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テティアロア環礁は、タヒチ本島から北西約50キロに位置し、絶景のラグーンに囲まれた、タヒチ語
で「モツ」と呼ばれる十余りの小島から成ります。ザ・ブランドは、テティアロア環礁内の78ヘクター
ルのモツ・オネタヒに位置しています。テティアロア環礁は、昔からその美しさ、安らかさ、不思議な
再生力で知られています。タヒチ王族はかつて夏の避暑地として過ごし、後には、俳優のマーロン・ブ
ランドが、テティアロア環礁の豊かな文化と美しさ、そして希少な生態系の保護に情熱を注ぎました。

テティアロア環礁は、専用飛行場を備えた完全なプライベートアイランドです。エア・テティアロアが
1日2便以上を運行しており、機材には12席を有するバイキングエア社の小型旅客機DHC-6ツイン・
オッターを使用しています。タヒチのファアア国際空港のエアテティアロア・ターミナルから、モツ・
オネタヒまで飛行時間は約20分。到着後、お客様を電動カートでプライベート・ヴィラまで直接ご案
内いたします。

ロケーション

ザ・ブランドは、俳優のマーロン・ブランドのパーソナルサンクチュアリとして
知られたテティアロア環礁にある、究極のプライベート・アイランド・リゾートです。

35棟のヴィラを有するオールインクルーシブリゾートでは、
ラグジュアリーなヴィラにプライベートプールをしつらえ、

目の前のプライベートビーチには、マンタが優雅に泳ぎ、ウミガメや野生の鳥が訪れます。
ザ・ブランドは無垢の自然、ラグジュアリーさ、

そしてポリネシアの魅力をエクスペリエンスに落とし込んだユニークなリゾートです。



●1ベッドルーム・ヴィラ（96㎡、30棟）
屋外と屋内の一体感が楽しめるデザイン。
正面玄関を開けると心地よいリビングルー
ムが広がります。隣には、映像や音楽を楽し
めるメディア・ルームがあります。ウォーク
イン・クロゼット付きの寝室はキングサイズ
ベッドを備え、奥のバスルームには、ウッド
ウォールに囲まれた屋外のバスタブが設置
されています。

●2ベッドルーム・ヴィラ（168㎡、4棟)
1ベッドルーム・ヴィラの諸設備がさらに充
実した、2階建てのヴィラ。ダイニングルー
ムでは、6人掛けのダイニングテーブルと
キッチンがあり、シェフが出向いてお料理を
ご用意するサービスをご利用いただけます。
各ベッドルームにウォークインクローゼッ
ト、バスルーム、屋外のバスタブが設置され
ています。

●3ベッドルーム・ヴィラ（246㎡、1棟）
当リゾートで唯一の3ベッドルームヴィラは
ファミリーやご友人と共に宿泊可能。2ベッ
ドルーム・ヴィラを一回り大きなスケールで
造り上げた246㎡の広さ。３つ目のベッド
ルームは別棟に位置しており、ここにも専用
のバスルームや屋外のバスタブを設置。

総客室数は35ヴィラです。ポリネシアの伝統とライフスタイルを見事に反映させたデザインに、洗
練された家具と高級アメニティを備えた35棟のヴィラが、ウェスト・タートル・ビーチに22棟、サウ
ス・マーメイド・ベイに13棟点在しています。全てのヴィラには、屋外にテラスとプランジプールが
あり、タヒチ語で“ファレ”と呼ばれる東屋でお食事を楽しめるよう設計されております。そしてヴィ
ラ周辺は、南国の豊かな緑に囲まれてプライバシーが守られています。すべてのヴィラにWIFIとフ
ラットスクリーンTVを設置しております。

●ラグジュアリー�プライベート�ビーチフロントヴィラ
●お食事（プレミアムアイテムは追加料金で手配可能）
●�24時間のルームサービス（午後10時から翌朝6時までは
サーチャージ発生）

