセットを楽しみます。その後、手すりをしっかり握り、地元の音楽をバックにラグーン

内での高速走行や急旋回のスリルを味わいます。ウクレレの音色を聴きながら新鮮なフルーツカクテルを味わい、リラックスする時間もありま

す。 

※ジェットボートでは飛沫などで濡れる場合があります。水着を衣服の下に着用し、日焼け止め、帽子、タオルをご持参ください。 

BRB-6802｜プライベートサンセットクルーズ 

SUNSET BLUE LAGOON ESCAPADE  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$940 



23 フィートの優雅なジャノー社 Cap Camarat715W で、ボラボラのラグーン内のプライベートサンセットクルーズをお楽しみください。夕日を眺め

ながら、シャンパンやスナックをお召し上がりいただけます。 

※ボートの乗客定員は 4 名で、料金は 1 隻のものですので、代表者がお申込みください。 

BRB-7575｜グラスボトムボートでの鮫とエイ観察 

SHARK AND RAY WATCHING BY GLASS-BOTTOM BOAT  

所要時間：1.5 時間｜ツアー代金：$91 

グラスボトムボートに乗り込み、水深 8 メートルほどの地点で餌付けに群がるブラックチップシャークを観察。運がよければレモンシャークも見

られます。続いて浅瀬に移動、優雅に泳ぐエイを観察したり、水中に入り、泳ぎながらエイにタッチを試みます。 

※海中観察は大きなガラス窓を通して行います。ボートは屋根付きで日差しを遮り、ガラス面の反射を防ぎますので写真やビデオ撮影も可能

です。最初の鮫との出会いでは遊泳禁止ですが、エイとの出会いでは積極的にご参加ください。衣服の下に水着を着用し、分解するタイプの

日焼け止め、帽子、タオル、マスク、シュノーケル用具、ベストなどをご持参ください。鮫やエイは通常見られますが、保証はありません。 

BRB-1995｜トープアのスキューバ （初心者ダイバー向け） 

SCUBA TOOPUA - BEGINNER DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$99 

半水没したクレーターの端にあるダイビングスポットです。魚の種類が非常に豊富で、サンゴも見事です。海中に入るやチョウチョウウオやエ

ンゼルフィッシュが出迎えてくれるでしょう。砂地ではトビエイが泳ぎ、ポリネシアン・クラムや巨大なウツボ、モンガラカワハギ、イソギンチャク、

タコなど、海中は賑やかです。最深でも 12m の深さで、初心者にもお勧めです。 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。ダイビングライセンス

を持たない方は、参加する前に船内で行われる“Discover Scuba Diving”のクラスに参加してください。健康で体力のある方のみご参加くださ

い。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、タオルなどを船からご持参ください。 

BRB-2223｜タプ 夜のスキューバ（ライセンス保有者） 

SCUBA TAPU AT NIGHT - CERTIFIED DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$119 

昼間と打って変わった夜の海中を楽しむダイビングです。活発な活動を行っていた海中生物たちも静かに休んでいます。中には夜に餌を求め

活動するものもいます。 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去2年以内にダイビングをしたログが必要です。健康で体力のある、充

分な経験を積んだダイバー向けです。水着を着用し、ペットボトルの飲み水とタオルなどを船からご持参ください。すべての用具とナイトライト

が用意されています。このダイビングは地元のダイブオペレーターの協力で行われます。最深 15m、海況によってはダイビングの場所が変更

になる場合があります。 

BRB-2616｜タプ スキューバ （ライセンス保有者） 

SCUBA TAPU - CERTIFIED DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$95 

ラグーンの外のハードコーラルの海でダイビングします。このダイブではブラックチップシャークや多くのリーフフィッシュ、状況によっては他の

大型の海の生物も見ることができます。（最深 18m） 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。このツアーは充分に

体力のあるライセンス保持者が対象です。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船からタオルをご持参ください。 

 



BRB-5841｜トープアのスキューバ （ライセンス保有者） 

SCUBA TOOPUA - CERTIFIED DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$95 

