
出発時間 内容

Polynesian Island Tour 10:00 ポリネシア文化を体験するプライベートツアー
ポリネシアン アイランドツアー 約6時間 サメやエイの餌付け　ポリネシアンランチ付

プライベート ボラボラ周遊
Tanoa Private Tour サメやエイへの餌付け　（最大4名様）
タノア プライベートツアー プライベート ボラボラ周遊　スナック、飲物付

サメやエイへの餌付け　（最大4名様）
Bora Bora Lagoon Cruise 9:15 ボラボラ周遊ツアー　シュノーケリング、サメや
ボラボラ ラグーンクルーズ 約３時間 エイの餌付け　（最小催行人数/４名）
Lagoonarium (Closed Saturdayｓ) 13:30
ラグナリウム　（土曜除く） 約１時間半
Eco Snorkeling Tour 8:30 / 14:00 シュノーケリングを楽しみながら音声ガイド、
エコ シュノーケリングツアー 約3時間 音楽が楽しめるツアー　（最小催行人数/4名）
Love Boat 約１時間半 36,000 /100枚
ラブ ボート 約２時間半 48,000 /200枚

約３時間半 72,000 /300枚
Jet Ski Lagoon Circle 9:30 / 14:40 ジェットスキーでラグーンを巡るガイドツアー 27,500 / 1台
ジェットスキー　ラグーンサークル 約1時間半 （1台につき、2名様までご利用可能） 110,000 / プライベート(4台まで)
Hobie Bora Sailing Excursions 1時間半コース ホビーキャットガイドツアー 21,000 / ツアー
セーリング エクスカーション ２時間半コース ホビーキャットガイドツアー 34,000 / ツアー
（最大３名様） 3時間コース ホビーキャットガイドツアー　ランチ付 48,000 / ツアー
Day Cruise on a Yacht 9:00
デイクルーズ 約7時間 360,000 / プライベート
Sunset Cruise on a Yacht 17:00 お飲物、カナッペ付のサンセットクルーズ
サンセットクルーズ 約2時間半 （最小催行人数/4名） 76,000 / プライベート
Private Sunset Cruise 16:30
プライベート サンセットクルーズ
Moana Adventure 3時間コース シュノーケリングやシャークウォッチング、 49,000

モアナ アドベンチャー 5時間コース 観光等お好きなアレンジができるプライベートツアー　69,000

Water Ski / Wakeboard 15分コース 中級～上級 9,000 / 1名様
水上スキー / ウェイクボード 30分コース 初級～上級 13,000 / 1名様
Kite Surf 30,000 / 1名様
カイト・サーフィング 40,000 / 2名様

8:15 ライセンス保持者のみ　（2ダイブ/約4時間） 15,500 / 1名様
Scuba Diving 14:15 体験・リフレッシュダイブ　（1ダイブ/約2時間） 8,500 / 1名様
スキューバダイビング パッケージ 6 ダイブ　（ライセンス保持者のみ） 43,000 / 1名様

1 体験ダイブ + 2 ディスカバーダイブ
（ライセンスをお持ちで無い方のみ）

Private Scuba Diving 8:30 / 13:30 プライベートダイビング　（1ダイブ/約2時間） 50,000 / 2名様
プライベート スキューバダイビング 8:30 プライベートダイビング　（2ダイブ/約4時間） 80,000 / 2名様
Aqua Safari 14,000 / 1名様
アクアサファリ 152,000 / プライベート
Aqua Bike　アクアバイク 8:30 / 13:30 水中スクーターでの水中散策 （水中約30分） 24,500 / スクーター

Lagoon Fishing 8:30 / 13:30 55,000 / 小型ボート
ラグーン フィッシング 約4時間 60,000 / 中型ボート
Offshore Fishing 8:30 / 13:30 75,000 / 小型ボート
オフショア フィッシング 約4時間 85,000 / 中型ボート
Deep Sea Fishing 外洋でのフィッシング　（約4時間/最大6名様） 100,000 / ボート
ディープシー フィッシング 外洋でのフィッシング　（約8時間/最大6名様） 150,000 / ボート