●�お飲物（ミネラルウォーター、ソフトドリンク、ワイン、
ビール、シャンパン、スピリッツ）プレミアムクラスのワ
イン、シャンパン、スピリッツは別途有料
●�コンシェルジュがご提案するお一人様一日一回のアク
ティビティー
●�ヴァルア・テ・オラ・ポリネシアンスパ（1ベッドルーム

ヴィラは一泊当たり一名様50分、2ベッドルームヴィラ
は一泊当たり二名様50分、3ベッドルームヴィラは一泊
当たり三名様50分）
●フィットネスセンターとテニスコートの利用
●�カヤック、バドルボート、アウトリガーカヌー、シュノーケ
リングセット
●�ヴィラごとにお一人様自転車一台（お子様の自転車もご
用意しております）
●各国の新聞と雑誌への24時間オンラインアクセス
●ヴィラとパブリックエリアでのWIFI

ザ・ブランド
オールインクルーシブ

パッケージの詳細

宿泊施設



●レ・ミュティネ バイ ギー・マルタン
ディナーのみの営業。水路と白砂に囲まれ
たエレガントなデザインのファインダイニ
ングレストランです。厳重に温度管理され
たワールドクラスのワインセラーも備えて
おります。パリで最もリスペクトされてい
るミシュラン２つ星レストラン・グランヴェ
フールと同じクオリティーのお食事は、ザ・
ブランドの質を如実に伝えます。

●ビーチコンバーカフェ
ラグーンの眺望が彩りを添えるカジュア
ルなレストランは、朝食からディナータイ
ムまで営業しております。メニューは、ポ

リネシアにインスパイアされた料理から、
ギー・マルタン監修のクラシックなフレン
チまで幅広くとりそろえています。また、
ケベック州モントリールでヴィーガンビス
トロ「インビテーションV」を経営するケル
ヴィン・オ・レオンが手がけた、革新的で洗
練されたヴィーガンメニューをご用意して
おります。

●テ・マヌ・バー
2階のオープンエアのバーでは、圧巻のラ
グーンの景色をお楽しみいただけます。メ
イン･ラウンジに加え、プライベートなラウ
ンジエリアがココナツの林の中に浮ぶよう

に設けられており、メインバーからボード
ウォークの橋を渡ってアクセスできます。

●ボブズ・バー
ビーチにあるカジュアルなバーは、他のゲ
ストと知り合うよき社交場です。旧テティ
アロア・ヴィレッジにあったボブス・バー
を再現しました。マーロン・ブランドの映
画のアシスタントであり、良き飲み友達
であったボブにちなんで命名されており、
マーロン・ブランドのヴィジョンの実現に
力を貸した人々とボブに敬意を表し、この
名を冠しました。

パリのミシュラン2つ星レストラン・グランヴェフールのシェフ、ギー・マルタンが、リゾートのダイ
ニングを監修しております。エグゼクティブシェフであるベルトラン・ジャンソンが腕を振るうダ
イニングでは、リゾートの菜園と果樹園から収穫されたフレッシュな品々をテーブルにお届けして
おります。テティアロアの養蜂園から採れたハチミツは、デザートはもちろんのこと、朝食、カクテ
ルなど様々なお料理に使用しております。

ダイニング

●ラグジュアリー�プライベート�ビーチフロントヴィラ
●朝食（レストランまたはヴィラ）
●フィットネスセンターとテニスコートの利用
●�カヤック、バドルボート、アウトリガーカヌー、シュ
ノーケリングセット
●�ヴィラごとにお一人様自転車一台（お子様の自転車も
用意）
●各国の新聞と雑誌への24時間オンラインアクセス
●ヴィラとパブリックエリアでのWIFI

