
 

サメとエイの餌付けツアー 

Shark and Rays Observer 

12 000XPF / お1人様 

エイ、サメ、熱帯魚とスノーケリ
ングを楽しむボートでの島一周ツ
アー 

Circle island tour by boat for snorke-
ling to observe the Sting rays, sharks 
and tropical fish in their environment 

 
 

 ビーチランチ追加料金…………………………..3500 XPF /お１人様 

Extra charge for lunch feet in the water  ………...… 3500XPF / PER 

 ツアー中の Go-Proレンタル………………………..….….. 9900XPF 

 Go-Pro rental during the tour  …………………………………. 9900XPF 

  

AVISによる電動自動車Twizy   

Twizy an ecologic car with AVIS 

9 900XPF / 1台 

 

エコロジーで運転が簡単な
Twizy にてボラボラ島をドライ
ブ。4時間レンタル 

 

Ecologic and easy to drive, discover 
the island of Bora Bora during 4 
hours. 

 
Fiat Panda 4 時間 (最大4 名）……………………...… 12 800 XPF / 1台 

4 hours Fiat Panda (4 pax)  …...………………………..   12 800XPF / Car 

  

ヘリコプターツアー(シェアをご希望の際はご
相談下さい） 

Helicopter (Share possible) 

80 000XPF / ツアー 

15分間のプライベートヘリコプ
ターツアー。空からボラボラ島
をご覧いただけます。 

15 minutes private tour on a helicop-
ter for a visit of the island from the 
sky. 
 

 
 

30分間プライベートフライト……….…………  160 000XPF/ ツアー 

30 min option  private tour  …………………………. 160 000XPF/ Tour 

  

 

ジェットスキーツアー 

28 500XPF / 1台 

2時間のガイド付ジェットスキー島1
周ツアー。美しいラグーンをお楽し
み下さい。 

 

2 hours Jet Ski guided tour on one of 
the most beautyful lagoon of the world 
 

 
 

30分のジェットスキーツアー…………………….. 16 000XPF / 1台 

30 min Option tour ………………………………..………   16 000XPF / JET 

 

クワードツアー 

ATV tour 

21 000XPF / クワード1台 

 

1時間30分のクワードにての島発
見ツアー。ガイド付き。 

 

1h30 guided tour with your own ATV 
to discover the island 

 
 

 要運転免許証。1台をお一人、あるいはお二人でシェア。 

 Tour available for 1 or 2 people with driver license 

      

フィッシュパーク ラグナリウム 

Lagonarium FishPark 

7 100XPF / お1人様 

誰でも簡単にラグーン内のワイルド
ライフに触れるチャンス (午後) 

 

Discover the lagoon wiildlife acces to 
evryone (afternoon) 

 

 
朝の半日ツアー ……………………………………... 8800 XPF /お1人様 

Half day morning optin  …………………...…………… 8800XPF / PER 
 
 

 

カイトサーフレッスン 

Kite Surf Lesson 

17 000XPF / お1人様 

1時間30分のプライベートレッス
ン。セールのコントロール、ボー
ドの使い方を学びます。 

1h30 private introduction lesson to 
control the sail and introduce with 
board 

 

 ボートで引くウェイクボード３０分 …10 000XPF /お１人様 

 Option  towed board 30min  ………….……. 10 000XPF / 1 or 2 PER 
 

 ボートで引くウェイクボード ６０分  …17 000XPF /お1人様 

 Option  towed board 1h  ……….……….……. 17 000XPF / 1 or 4PER 

      

4x4ジープサファリ 

4x4 Jeep To1r 

8 500XPF / お1人様 

4ｘ4ジープで島を回る3時間のツ
アー。パノラマヴューをお楽しみ
下さい。 

 

3 hours 4x4 jeep tour to discover the 
panoramic view of the Bora Bora island 
 

 
 

ツアー中のGo-Proレンタル (Vavau カンパニーのみ)….. 9900XPF 

Go-Pro rental during the tour  (Vavau company) …...……. 9900XPF 

 

プライベートツアーTanoa (1日ツアー） 

Tanoa private tour (full day) 

145 000XPF / カップル料金 

タヒチアンガイドのジョンと
まわるボラボラ島ラグーン発
見ツアー。ランチはビーチサ
イドにテーブルをセットアッ
プするウォーターランチをお
楽しみ下さい。 

Discover with our polynesian guide 
John the treasures of the lagoon. 
Your tour will included a refined 

lunch «  Set up in the water » 

 