26,000 / 2人乗り
20,000 / 1人乗り

Parasailing 33,000 / 2人乗り
パラセイリング 24,000 / 1人乗り

プライベート 40,000 / 2人乗り
プライベート / ホテル直接ピックアップ 91,000 / 2人乗り

Jeep Tour (Vavau Adventure) 8:30 / 13:30 ４ＷＤジープによるサファリツアー 8,000 / 1名様
ジープ サファリ 約2時間半 日本人ガイド可 64,000 / プライベート
Hiking Trips Valley of the King （王の谷）　半日・中級 7,500 / 1名様
ハイキング Way of the Past （過去の道）　1日・中級 10,500 / 1名様

Mount Pahia （パヒア山） 1日・最上級 15,000 / 1名様
サンセットの後、プラーベートモツでキャンドルライトに 50,000 /　2名様（グループ）

Romantic Dinner on a Motu 照らされながら、タヒチアンディナー 75,000 /　2名様（プライベート）

ロマンティック ディナー オン ア モツ サンセットの後、プラーベートモツでキャンドルライトに 70,000 /　2名様（グループ）

照らされながら、ロブスターとシャンパンのディナー 90,000 /　2名様（プライベート）

料金は全て現地通貨・フレンチパシフィックフラン（XPF）となっております。

上記のアクティビティは、他社によって行われているため、ホテルでは一切の責任を負いかねます。

ご予約のキャンセルは、ご出発の前日１８時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは100％のキャンセル料が発生いたします。

上記アクティビティ、本島でのレンタカーに関するお問い合わせ、ご予約はコンシェルジュデスクまでお願いいたします。

出発の時間が記載されていないアクティビティーは、ご予約の際に催行会社と確認させていただきます。

上記アクティビティーは、天候や現地の風習、休日、ストライキ、器材の代用又は、その他の状況により、

内容・料金等が予告無く変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

コンシェルジュデスク：　毎日 8:00 ～ 19:00
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/ 1名様

/ ボート

17,000 / 1名様

25,000 / 1名様

55,000

8,000

アクティビティー

75,000

自然水族館でのサメやエイへの餌付け

65,000

8:30

8:30 / 13:30 ヘルメットをかぶっての水中散策（水中約30分）

8:30 / 13:30

パッケージ

/ ツアー

/ ツアー

2時間コース

4時間コース

300m

ACTYVITY LIST
アクティビティーリスト

ご料金

/ 1名様

12,500 / 1名様

スピードボートに乗って、ラグーンの事について
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Weddings at  

The St. Regis Bora Bora Resort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Polynesian wedding at the Resort 
 

Traditional   
The traditional ceremony takes place on the beach of the hotel. The groom is picked up 
by canoe from his Villa’s terrace while the bride takes a club car. The couple is taken to 
the beach, where the priest and the entire group of dancers and musicians are waiting 
for them. 

The “warriors” carry them within their arms to the beach. The couple meets the priest, 
and the ceremony starts. Songs, Polynesian music and dances punctuate the ceremony, 
in beautiful harmony.  Duration of the ceremony: 30 minutes. 

Included: two white pareos, two flower leis and crowns, one certificate made on a tapa. 

Total: 105 000 xpf all taxes included 

 
Simple 
The simple ceremony is celebrated on the beach of the hotel. The couple is alone with a 
priest and one musician. The vows and prayers stay the same as in the traditional 
ceremony. 

Duration: 15 minutes. 

Included: two white pareos, two flower leis and crowns, one certificate made on a tapa. 

Total: 66 000 xpf all taxes included 

 

Intimate 
The intimate ceremony is celebrated on the beach of the hotel. Only the priest is 
present, with the couple. The vows and prayers stay the same as in the traditional 
ceremony. 

Duration: about 12 minutes. 

Included: one wedding certificate made on a tapa. 

Total: 44 000 xpf all taxes included 

 

 



 
 

Polynesian wedding on an island (motu) 
 

Traditional 
The outrigger canoe is decorated with flowers and leaves. A comfortable bench for 
lovers is installed in front of the boat, so they can sit side by side. 

The ceremony takes place on the beach of an island (motu), in a very natural and 
beautiful setting. 

Once on the motu, the couple can put on the white pareo that we give them. 
Warriors come to meet them, and carry them within their arms to meet the priest 
for the beginning of the ceremony. Songs, music and dances performed by the 
group punctuate the entire ceremony. A bottle of champagne is opened. 