ザ・ブランド
ブレックファスト&

ヴィラパッケージの詳細



アクティビティー

自転車、シュノーケリング、バードウォッチ
ング、パドルボート、スキューバダイビング
などの各種スポーツをご用意しております。
シュノーケリングマスクをつければ、ウミガ
メ、エイ、リーフシャーク、様々な熱帯魚な
ど、豊かな海の生き物たちをご覧いただけ
ます。カヤック、パドルボートまたはポリネ
シアンアウトリガーカヌーでラグーンを探
訪するのもよいでしょう。また、島のトロピ
カルガーデンを散策したり、ビーチで寛い
だり、ヴィラのプールでゆっくり泳ぎなが
ら、ラグーンの眺望を楽しんではいかがで
すか。ライブラリーでは、ポリネシア文化、
歴史、ライフスタイルを学べる本を数多く
揃えております。研究者たちから、テティア
ロア環礁の鳥や海の生物の豊かな生態のレ
クチャーを受けることができます。

アウトドア&スポーツアクティビティ

•�コーラルガーデンとラグーンでのシュノー
ケリング
•�カヤック、Va’a（ヴァア）と呼ばれるアウト
リガーカヌー、またはスタンダップバドル
ボートで行くラグーン散策
•�ラグーン内、または外洋でのスキューバダ
イビング（要予約）
•テニス
•自転車
•ディープシーフィッシング
•�インストラクター付きのフィットネス：ア
クアフィットネス、ボディーダンス、サー
キットトレーニング、ボディスカルピング
など。ご要望によりプライベードセッショ
ンの手配可能

エクスカーション&ツアー

●ナチュラリストのガイド付きツアー
•バードディスカバリーツアー
•リーフクエスト
•モツ・オネタヒ島のトレイル散策

●テティアロアアルティメットツアー
ナチュラリストのガイドと共に、屋根付き
ボートで環礁を散策するユニークなツアー
●研究者と共に行くツアー

アート&カルチャー

•�ポリネシアンダンスレッスン＆ポリネシア
ンミュージックレッスン
•�ポリネシアンハンドクラフトレッスン
•料理教室、ワインとカクテルのレッスン
•�タヒチ料理のデモンストレーションとレッスン

ホーエルウォッチング

7月中旬から10月中旬までホエールウォッ
チングへのご案内（要予約）

ラグーンスクール

4歳から12歳までのお子様達のためのゲーム
やアクティビティーをご用意しております。

ディナーショー

•プライベートロマンティックディナー
•トラディショナルタヒチアンダンスショー

ビーチでのアフターディナーアクティビティー

•�バーの屋外ラウンジでのミュージック
•�ナチュラリストによるレクチャー（要予約）

リゾートアメニティー

•ミーティングルーム
•リゾートブティック
•ラグジュアリーパールショップ
•�滞在中のスケジュールのお手伝いをするコ
ンシェルジュチーム
•�ポリネシア文化、歴史、ライフスタイルを
学べるライブラリー
•�ハネムーン、ウェディング、記念日、誕生日
などのお祝いの演出。
•�エコステーション：エコステーションとは、
テティアロアソサエティーにより運営され
ている研究所です。世界中の科学者が、テ
ティアロア環礁や熱帯の島々の生態系の
保護に関わるフィールドリサーチを行う
ラボラトリーも併設しております。テティ
アロアソサエティーは、アメリカの第501
条C項３条の規定を満たす非営利団体で
あり、人類と自然界のサステナブルな相互
共存の啓蒙を目指しております。スミソ
ニアンインスティチュート、ワシントン大
学、CRIOBEをはじめとする世界の権威あ
る研究機関と連携しています。晩年のマー
ロン・ブランドは、未来の世代のために、環
境のもろさへの認識の向上と環礁の環境
保全を目指していました。テティアロアソ
サエティーは、テティアロア環礁を所有す
るマーロン・ブランド財団とパシフィック
ビーチコンバー社により設立され、タヒチ
におけるテティアロア環礁の歴史的な重要
さと、サイエンスリサーチの場所として最
適な生態系を持つ存在を生かし、世界の科
学の発展に寄与しています。

