日ごろのストレス から開放され、白 い砂、さんご 、
ゆれる 椰子の木 で癒されませんか
100% フィジー資本のマロロでは お友達同士、

ご家族での 起こしをお 待ちしております 。
ココナッツの 木のそよぐ音、浜に 打ち上げる 波音、
Malolo Island, Fiji
Tel: +679 666 9192
Fax: +679 666 9197
www.maloloisland.com

真っ青な空、空一杯 の星を是非 ご体験下さい

リゾート ファクトシー
アクセス
マロロアイランドリゾートは フィジーの玄関口、ナンディ国際空港
から 25km 、ママヌザ諸島、マロロ島にございます。
サウスシークルーズ社の 1 日 3 便のカタマランにてポートデナラウ
から、シープレーンやスピードボートをチャーターして訪れる事も
可能です。但し、早朝 8 時より前のシープレーン離発着はご遠慮頂
いております。

ト

気候
熱帯地域に属し、春夏(9 月～2 月)の平均気温は 32℃、秋冬（3 月～8
月）の平均気温は 27℃程度です。
12 月～3 月は雨季で、一日 1 時間程度の雨が降ります。
水温は 11 月から 2 月の一番高い時期で 29℃ほど、6 月から 10 月で
も 24℃はあります
宿泊
46 室からなる ブレ（客室の意味）はコロニアル調にまとめられてお
り、高い天井、頭上に心地よいスペースのある 4 つのお部屋タイプ
をご用意しております。
オーシャンビューブレ、デラックスオーシャンビューブレ、ファミ
リーブレ、カップル専用のタンドラビーチブレです。
全ての客室にはエアコン、冷蔵庫、コーヒープランジャー、ティー
コーヒーセット、アイロン、アイロン台、ヘアードライヤー、バス
ルーム、天井ファン、ベランダがあります。
ブレ番号や場所のリクエストは承りますが、申し訳ございませんが
確約は致しかねます。
28 オーシャンビューブレ - 33 平方メートル
各ブレは キングサイズベッド 1 台、バスルーム、シングルベッドが
2 台。4 名まで収容可能
12 デラックスオーシャンビューブレ - 50 平方メートル
各ブレは キングサイズベッド 1 台、シングルベッド 2 台がリビング
エリアに。4 名様まで収容可能、4 名様プラスベビーベッド利用の赤
ちゃんも収容可能です
2 タンドラビーチブレ - 50 平方メートル以上
お部屋を出ると、すぐそこは海。
大きな 4 ポスターキングベッドに天蓋が付いて広い空間に一台。
バスルーム、リビングエリアにはデイベッド 2 台、広いベランダ、
到着日には無料のオーストラリアスパークリングワイン 1 本とフル
ーツプラッターが提供されます。こちらは大人 2 名のみの限定部屋
となります
4 ファミリーブレ
4 つあるうちの 2 つは 100 平方メートル、20 平方メートルのベラン
ダ、2 階建てです
1 階部分、2 階部分ともそれぞれ 2 ベッドルームあり、各ベッドルー
ムにはキングサイズベッド 1 台、バスルームは 1 つのベッドルーム
付随と、リビングエリアからアクセス可能です。
リビングエリアにはシングルベッド 3 台あります。
残りの 2 つは 92 平方メートル、2 ベッドルームです。
各ベッドルームにはキングサイズベッド 1 台とバスルーム、シング
ルベッド 3 台あります。合計 7 名様まで収容可能です
お食事とバー
• お食事制限などがある方は、遅くとも到着の 24 時間前までに
はリゾートにお知らせ下さい

•

レストランは 3 箇所：

•

ビーチバー (昼食 11.30～ 1600,

•

テラス (朝食 7.00～ 10.00, 昼食 11.30～14.30, 夕食 1830～22.00)

•
•
•
•
•
•
•

ツリートップス (夕食のみ 1830~2200,土曜休業、13 歳以上のみ) 6
テーマブッフェ月曜水曜土曜 テラスレストランにて
ミールプラン
ピクニックバスケット
キッズ無料ブッフェ
ビーチサイド＆ジェッティプライベートダイニング
バーは３箇所: プールバー 10:00am ～ 6:00pm (大人のみ);

夕食 1800-2100-土曜休業)

ビーチバー 10:00am～11:00pm; ツリートップスバー 6:30pm ～
11.00pm (大人のみ)
アクティビティー
無料
シュノーケ貸し出し
スタンドアップパドル
ウィンドサーフィン
カヤック
セイリング
ブッシュウォーク
キッズクラブ
Beach Volley Ball
ゲストラウンジ

有料
• 魚釣り
• ダイビング
• フィジアン村ツアー
• アイランドホッピングツアー
• イルカ見学ツアー
• シュノーケルトリップ
• パラセイリング
• ジェットスキーツアーサファリ
Ski Tours/Safari

• タレイラウンジ: 18 歳以上のみ入場可能、図書館、ボードゲー
ム、衛星テレビ、CD, DVD プレイヤー、無料 WIFI アクセス、

エアコン完備
• カイルズクラブ : 13 歳～18 歳のティーンエイジの方専用

チルアウトゾーンには ビーンバッグでリラックス、衛星 TV,無
料 WIFI アクセス、ゲームなどがエアコン完備室内で可能.
• ティアズ ツリーハウスキッズクラブ
無料のキッズクラブでは、毎日ユニークなプログラムをご用意
毎日 9am-9pm までオープン、4-12 歳までのお子様対象 4 歳未
満のお子様はベビーシッターが 1 時間 FJD10 にてお世話致しま
す。受付にてお申し付け下さい
レイラニ スパ
熱帯雨林の中に設置された、オープンエアーのトリートメントルー
ム。3 つあるうちの一つはカップル専用です。
セラピストによる、極上のリラクゼーションをお楽しみ下さい。
ピュアフィジー社の製品に加えて、天然のナッツや花から取れるエ
キス、ココナッツミルクとバージンココナッツオイルなどをブレン
ドしたをブレンドしてマッサージいたします
グループやイベント
マロロアイランドは企業様のインセンティブグループにも適して
おります。
又ウェディングや 50 名程度のミーティングにも適しております。
リゾート全体を貸切る事も可能で、100 名まで収容可能です
詳細は see our website かこちらまでご連絡下さい
events@ahuraresorts.com.
何を持ってきて、何を着たら良い？

特にドレスコードはありません、カジュアル、ブラスタイルでどう
ぞ。但し、水着のままなどは現地の習慣を尊重する意味でも避けて
頂き、シャツを羽織ってレストランにお越し下さい。
又夕方のレストランではスマートカジュアルでお願いいたします.

