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＊ボラボラ・パール・ビーチ・リゾート＆スパ＊
日本人ゲストリレーション ： 滝頭（たきがしら） ゆか
E-mail : guestrelation.Jap@borapearlbeach.pf

みなさん、こんにちは。
今回は、ボラボラパールビーチリゾート＆スパのホテル自慢をご案内いたします。
といいましても、紹介しきれない程沢山あるのですが、まずは何といってもオテマヌ山とパヒア山の
眺め！
眺めていると、夢の中にいるような感覚になり、心の底から幸せにしてくれる風景が目の前に広がっ
ています。 また、ホワイトサンドのビーチから続く、グラデーションの海の先に浮かぶその山々は、
力強い印象も与えてくれます。 優しさと強さが一体化した風景をいつも眺めていられるのは、モツ
に滞在するお客様の特権ですね。
また、環境の保護にも大変力を入れており、弱っていたり、ダメージを受けているサンゴを採取して、
水上バンガローに囲まれるようにしてある《トアヌイ》にて育成しております。 スノーケリングをしなが
ら、環境保護について理解を深めていただく場となっております。
また、ボラボラパールビーチはモツ（小島）デバイロアにある唯一のリゾートですので、海に囲まれた
プライベートステイを満喫できるというのも大変魅力です。
ホテルのつくりは、マルケサスのドラムをモチーフにしており、リゾート内の至る所で、ドラムに沿った
丸みのある形をご覧頂くことができます。 レセプションカウンター、レストラン、バー、ブティック、チャ
ペルなど、お越しになった際にぜひチェックなさってくださいね。
スタッフもほとんどがポリネシアンですので、温かみのあるポリネシアンのおもてなしをどうぞお楽しみ
くださいませ。

＊モーレア・パール・リゾート＆スパ＊
日本人ゲストリレーション ： 比嘉（ひが） 歩美
E-mail : ayumi.higa@mooreapearlresort.pf

今月は・・・
モーレアパールリゾート＆スパの
レストラン・バーをご紹介しま
す。
Le Restaurent Mahanai－レストラン マハナイ
お客様に美味しいと好評のレストラン。
モーレアサラダ、ポワソンクルー、さしみ・ネム・
ポワソンクルーが同時に楽しめるサブールポレ
ートなどが大変好評です。 また、セーブ茸のラ
ザーニャも人気のあるメニューです。水曜日は
特別プレート、“ポリネシアン三種”でプレファフ
ァ(チキンとほうれんそうのココナツミックスソテ
ー)、ウル・タロ・フェイを蒸したもの、バナナの
葉で包んだマヒマヒのポリネシア料理をお召し
上がりいただくこともできます。
朝はアメリカンビュッフェ。 トロピカルな一日の
始めに、日本のビルの中で食べる朝食とは全く
異なった、バカンスならではの静かなブレックフ
ァーストをビーチとプールを眺めながらどうぞ。
※毎週土曜日にはシーフードビュッフェとダン
スショーがございます。フレンチポリネシアに来
たら是非一度はタヒチアンダンスをご覧下さ
い。MAP のお客様は追加料金なしでこのビュ
ッフェとショーを楽しんでいただけます。(お飲
み物は含まれません。)

※
※
※
※

真珠のブレスレット
1000cfp
真珠のネックレス
2000cfp
真珠貝と真珠の
ネックレス 2000cfp～
真珠貝とパールのア
クセサリー1000cfp～

バーのすぐ横には・・？
タヒチアンのおばちゃ
ん、タイマナが真珠の
アクセサリーを並べて
待ってます。すべて彼
女が作った手作りで
す。ちょっとした、カ
ジュアルなアクセサリ
ーをお友達へのおみや
げにいかがですか？

Le bar Auteraa－バー アウテラア
私のお気に入りのバー。と言ってももちろ
んスタッフは許可がないとバーを利用する
ことはできないのですが・・・
人気のあるカクテルは“バナナコラー
ダ”。ピナコラーダに使うパイナップルジ
ュースの代わりにバナナジュースをミック
スしたエキゾチックカクテルです。ノンア
ルコールカクテルでは“イアオラナ”が人
気。マンゴ、パイナップルジュースにバニ
ラアイスとグルナディンをミックスしたカ
クテルです。
また、バーでは軽いお食事を楽しんでいた
だけます。おなかはあまりすいてないけど
何か食べたいという時に！