半水没したクレーターの端にあるダイビングスポットです。魚の種類が非常に豊富で、サンゴも見事です。海中に入るやチョウチョウウオやエ

ンゼルフィッシュが出迎えてくれるでしょう。砂地ではトビエイが泳ぎ、ポリネシアン・クラムや巨大なウツボ、モンガラカワハギ、イソギンチャク、

タコなど、海中は賑やかです。 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。このツアーは充分に

体力のあるライセンス保持者が対象です。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船からタオルをご持参ください。 

モーレア島 

タヒチ島の姉妹島であるモーレア島は、白い砂浜とトルコ石色のラグーン、太古の火山活動の名残の切り立った岩山と緑深い渓谷が特徴的

な景観を醸し出しており、往年の名画「南太平洋」で魅惑の島「バリ・ハイ」のモデルになった島です。環礁に護られた広いラグーンの沖合に

浮かぶ小島モトゥへのクルーズとピクニック、シュノーケリングなど豊かな自然をお楽しみください。黒真珠、骨董品、香水、パレオ、サンドレ

スなどのショッピングも楽しめます。 

MOO-1794｜島内ドライブとベルベデール 

ISLAND DRIVE AND BELVEDERE  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$45 

エアコン付きのバスで一周 62 キロの島を巡ります。パイナップル農園を抜け、雄大タな景観が味わえるベルベデールの展望台へ。ここでは、

前面にクック湾、オブノフ湾、ロツイ山背後には島の最高峰トヒエア火山の壮大なパノラマが楽しめます。途中、石で造られた古代の聖地マラ

エや、パペトアイの村近くの最初に島に渡った宣教師たちの墓にも立ち寄ります。ル・プティ・ヴィラージュで 30 分のショッピングストップがあり

ます。帰路は島の反対側のハアピティとアファレイトゥ地区を通ります。最後にイア・オラの展望ポイントに寄り、船の待つピアに戻ります。 

※訪問順序が変更になる場合があります。車酔いしやすい方にはお勧めしません。ガイドは島の日常生活についてのご案内はしますが、歴

史、文化、政治などには触れません。 

MOO-1798｜ドルフィン＆ホエールウォッチング 

DOLPHIN AND WHALE WATCHING EXPEDITION  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$129 

1987 年からフレンチポリネシアで野生のイルカの研究をしているアメリカ人のマイケル・プール博士または博士の助手によるイルカウォッチン

グエコツアーです。モーレア周辺では日常目にするイルカより若干大きく、歯の荒いハシナガイルカやゴンドウクジラが生息、リーフ内でイルカ

たちの群れが定期的に見られます。運が良ければアクロバティックな動きをするイルカの群れと出会い、生態についての説明を受けます。ま

た、モーレア島のドラマチックな景観を見ながらポリネシアの歴史や文化について学びます。95%の確率でイルカを観察できますが、たとえ遭

遇しなくても十分に楽しめる体験です。ツアー終了後時間が許せば、ボートから直接海に入り、遊泳やシュノーケリングを楽しめます。 

※このツアーはイルカと一緒に泳ぐツアーではありませんが、場合によってはクジラの近くでシュノーケリングをすることができます。水着を衣

服の下に着用し、日焼け止め、帽子、サングラス、タオルを持参ください。当ツアーはガイドの都合により催行が決定します。 

MOO-2235｜ラグーンディスカバリーとシュノーケリング 

LAGOON DISCOVERY WITH SNORKELING  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$99 