 4時間シュノーケリングツアー ………-.  83 000XPF/ カップル 

 4 hours snorkeling option  …………………………… 83 000XPF/ Coupl 
 
 

  

海洋フィッシング 

Deep Sea fishing 

115 000XPF / ボート1台 

海洋にてのフィッシング体験。マ
グロやカジキなどの海洋の大きな
魚の釣りに挑戦。 

 

Practice deep sea fishing in th ocean 
to fish very big specimens like tunas, 
marlins, or even swordfishes 

 
4 時間ラグーンフィッツシング (4 名) …… 52 000 XPF /ボート 

Lagoon fishing  4 hours (4pax)  ……………………… 52 000XPF / Boat 
 

4時間コーストフィッシング(2 pax) ……...... 52 000XPF / ボート 

Coastal fishing 4 hours (2pax) ..……...……….………. 52 000XPF / Boat 

  

アクアサファリ 

Helmet dive 

10 000XPF / お1人様 
 

美しいコーラルガーデンでのヘル
メットダイビング。透き通る青い海
とトロピカルフィッシュを堪能して
ください。 

Enjoy a helmet dive in a beautiful coral 
garden,feets deep in the clear blue water 
and admire the lagon’s tropical fishes. 
 
 

 

写真購入……………………………………….…………………….   7 000XPF 

Pictures option  ……………………………………………….……….  7 000XPF 

  

Vitamine Sea カタマランツアー 

Viatamine Sea sailing boat 

46 000XPF /カップル 

美しいラグーン上のクルージン
グ。サンデッキでリラックスし
た時をお楽しみ下さい。大きな
カタマランボートは滑らかな
セーリング体験をお楽しみいた
だけます。 

 

Relax on the sunbeds as you are gli-
ding on the most amazing waters, enjoying a smooth ride on a 
biggers catamaran. 
 

 サンセット（シェア）…………………...…... 38 000XPF/ カップル 

Sunset  Share ……………………………………………….  38 000XPF/ Couple 



 

リーフディスカバリー 

Pure Snorkeling 

12 000XPF / お1人様 

ボートでの島一周ツアー。コー
ラルガーデン、マンタ、イーグ
ルエイ、熱帯魚などのシュノー
ケリングポイントをお楽しみ下
さい。 

Circle island tour by boat with stops 
in to the best snorkeling spots like 
coral garden, manta rays, eagles 

rays and tropical fish. 

 
朝のプライベートツアー可(8 名) …………...….….…..  66 000XPF 

Possibilité  to do on private  in the morning (8pers) …. 66 000XPF 

  

アクアバイク 

Subscooter 

30 000XPF / 1台 

美しいコーラルガーデンの水中3
Ｍをアクアバイクにてお楽しみ下
さい。あたり一面にご覧いただけ
るトロピカルフィッシュを堪能下
さい。 

 

Enjoy a subscooter drive in a beatiful 
coral garden 15 feet deep in the clear water surronded by hun-
dreds of tropical fishes 

 

 

  

レンタルFun car（バギー） 

Fun Car rental 

13 900XPF 4hours/ 1台 

ボラボラ島の景色を堪能するの
に最適。ロマンティックなボラ
ボラ島ドライブを。 

 

Perfect for an island romantic tour 
togeter to discover  the landscape of 
Bora Bora 

 

スクーター4時間レンタル ……………………. 6 000XPF /1台 

4 hours scooter rental option …………………...…….. 6 000XPf/Scooter 

  

 

ホビーキャットプライベートツアー 

Hobie cat private tour 

38 000XPF / カップル 

エコロジーなクルージングを
ボラボラ島で。快適なクルー
ズで素敵な1日のスタートを。
ソフトドレンク込み。 

The most ecological on the la-
goon of Bora Bora, ever. Start the 
day with a comfortable cruise by 
the reef. Water, juice and soft 
drinks included.  

 
1時間30分のアレンジも可  ………….... 25 000XPF / カップル 

1h30 option on private  ……………...……………. 25 000XPF/ Couple 

  

マナヴァイジェットボートツアー 

Jet Boat with Manavai 

58 000XPF / カップル 

4時間のプライベートジェット
ボートでのラグーントリップ。
ランチはテーブルをラグーン際
にセットアップするウォーター
ランチをお楽しみ下さい。 

4h for  an intense moment  on a jet 
Boat for an unforgetable together 
with a lunch feet in the water. 