Le Restaurent Matiehani
－レストラン マティエハニ

モーレアの高級フレンチレストラン。
星空の下、ビーチを目の前に、南国のバ
カンスらしいロマンティックなディナーもこ
のレストランでお楽しみいただけます。
友達同士、ご家族、またハネムーンカップ
ルには特にお勧めのレストラン。
テレビや映画で目にするような、あんな素
敵なディナーをしてみたくありませんか？
※現在はクローズされてますが、ハイシー
ズンにはオープンする予定です。オープ
ンしましたらすぐにお知らせいたします。

＊ル・タハア・アイランド・リゾート＆スパ
日本人ゲストリレーション ： ロリオ（LORIOT） 木部 美樹
E-mail : activites@letahaa.com

Ia Orana,‐イアオラナ‐
今回は、ヘリコプターについて。
タハアとボラボラ間は、毎日ヘリコプターの定期運行便があります。
ホテルの裏手にヘリコプターのパットがあり、そこからボラボラパールビーチリゾートまでたったの 15
分弱！その他のホテルにもヘリコプターのパットがあれば直接ホテルへ。 無い場合は、空港、もしく
はボラボラのヘリコプターベースであるパゴパゴへ到着。 そこから迎えのタクシーもしくは船でホテ
ルまでむかいます。
これが本当に疲れ知らず！
遊園地のアトラクションに乗っているような気分であっという間にボラボラへ到着。
空港での待ち時間もありませんし、ほとんどの方が、もう少し乗っておきたかったわーとおっしゃいま
す。 また、ヘリコプターからの眺めは素晴らしい。
せっかくタヒチに行くのだからボラボラともう一つ島巡りをしたいわ、と言う方にはおすすめ。
ボラボラからタハアへ到着したお客様には、専用カートがヘリパットでお待ちしております。 ココナッ
ツの木の生い茂ったジャングルの小道をカートに揺られて、マネアスパと池を眺めながら、テニスコ
ートの脇を通ってホテルに到着いたします。
タハアのレセプションに到着すると、笑顔のタヒチアンがお待ちしております。
タヒチの隠れ家とよく呼ばれていますが、その言葉がぴったりなリゾートです。
良く育ったココナッツの木の間から見る青空は美しい。
私の大好きなタハア。
静かで、のんびり、くつろぐ為にあるホテル。
お客様は、日本人に限らず、リピーターの方が本当に多いホテルです。
大好きな自慢出来るホテルで働ける私は幸せ者！

＊マニヒ・パール・ビーチ・リゾート＆スパ＊
日本人ゲストリレーション ： ホカフウ さつき
E-mail :azalee@mail.pf

今回は Manihi Pearl
Beach Resort のホテ
ルの特徴をご紹介致
します

１ Manihi のスタッフは、皆とてもフレン
ドリーで芸達者
アクティビティを筆頭に全てのアニメー
ションはスタッフが担当しています。
タヒチアンダンスショー トリオミュージッ
クショー タムレレッスン 椰子の葉編み
レッスン Etc “あら 昨日のキャプテン
が歌ってるわ” と、いつもの勤務時とは
違ったスタッフの姿を発見して、お客様
はとても喜ばれ、お気軽にスタッフとコミ
ュニケーションをとられます。
スタッフ自ら直接お客様と接しておりま
すので、お客様のリアクション＆リクエス
トなどに臨機応変に対応する事が出
来、より一層ご満足頂いてます。
“まるで 友達の所に滞在しているみた
いだわ“とアットホームな感覚でご滞在
して頂き、気がつくといつの間にか本当
にお友達になっていたり。 （かくいう私
も 以前は椰子の葉編みレッスンとパレ
オの着付を担当していました。）
又 フレンドリーなのはスタッフのみでは
なく、村の方々や子供達からも笑顔で
“Bon jous Iaorana こんにちは（時には
日本語で）”と挨拶される事でしょう。