ピアから屋根付きボートで進み、美しいラグーンでシュノーケリング。穏やかな暖かい海は、ダイバーでなくても充分に楽しめます。次いで、美

しい浅瀬に囲まれた小島へ。透明な水中を歩くとエイが集まり、餌の魚を与えると優雅な踊りを見せてくれます。その後、別の小島で飲み物の

サービスを受け、水深 2～3 メートルの海でのシュノーケリングをお楽しみください。ボートには、昇り降りが容易にできるよう、充分な長さの梯

子が装備されています。 



※健康で体力に自信のある方のみご参加ください。潮流や視界によってシュノーケリングポイントが変更になります。水着を衣服の下に着用

し、シュノーケリング用具、日焼け止め、帽子、サングラス、タオルを持参ください。 

MOO-2655｜ウェーブランナー アドベンチャー 

WAVERUNNER ADVENTURE  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$185 

ピアからボートでウェーブランナーセンターへ。ガイドから操作の指導を受けた後、ウェーブランナーに乗り、ガイドの先導でモーレア島の西海

岸またはオプノフ湾・クック湾を走ります。途中、モトゥ・オノに立ち寄り、浅瀬でエイの餌付けや一緒に泳いだりします。フルーツやドリンクのサ

ービスもあります。その後、センターに戻ります。  

※2 人乗りウェーブランナー1 台単位での申し込みとなります。ライフジャケットを着用し、先行するボートとは最低 10 メートルの間隔を保ってく

ださい。ウェーブランナーには収容ボックスがついています。ウェーブランナーに乗っている時間は 45 分から 50 分ほどです。ご参加は 15 歳以

ジョイに限ります。体力に自信のある方におすすめのツアーです。首や背中に問題のある方はご遠慮ください。 

MOO-3｜ビーチでの 1 日 

A DAY AT THE BEACH  

所要時間：6.5 時間｜ツアー代金：$115 

本船からボートで直接インターコンチネンタルモーレアへ向かいます。リゾートではビーチタオルも用意されており、ゆったりとした休日をお楽し

みいただきます。シュノーケリング用具、テニス、カヤック、ポリネシアンカヌー等は無料でご利用いただけ、2 コースのランチも料金に含まれて

います。 

※お飲物、スパトリートメント、いくつかのアクティビティは別料金となります。 

MOO-3419｜古代探訪トレッキング 

TRAILS OF THE ANCIENTS  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$99 

現地に住む考古学者が案内するユニークなカルチャーツアーで、あまり人が立ち寄らないモーレア島内部を訪れます。マラエや儀式について

学ぶことができます。また、大型カヌーの材料になった樹木、薬草、伝統的な家屋の建造などについても学びます。このツアーでは、キャプテ

ンクックの上陸地点、オプノフ農業学校、ベルベデール展望台にも立ち寄ります。 

※トレッキングは下り道ですが、歩きやすい靴を履き、日焼け止め、虫除け、帽子、サングラスをお持ちください。農業学校ではオーガニックバ

ニラ、地元のフルーツのジャム、本当の（！）バニラアイスクリームなどを買うことができますので、少額の現金もお持ちください。トレッキングは

約 5 キロの道のりを 2 時間かけて歩きますので、通常の体力の方には問題ありませんが、ひざや背中・首などに問題のある方はご遠慮くださ

い。 

MOO-5544｜4 輪駆動車でめぐるモーレア 

AITO OFF ROAD SAFARI  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$90 

ピアから 4 輪駆動車に乗り込み、広大なパイナップル農園へ。手作りのジャムやアイスクリーム、フルーツジュースなどを味わった後、バニラ、

バナナ、グレープフルーツ、オレンジなどのプランテーション地帯を抜け、古代ポリネシア宗教の祭壇マラエへ。ガイドから古代ポリネシア文明

についての説明を受けます。山頂に向かい、オプノフ湾を見下ろす素晴らしい眺望を楽しんだ後、マジックマウンテンへ。ピアに戻る前にフル

ーツジュース工場に立ち寄り、ジュースやリキュール製造の様子を見ます。 

このツアーは起伏のある道や急こう配な昇り降りがあります。また、短時間ですが、急な坂道を徒歩で登ります。歩きやすい靴を履き、日焼け

止め、虫除け、帽子、サングラスをお持ちください。背中、首などに異常のある方、車に酔いやすい方などはご遠慮ください。天候によってはコ

ースが変更になる場合があります。 

MOO-6682｜アクアブルー海中散歩 



AQUABLUE UNDERWATER WALK (HELMET DIVE)  

