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 www.spmhotels.com 

 

つぶやいています！ http://twitter.com/PEARLRESORTS 

 

 

 
モーレアでシュノーケル！！！ 

  
今回はモーレア島のシュノーケリングスポットをお伝えしたいと思います。 

 

モ－レアパ－ルリゾートの水上バンガロー前 

 

手前のビ－チは浅く、珊瑚礁の先は 10 ㍍のドロップダウン。吸い込まれるような真っ青な海が目の前に広がり

ます。最初は少し怖いと思ってしまいますが、飛び込んでしまうとそこには別世界が・・・日本では見たことの

ないカラフルな魚、優雅に泳ぐカメ。プールサ－ビスにライフジャケットもあるので、是非シュノ－ケルを楽し

んでください。運がよかったらイルカに会えるかも・・・。ダイビングをすると、さらに多くのお魚に出会えま

す。 

 

   
         

たくさんのお魚たち             モーレア島にはカメがたくさん住んでいます 

 

 

 
Tikehau Pearl Beach Resort 

 
Manihi Pearl Beach Resort 

＊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： 久保田 千尋              
E-mail: japon@mooreapearlresort.pf 

http://www.spmhotels.com/
http://twitter.com/PEARLRESORTS
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  「ROUGET」 水上バンガローの下にたくさんいます       運が良ければイルカにもあえるかも… 

 

   
 
       「PERCHE SOLEIL」                     ネモ 

 

ヒルトンホテル近くマレトビーチ 

テーブルと椅子がいくつかあり、近くに小さなお店があるので、食べ物のと飲み物を買ってピクニックをするの

に最高。遠浅なので、マスクをつけて座るだけでシュノ－ケルができます。  

 

インタ－コンチネンタルホテル正面のモツ 

地元の人がよく自家用ボ－トでシュノーケルをしに行く場所です。エイやたくさんの魚、珊瑚礁のかげにはうつ

ぼがいることも。危険ですのでうつぼにはあまり近づかないで下さい。エイの餌付けやサメと泳いだ後、このモ

ツでバーベキューをする『ラグーンツアー』に参加するとこの付近でシュノ－ケルができます。 

 

ソフィテル近くテマエビーチ 

モ－レアで一番美しいビーチと言われている、テマエビ－チ。週末はバーベキューやピクニックをする地元の人

でにぎわいます。民家が近いこともあり、カヌ－で少し沖にでて、釣りをしている人もちらほら。浅瀬にはいろ

とりどりの小さなお魚、珊瑚礁の近くにはうつぼやペロケフィッシュがいます。環境保護区域に指定されている

ので、豊かな珊瑚礁が残っています。車や自転車でドライブついでに行くのはいかがですか？ 

 

     
  

   うつぼ            透明なラグーンとお魚たち         エイもいます！ 
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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： 鈴木 義嗣（よしつぐ） 

E-mail: guestrelation.Jap@borapearlbeach.pf 

 

日本人ゲストリレーション： 伊藤 孝子 

E-mail: ass.guest.relations.jap@borapearlbeach.pf 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

番外編 – Part 3 – モーレアパールリゾート＆スパ滞在記 by 鈴木 
  
今回は、約１年ぶりとなりましたが、「番外編」第３弾！モーレア・パール・リゾート＆スパ編を皆様にお届け

いたします。 私事ではございますが、先月末、約３年半振りのモーレア島へ、そして初めてモーレア・パール・

リゾート＆スパへ滞在してきました。  
  
今回初めての滞在でしたが、同じパールリゾートのホテルとしてモーレアでも似たような雰囲気を感じ、落ち着

いて過ごすことができました。モーレア・パールは、リゾートのテーマが”ティキ”ということで、ホテルロビ

ー入口、プールサイド、ガーデン内等、あちらこちらにティキが点在し、お客様のご滞在を守ってくれているか

のように感じました。また、前回ちひろさんが紹介されたショッピングセンターもホテルからすぐのところにあ

り、とても便利です。 
  
＊ロビー、レセプション 
広々としたロビーは、アクティビティデスク、レセプション、ブティック、インターネットコーナーが集まり、

屋根も高くとても開放的です。また、ロビーからはラグーン、時間帯によってはサンセットを見ることもできま

す。また、レセプションではティキのデザイン壁の下に珊瑚と熱帯魚の水槽・・・とポリネシアのローカル色が

前面に出ており、とても新鮮な感じを受けました。 

     
        広々としたロビー      開放的なレセプション       美しいサンセット 

 