Duration of the ceremony: 30 minutes.  

The couple will then go back to the hotel, watching the sunset, drinking 
champagne and listening to the ukulele. 

Included : one bottle of champagne Moët and Chandon, two white pareos, two 
flower leis and crowns, one certificate made on a tapa. 

Total: 189 000 xpf all taxes included 

 

Simple 
The outrigger canoe is decorated with flowers and leaves. A comfortable bench for 
lovers is installed in front of the boat, so they can sit side by side. 

The ceremony takes place on the beach of an island (motu), in a very natural and 
beautiful setting. Once on the motu, the couple can put on the white pareo that 
we give them. 

The couple is alone with the priest and one musician. After the ceremony, a bottle 
of champagne is opened.  

Duration of the ceremony: 15 minutes. 

The couple will then go back to their hotel, watching the sunset, drinking 
champagne and listening to the ukulele. 

Included : one bottle of champagne Moët and Chandon, two white pareos, two 
flower leis and crowns, one certificate made on a tapa. 

Total: 160 000 xpf all taxes included 



 
 

Honeymoon Day 
 
Morning starts with an outrigger canoe ride which leads the couple to the motu 
where the Polynesian wedding takes place.  

Once on the motu, the couple can put on the white pareo that we give them. 
Warriors come to meet them, and carry them within their arms to meet the priest 
for the beginning of the ceremony. Songs, music and dances performed by the 
group punctuate the entire ceremony. 

Duration of the ceremony: 30 minutes. 

Then, husband and wife are taken to another motu with the outrigger canoe for the 
Polynesian lunch.  

The table is set in the lagoon. On the menu: suckling pig, chicken with local 
spinach, manioc, plantain bananas, bread fruit, raw fish salad with coconut milk, 
and finally a traditional dessert made with bananas and vanilla, as well as fresh 
tropical fruits.  

It is possible to replace the Polynesian lunch by a BBQ: fish, chicken, beef/porc, 
polynesian vegetables, raw fish salad with coconut milk, tropical fruits.  

The lunch comes with a bottle of Moët and Chandon, or red/white wine depending 
on the guests’ preference.  Please give preference at time of reservation. 

The couple chooses how they want to spend their afternoon. Maohi Nui usually 
suggests a circle island lagoon tour around Bora Bora, with one snorkeling stop on a 
coral garden, another stop for visiting the sting rays in shallow water, and finally 
the observation of black tip reef sharks outside the lagoon. The guide is glad to 
give details on geology, ecology and the history of Bora Bora.  Snorkeling 
equipment is provided. 

However, the couple can also choose to stay at the motu, and enjoy a walk to the 
coral reef, swim, relax, or take a basket weaving lesson, as well as traditional 
dance or pareo tying… The guide is pleased to satisfy the wishes of the guests. 

Included: Polynesian lunch, one bottle of champagne or wine, drinks for the entire 
day (water, soft drinks, juices, beer), two white pareos, two flower leis and 
crowns, one certificate made on a tapa. 

Total: 273 000 xpf all taxes included 

 



 
 
 

Wedding Options 
 
 

Canoe Breakfast 7500 xpf 
Wedding cake 8000 xpf 
Bottle of Champagne 15 000 xpf 
Candlelight dinners – 2 options menus 14 000 xpf – 18 000 xpf (per person) 
1 Hour photo shooting 35 000 xpf 
2 Hours photo shooting 50 000 xpf 
Videographer 45 000 xpf 
Hair dress 20 000 xpf 
Make up 15 000 xpf 
Manucure (50minutes) 9 000 xpf 
Pedicure (50minutes) 9 000 xpf 
50 minutes couple massage 30 000 xpf 
80 minutes couple massage 40 000 xpf 
Love Boat  1H30 + 100 photos 36 000 xpf 
Love Boat  2H30 + 200 photos 48 000 xpf 
Love Boat 4H30 + 300 photos 72 000 xpf 
Sunset Cruise + photos 40 000 xpf 
Sunset Cruise + Romantic dinner on private motu 90 000 xpf  

 
 
 

 
 
 
 

All prices include taxes. 
All prices are subject to changes. 