所要時間：3.5 時間｜ツアー代金：$120 

インストラクターを会った後、約 10 分ボートに乗ってラグーンの中でアンカリングします。インストラクターの説明を受け、ヘルメットをかぶり海

中へ、約 30 分間美しい海中生物や魚たちとの遭遇をお楽しみください。このツアーは泳げない方でも参加可能です。 

※水中に入る前にホースを通して空気が送られるヘルメットを装着します。背中、首などに異常のある方の参加はご遠慮ください。参加者は

免責書類にご署名いただきます。着衣の下に水着を着用し、リーフシューズ、タオル、日焼け止めなどをご持参ください。 

MOO-6885｜サンセットッセイリング 

SUNSET SAIL  

所要時間：1.5 時間｜ツアー代金：$119 

43 フィートの豪華カタマランヨットに乗り、フレンチポリネシアでもっとも美しいといわれるクック湾とオプノフ湾の夕暮れの海へサンセットクルー

ズに出かけます。カクテルやワインを片手にリラックスしたひとときをお楽しみください。 

※カタマランの中では靴をお脱ぎいただきます。天候や海況によってはリーフの外に出ない場合があります。 

MOO-6892｜モーレアの園芸と農業観察ウォーク 

BOTANICAL & AGRICULTURAL WALK  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$95 

ミニバンでモーレアの農業地帯へ。ガイドとともに 2キロほどの道のりを約 2時間かけて辿ります。島の農業の歴史や現在のポリネシアの生活

などについてのガイドの説明を受けます。 

※汚れてもよい歩きやすい靴でご参加ください。虫除けもお忘れなく。このツアーの参加人数は最大 7 名に限られます。 

MOO-6893｜モーレア島撮影ツアー 

CAPTURE MOOREA - PHOTO ADVENTURE  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$179 

島のプロ写真家ルノーの案内で、4 輪駆動車に乗り込みます。写真についてのヒントや情報を教わりながら、景観の広がるベルベデール展望

台へ。さらに海沿いの道を島の西海岸へ。天気が良ければマジックマウンテンを望むこともできます。さらに、道をはずれ島の内部の撮影に向

いた場所を訪れます。途中、飲み物のサービスがあります。 

※訪れる場所はその日の天候と日差しにより異なります。悪路を走りますので、背中や首などに問題のある方や車に酔いやすい方、移動に

困難のある方はご遠慮ください。動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、サングラス、カメラをお忘れなく。 

MOO-6895｜カタマランセイリング＆シュノーケル 

CATAMARAN SAIL & SNORKEL  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$159 

43 フィートの豪華なカタマランヨットに乗り、フレンチポリネシアでもっとも美しいといわれるクック湾とオプノフ湾に向かいます。フルーツジュー

スを味わいながらゆったりと帆走をお楽しみください。オプノフ湾に到着後、ラグーン内で錨を下ろし、シュノーケリングをお楽しいただきます。

その後、再びクック湾へのセイリングを楽しみながらピアへと戻ります。 

※カタマランにはトイレ、シャワーなどの設備と日陰の座席があります。帆走の時間やコースは風向きや海流により変わります。カタマランの

中では靴を脱いでいただきます。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、帽子、タオルをご持参ください。 