＊お部屋について 

 



4 |  

お部屋は、ボラボラよりは少しモダンな印象を受けましたが、ポリネシアンテイストを取り込んだ落ち着いた感

じの客室です。客室タイプも、ビルディングタイプの客室からガーデンプールバンガロー、ビーチバンガロー、

水上バンガローと多様な為、お客様のご滞在目的にあった客室にてごゆっくりしていただけるでしょう。 
ガーデンビュールーム、ガーデンプールバンガローは、家族、友人同士、小グループでのご滞在にもおすすめで

す。ミニバーは空の状態でリクエスト対応なので、必要であれば近くのショッピングセンターへ買出しに行くこ

ともできます。全客室に１１０V 対応のコンセントがあるのも、日本人のお客様には便利だと思いました。 

 

       
      水上バンガロー客室        TV と冷蔵庨      勿論テラスから海へ入れます 

 

＊プール、ビーチ 

マナバ・スイート同様、２４時間ご利用可能のプールで、夜間はライトアップされます。大きさも十分でプール

でもゆっくりすることができます。 

リゾート周りのラグーンは、ビーチ沿いの遠浅の部分から水上バンガロー付近のドロップオフをまで楽しめる多

様なラグーンとなっており、お客様のお好みに応じてスノーケリングをすることが出来るでしょう。 

（珊瑚がたくさんあるのでシーシューズは必携です） 

残念ながら今回は時間がなく泳ぐ時間がなかったのですが、次回は是非ラグーンへ思いっきり飛び込みをしてみ

たいと思いました。 

  

     
     日中のプール        夜はロマンティックな雰囲気に…     珊瑚がたくさんあります 

 

＊マネアスパ 
スパの施設はコンパクトにまとまっておりますが、十分な施設を取り揃えたスパとなっております。スパ内のプ

ールで行うトリートメント”ルミアヴァイ”はとても興味をそそるメニューです。ポリネシアンマッサージとと

もにアクティビティ等で疲れた体を癒すことが十分にできることでしょう。 
  
今回のモーレア島訪問では、アクティビティなどの時間は全くなかったので、今度の訪問時はゴルフなどのアク

ティビティを是非やってみたいと思っております。個人的にはゴルフ場での打ちっぱなしだけでもしたかったの

ですが・・・また次回。アクティビティが充実しているモーレア島はパペーテから気軽に来られるリゾートとし

て、今後もますますお客様が増えてくるに違いないでしょう！ 
  
P.S.  もちろん、ボラボラ・パールビーチ・リゾート＆スパでも皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。  
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皆様 こんにちは ＭＡＮＩＨＩのさつきです 

 

今 2 月だというのに、ずっと東風が吹いていてとっても涼しく虫も少なくて、大変快適な真夏の MANIHI です。 

さて今月は MANIHI のホテルに咲いているお花＋＠をご紹介いたします。MANIHI は環礁島ですからあまり土が

豊かではありませんが、それでも色々な可愛いお花を見ることが出来て心がなごみます。 

 

     
我が家の家の前に咲いているお花達 黄色のお花は ホテル内に沢山咲いています 

 

     
お馴染の人気のあるお花達 

 

    
エレガントな白いお花 Boutique の屋根の上で咲いているお花 レセプションの柱を飾る椰子の葉と聖なるタマヌの実 

＊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 
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BAR の近くのお花達と その BARA の名前になっている MIKIMIKI の木 

 

   
      パパイア          我が家のスイカと           我が家のマンゴ 

 

いつの間にか美味しい実がなっていた我が家の前のパパイア。そして我が家で KANA が育てているスイカとマ

ンゴ。美味しい実がなるのが待ち遠しいです。ホテル内でもこれだけのお花が咲いていますが、村にはもっと

色々な種類のお花達が沢山咲いています。 

 

さて余談ですが、先週、KANA がスタッフの賄い御飯のおかずになる魚を釣りに行きました。太公望の KANA、 

釣りに行けば必ず魚をとってきますが、この日はかなりの大漁でした。 

    
 