 
 

３時間のプライベートツアー………………. 42 000XPF / カップル 

Option 3 hours private tour …………………………. 42 000XPF / couple 

  

プロのカメラマンによる写真撮影 

Pictures  

36 000XPF / 50 枚 

ボラボラ島でのかけがえのない
瞬間をプロのカメラマンによる
撮影で写真に残しませんか？ 

 

Immortalize your stay with a profes-
sionnal photographer 

 
 

150 枚プラン  ……………………………….………………. 56 000XPF  

150 pictures ………………………………………………………….. 56 000XPF 
 
ビデオ撮影プラン  ……………………….…………………..…. 56 000XPF  

Video package ……………………………………………………….. 56 000XPF 

  

 

 

パラセイリング 

Parasailing Boat 

36 600XPF / カップル 

300Ｍのケーブルにて空高く上
がり、15分間、美しいボラボ
ラ島の空からのラグーン
ヴューをご堪能下さい。 

From the sky with 300m cable, 
discover in 15mn one of the most 
beautyful lagoon of the world 

alone or together. 

 

 
300m/25分 へのオプション追加料金……....10800XPF /カップル 

300m/25mn option available  ……………...………..  10800XPF / couple 
 

  

スキューバダイビングTop Dive 

Scuba diving with Top Dive 

12 000XPF / お1人様 

ボラボラ島のラグーンの発見に
Top Diveと供に体験ダイイングは
いかがでしょうか？ 

 

Start an introduction with Top Dive 
company to discover the lagoon of 
Bora Bora 

 
ハネムーンパッケージDVD付……………....32 500XPF /カップル 

Bleu Honeymoon with DVD……………...………..  32 500XPF / couple 
 

ライセンス有ダイバー用2 ダイブ…........ 20 500XPF / お1人様 

2 Tank for certify divers  ………………………...……. 20 500XPF / PERa 

  

 

プライベートカルチャーツアー 

Private cultural tour 

48 000XPF / 1 名から4名まで 

プライベートモツ（小島）に
て環礁、モノイオイル体験、
ココ蟹、生のココナッツミル
クで作るポワソンクリュ体験
と試食ができるツアー。 

Stop on a private islet to discover 
the reef, the monoï,  the coconut 
crab, preparation and tasting the 
polynesian raw fish with  fresh 

coconut milk 

 
リクエストにてVaitape訪問も可能。 

Possible to make a stop at Vaitape if requested 
 

  

ウェディング« インティメートモアナ» 

Intimate Blessing 

80 000XPF / カップル 

 リニューアルバウにぴったりな« インティメートモア
ナ »でマジックなひと時をお過ごし下さい。  

Live a magic moment togeter with our Intimate blessing for 
renew your vows. 
 

 
 
 

La Plage プライベートツアー 

La plage private tour 

40 000XPF / カップル 

4 時間のプライベートツ
アー。プライベートボートと
ガイドと供にあなたのツアー
をカスタマイズします。 

Customize your  private tour with 
your own boat and your own 
guide during 4 hours. 

 
3 時間のプライベートツアー…………….…. 35 000XPF/ カップル 

3 hours private tour option  …………………………  35 000XPF/ Couple 

 

 
 

 レンタルバイク (1日中レンタル) 

Bycicle rental (full day) 

3 700XPF / 1台 

静かでエコロジーで楽しい電
動自転車。ボラボラ島のサイ
クリングをお楽しみ下さい。 

 

Quiet, ecological and fun. Disco-
ver the island of Bora Bora an a 
electric bike 

 

マウンテンバイク ………………………………….. 2 250XPF / 1台 

Bycicle with speed ……………………………………………  2 250XPF / bike 
自転車………………………….……………………..…….. 1 800XPF / 1台 

Regular bycicle …………………………………………..……  1 800XPF / bike 

 レンタルボート(ライセンス不要) 

Boat rental (no license required) 

25 000XPF / ボート1台 

ライセンス不要のポンツーン
ボートM&M をレンタルしてボ
ラボラ島のラグーンをクルージ
ング(最大4 名まで) 

4 hours M&M pontoon boat wi-
thout license to discover the lagoon 
of  Bora Bora (4 pax max) 

 
4 時間カナピーレンタル …………………….….. 15 0000XPF / 1台 

Canopy option 4 hours ………………………………… 15 000XPF / Boat 
 
 

 ウエディング« ロワイアル モアナ» 

Royal Moana Wedding 

201 000XPF / カップル 

« ロワイアルモアナ »でタヒチアン式ウエディングをお楽しみ下
さい。 

Enjoy your wedding ceremony in the pure Polynesian Tradition 
with the Royal Moana. 

 

INTERCONTINENTAL CONCIERGE 

 

WELCOME TO 

 BORA BORA 