●ヴァルア・テ・オラ・ポリネシアン・スパ
島の中央にある静かな池を囲むよう建てられたオアシス。「ヴァルア」とはタヒチ語で「魂」を意味します。植物、水、森が織り
なすハーモニーのなか、比類なきこの地で、古代ポリネシアの伝統と世界水準の最新テクニックによるトータルトリートメン
トを体験いただけます。天国と地上の間にうまれた空中庭園、スパ・スイートルーム「ファレ・マヌ」からは、2000平米に渡る
手付かずの自然の景観をご覧いただけます。スパ内では、スチーム・バス、ティーラウンジ、リラクゼーションスペース「ファレ・
マナ」をご利用いただけます。
リゾート内のフィットネスセンターは、冷房完備の環境で、有酸素運動、筋力運動のためのマシーンを揃えており、24時間利
用可能です。

スパ



●世界初のゼロ・エネルギー使用リゾートを
目標に掲げ、CO2排出もゼロを目指す
島内は電気自動車を導入、ゲスト用に自転車を完備します。

●LEEDプラチナ認証を取得
ザ・ブランドは、2016年フランス領ポリネシアで初めてLEED認
証(Leadership�in�Energy�and�Environmental�Design)の最
高位にあたるプラチナ認証を取得しました。LEEDは、アメリカ
のグリーンビルディング協会(USGBC)が開発した建物の環境性
能評価システムです。建築物全体の企画・設計から建築施工、運営・
メンテナンスまでにわたって省エネ、環境負荷をポイントで評価
します。テティアロア環礁の手付かずの自然を守りながらの開発、
運営におけるサステナビリティ、そして環境保全へのコミットメ
ントが実を結びました。

●深海水による、画期的な冷房システムを導入
タヒチで始めて実用化された画期的な海水冷却システムが、
SWAC（Sea�Water�Air�Condition）です。これは、深海から汲み
上げた冷水の低温度を利用した空調。海底約1kmの深海から3〜
4度の海水を汲み上げ、それを使ってホテル施設を循環する真水
を冷却し、冷房に活用します。その後温かくなった海水は、同じ水
温帯に放出するよう設計されています。

●太陽とバイオによるエネルギーを島内で生産、蓄電
島内で使用されるエネルギーは、ソーラーパネルとバイオ燃料に
よりまかなわれます。バイオ燃料は、地元で生産するヤシ油を燃
料としており、地元経済にも貢献。余剰エネルギーは、安全性とサ
ステナビリティに優れており、次世代のバッテリーとして注目さ
れる亜鉛臭素フロー・バッテリーに蓄電されて、必要に応じて使用
されます。

●自然環境の研究機関、エコステーション
テティアロア環礁やその他熱帯の島々の環境保全をテーマに、科学
調査を行う研究所。世界各地からの科学者を招聘。これは、故俳優
マーロン・ブランドが、この島に環境保護を学ぶ大学を開校したいと
いう夢を引き継いだものです。

●オーガニックな庭、菜園、果樹園の産物を
砂と珊環礁の土壌から成るティテイアロア環礁には、オーガニッ
クな菜園や果樹園が設けられ、野菜や果物を収穫しています。水
は島内で再生した浄水、肥料には有機コンポジットなどが使われ
ます。

●無駄を無くした、水と廃物の再利用
周囲を海に囲まれた環礁にとって、水の使用と汚水処理は環境保全
において大きな課題です。使用量の75％が飲料水として求められ
ているテティアロア環礁において、塩分除去作業をできるだけ押さ
えると共に、水の無駄遣いに注意しています。汚水を浄化する革新
的な灌漑システムを導入することで、水への依存を減らしてゆく方
針です。

●ナショナルジオグラフィックの
ユニーク・ロッジ•オブ•ザ•ワールドに認定
環境への取り組みが評価され、ナショナル・ジオグラフィックのユ
ニーク・ロッジ・オブ・ザ・ワールドに認定されました。ナショナル
ジオグラフィックが選ぶサステナブルで極上なエクスペリエスを
届けるグローバルホテルコレクションです。
http://www.nationalgeographiclodges.com/

環境保護の担い手として
ザ・ブランドは、テティアロア環礁に育まれた文化と自然を尊重し、それを守る担い手であると自負しています。
テティアロア環礁を、自然の姿のまま保護し、守り続けることが最大の課題です。

伊関有里子
The Brando
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Email:�yuriko.iseki@thebrando.com
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