かなり大ぶりのお馴染のキハダ鮪と鰹。この日は珍しくマヒマヒと、かかってもあまり釣りあげる事が出来ない

カジキ。私達スタッフは当分美味しいお魚が食べられると皆大喜びでした！KANA はかなり嬉しかったようで 

カジキの鼻としっぽは我が家の外に飾ってあります。 

 

ではまた 来月お逢いいたしましょう 

 

さつき 
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MANAVA SUITE RESORT TAHITI 

 
パペーテ市内、カルフールへの交通手段 
 

当ホテルにご宿泊のお客様はほとんど皆様がパペーテ市内又はカルフールへお出かけになられます。そこで今月

は各交通手段についてお話をさせていただきます。 

① タクシーでお出かけになる方法 

利点：お出かけになりたいときに時間を気にせずいつでも出かけられる。 

欠点：他の交通手段に比べると値段が高い。 

タクシーはフロントにて手配致します。ホテルからパペーテ市内は 2,000cfp カルフールまでは 1,500cfp で

す。夜間(20 時～6 時まで)は市内まで 3,500cfp カルフールまで 2,500cfp と料金が上がりますのでご注意を。 

 

② 当ホテルのシャトルバスでお出かけになる方法 

利点：2 名様でしたらタクシーよりも安価でお出かけになれる。 

欠点：運行の日にちや本数が限られてしまう。 

市内行きは日曜祝日を除く毎日、8 時と 14 時にホテルから発のものがございます。料金はお一人様片道

600cfp で、お帰りの市内発の時刻は 12 時と 16 時半です。 

 

また、カルフール行きのシャトルバスは火･木･土の週三回 14 時半に一本ホテル発で片道 300cfp です。カルフ

ールお迎えが 17 時です。どちらのシャトルバスもお迎え場所は下りた場所からになります。 

 

シャトルバスは往復共に要予約になりますので、ご希望の際には事前にフロントにてご予約をされるようご案内

させていただいております。 

 

③ 公共のバスでお出かけになる方法 

利点：どの交通機関よりも安く、タヒチの町並みを見ることが出来る。 

欠点：時間が読めないので時によっては長く待つ事になる。 

こちらは市内に行くのにもカルフールへ行くのにも同じバスで片道 200cfp です。平日の朝から夕方 17 時頃ま

で運行しており、大体 30 分に一本程は運行しておりますが、時刻表がない為に、実際何時にバスがやってくる

のかは誰にも分かりません。 

 

バス乗り場はホテルから一分ほど歩いた場所になります。その場所にバス停はないのですが、タヒチのバスは手

を上げるとどこでも止まってくれます。料金は先払いでカルフールで下車する場合はカルフールが見えてきたら

車内のボタンを押し、市内へは終点まで乗っていればパペーテ市内中心部に到着します。せっかくタヒチに来た

のだからと、地元のバスに乗ってみたいというお客様が結構いらっしゃいます。実際一般道を通り抜けるので、

観光がてらに地元の風景を見ることができますが、他の交通機関に比べると 待ち時間も含め時間がかかってし

＊マナバ・スイート・リゾート・タヒチ ＊ 

日本人ゲストリレーション： 田之上 愉香（たのうえ ゆか） 

E-mail :japan@manavatahitiresort.pf 

mailto:japan@manavatahitiresort.pf
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まいますので、お時間に余裕のある方には良いですが、お急ぎのお客さまはタクシーやシャトルバスでお出かけ

されるのをおすすめいたします。 

 

 
 

  こちらのサイトより弊社各ホテルの動画をご覧いただけます。是非、ご利用ください。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jvXjZUmN0SU     Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 

 
http://www.youtube.com/watch?v=I4VU5pKc9go&feature=related   

Moorea Pearl Resort & Spa 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6bWYs8HagOo      Manihi Pearl Beach Resort 

  

http://www.youtube.com/watch?v=O8o0vT5jrPQ      Tikehau Pearl Beach Resort 
  

http://www.youtube.com/watch?v=dxsTwaw1S0M      Huahine Te Tiare Beach Resort 

 

 
   

今後とも、“パール・リゾート＆スパ”及び“フアヒネ・テ・ティアレ・ビーチリゾート”、そして“マナバ・スイ

ート・リゾート・タヒチ”をご愛顧賜りますよう何卒宜しく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 

佐藤 岳広 

E-mail : takehiro.sato@spmhotels.pf  