Manihi といえば、抜群の透明度 トロ
ピカルフィッシュの宝庫 ダイバーの
夢の島 素晴しいグラデーションのラ
グーン でよく知られていますが、ま
だまだ特筆すべきものがあります。

２ モツ ピクニック
いつ訪れても感動する美しい無人島でのピクニック。
糸釣りでお昼の魚を調達。 ラグーン色の小判鮫に迎え
られトロピカルフィッシュと一緒に泳ぎ、静かにやって来
る鮫の登場に興奮、キャプテンが作る絶品のプワソンク
リュ、そして 決め手はモツに行く途中でお客様が自ら
釣上げた魚のグリル。 新鮮.美味なのは 言うまでもなく
ご自分が釣った魚を自慢しながら“これは私が釣ったお
魚ね”と キャプテンや他のお客様との弾む会話。
楽しいＢＢＱランチで満腹の幸福感にひたったあとは
キャプテンと一緒に遊ぶ楽しいひととき
“まだまだここに居たいわ”と名残惜しみながらホテルに
帰館。誰もが大満足される Manihi のピクニック、忘れら
れない１日となるでしょう。

３ 黒真珠
Manihi は黒真珠の発祥地です。
村のマリーナではＳＨＩＮＪＵと書かれた何隻ものボートを
見かけます。 アクティビティの黒真珠養殖場ツアーでは
黒真珠についての知識を学び、黒真珠貝の核付けと感
動の誕生の瞬間もご覧頂けます。 もちろんこの養殖場
で採取された良質の黒真珠はホテル内の黒真珠専門店
でご購入頂けます。 また黒真珠発祥地の Manihi なら
ではの産物があります。 それは Monoi Poe と呼ばれる
ゴージャスな黒真珠のネックレスを使って行うマッサー
ジ。 黒真珠が滑らかに肌をすべる魅惑の感触、贅沢な
気分を満喫して頂けるでしょう。

４ 空 Manihi に来られたら空を見上げて
みて下さい。 眩しい青と白い雲のコントラ
スト 黒い雨雲の下だけで降っている雨、
雨上がりにはくっきり７色の大きな虹 (同時
に２本の虹が出る事もしばしば)
夜には美しいお月様、満天の星空、時折
流れる流れ星、美しい空を見ながらの
Medetation、心がとても安らぐでしょう。

5 憩いの島 “Manihi に来れば何もしない
で休めるんだよ”。 タヒチ在住の方々はそう
笑いながら言われます。美しい環礁島
Manihi、格別のラグーンと椰子の木、ところ
どころに咲く南国の花、そんな自然と独特な
まったり感、心地良い風に吹かれながらの
極上のシエステ。最高に贅沢な時間を過ご
され心も体も休まるでしょう。

Manihi の魅力をあげればきりがありません。
Manihi に来られたら 地球の美しさ 神秘さを感じて頂けると思います。
美しいラグーンを愛でながらまったり感に身を任せて 美しい自然の一部に同化する。
お陽様と一緒に起き、お月様と共に眠る。
都会の生活ではすっかり忘れていた自然のリズム。
Manihi は世間ではあまり知られていない Hidden Paradis
リピーターのお客様が沢山いらっしゃいます。
皆様 きっと 極上のシエステが忘れられないのでしょう。
心も体も安らげる憩いの島 Manihi
極上のシエステ ぜひご体験頂きたいものです。

P..s.
私事ですが 3 月 17 日から 4 月 4 日まで日本の実家に里帰りします。
仕事復帰は 4 月 7 日です。

今後とも、“パール・リゾート＆スパ”及び“ル・タハア・アイランド・リゾート＆スパ”をご愛顧賜りますよう、
お願い申し上げます。
尚、この通信につきましてのご意見、ご質問などございましたら以下連絡先までお問い合わせ下さい。
サウス・パシフィック・マネージメント
服部 明美
E-mail : Akemi.Hattori@spmhotels.pf
Tel
: 03-5848-3577