MOO-6905｜モーレアの峰峯のハイキング 

HIKE TO THE THREE COCONUT TRAIL OF MOOREA  

所要時間：4 時間｜ツアー代金：$85 

ハイキングの出発点まではバンで移動します。有名なベルベデール展望台に立ち寄り、景観を楽しんだ後、モーレア一高い 1,207 メートルのト

ヒエア山と 762 メートルのモウアロア山の稜線に沿って進みます。途中、ガイドから島の動植物の説明を聞き、摘みたてのフルーツを味わいま



す。 

※高度差350メートルほどの起伏のある道を6キロほど歩きます。健康で体力に自信のある方のみご参加ください。天候が良い場合のみの催

行です。歩きやすいウォーキングシューズやハイキングシューズを履き、虫除け、帽子、サングラス、替えの靴下、ペットボトルの飲料水などを

ご持参ください。 

MOO-7000｜4 輪バギーでのモーレア島探訪 

ATV GUIDED TOUR  

所要時間：3 時間｜ツアー代金：$249（１台） 

ATV の基地で安全についての指導を受けた後、2 人乗りの ATV に乗り、ガイドの先導で出発。ポリネシアの宗教的遺跡マラエ、ベルベデール

展望台を訪れ、クック湾やオプノフ湾の美しい景色を眺めます。帰路は農業学校、フルーツジュース工場に立ち寄り、基地へと戻ります。 

※運転する方は 18 歳以上で有効な運転免許証の所持が必要です。乗車中はヘルメットの着用が義務付けられています。参加者は 6 歳以

上、バギーには物入れがありませんので、カメラや携行品などはリュックに入れてお持ちになると良いでしょう。 ATV は 2 人乗りです。お申込

みは 1 台単位となります。 

MOO-P005｜モーレア グリーンパールゴルフコース 

GOLF IN PARADISE AT THE MOOREA GREEN PEARL  

所要時間：5.5 時間｜ツアー代金：$179 

ジャック・ニコラウス設計によるグリーンパールゴルフコースで、モーレアの美しい景観を楽しみながらのプレイをお楽しみください。この 18ホー

ルのコースは、プロもアマチュアも楽しめるコースです。料金には往復の移動、18 ホールのグリーンフィー、カート（2 名で 1 台）、レンタルクラブ

が含まれています。 

※飲み物やスナックなどは料金に含まれておりません。グリーンパールゴルフコースのドレスコードは、襟付きシャツ、ゴルフパンツ、ゴルフシ

ューズです。ボールやティーなどはご自身でお持ちになることをお勧めします。 

MOO-1998｜タプ スキューバ （ライセンス保有者） 

SCUBA THE LEDGE - CERTIFIED DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$95 

数千年の時をかけてリーフから指のように伸びたサンゴ礁の海を潜ります。サンゴも魚も種類が豊富。サメやウツボなども住みついています。

リーフの外の美しい海でのダイビングです。（最深 15m） 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。このツアーは充分に

体力のあるライセンス保持者が対象です。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船からタオルをご持参ください。 

MOO-1999｜シャークギャラリー （初心者ダイバー向け） 

SCUBA SHARK GALLERY - BEGINNER DIVERS  

所要時間：2 時間｜ツアー代金：$99 

サメが間近に見られるユニークなダイビングです。ダイビングの間中、ブラックチップシャーク（ツマグロザメ）が姿を見せ、時にはさらに大きい

レモンザメが現れることもあります。（最深 12m） 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。ダイビングライセンス

を持たない方は、参加する前に船内で行われる“Discover Scuba Diving”のクラスと、ボラボラでの浅い海でのシュノーケリングプログラムに参

加してください。健康で体力のある方のみご参加ください。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、タオルなどを船からご持参ください。 

MOO-5842｜シャークギャラリー （ライセンス保有者） 

SCUBA SHARK GALLERY - CERTIFIED DIVERS  



所要時間：2 時間｜ツアー代金：$95 

サメが間近に見られるユニークなダイビングです。ダイビングの間中、ブラックチップシャーク（ツマグロザメ）が姿を見せ、時にはさらに大きい

レモンザメが現れることもあります。（最深 18m） 

※スキューバダイビングにご参加の場合、事前に登録書及び健康質問書に必要事項をご記入いただきます。健康質問書に YES の項目があ

った場合、船医による検査が必要となります。ダイビングライセンスと過去 2 年以内にダイビングをしたログが必要です。このツアーは充分に

体力のあるライセンス保持者が対象です。衣服の下に水着を着用し、日焼け止め、サングラス、帽子と本船からタオルをご持参ください。 

 


