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ヌメア観光

ヌメア市内は、ココティエ広場、音楽堂、セレストの泉、プロテスタント教会、セント・ジョセ
フ大聖堂、モーゼル港など素晴らしい見どころに溢れています。また観光地としてはずせないの
が、郊外の動植物森林公園、チバウ文化センター、水族館などです。是非、これらの観光地をガ
イドと共に巡るツアーをお試しください。

ガイド付き市内オリエンテーションツアー：
•ウアントロの丘、ヌメアと周辺の島々やラグーンのパノラミック・ビュー
•ピエール・ヴェルニエ遊歩道、コロニアル風の家々が建つフォブール・ブランショ地区散策
•ヌメアの台所、マルシェ（朝市）の立ち寄り
•ヌメア市立博物館にてニューカレドニアの歴史を知ることができます
•町の中心とココティエ広場を散策した後、市街地を眺望できるFOLの丘へ
•シトロン湾と水族館
•アンスバタ地区を経由してホテルに戻ります

営業日 : 火曜日～日曜日（祝日を除く：12月25日、1月1日、5月1日）

ツアー時間 : 09h30 ～ 11h00まで (1時間30分) – 3.000 XPF/ お一人様 （大人）, 2.500 XPF/お一人様（お子様）

ガイド付き郊外オリエンテーションツアー
ヌメアであまり知られていない観光地区と郊外の探索、この地方の歴史と文化概要を知る（伝統
、メラネシアンの慣習と生活）、周辺の田舎の暮らしも垣間見ることができます。

祝日を除く毎日 (3時間) – 9.000 XPF/ お一人様

セグウェイ
湾を巡るツアー: ヌメアの湾を1時間に渡って探索してみましょう。セグウェイで風を切りながら
、ヌメアの海岸とラグーンの美しさを再発見できます。
(年中無休 –ツアー時間：1時間 – 4.500 XPF/ お一人様)

動植物森林公園ツアー: セグウェイに乗って緑の生い茂るオアシスの中、2時間リラックスしたツ
アーを楽しみましょう。その素晴らしい自然の中で独自の喜びを再発見することができるでしょ
う。セグウェイで動物に近づくこともできるお楽しみ満載のツアーです。

(年中無休 –ツアー時間： 2時間 – 8.000 XPF/ お一人様) - 往復送迎：4,000 XPF

※その他のセグウェイツアーオプションもございますのでお尋ね下さい。
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ヌメア観光
とその周辺散策

ヌメアの3つのお宝発見ツアー
このツアーは、ヌメアの最も主要な景勝地を訪れたい人にとって最高のオプショナルツアーです
。まずそれらの場所を訪れる前に、モーゼル港にあるローカルマルシェに立ち寄ります。ローカ
ル工芸品などを見て周り、その後市街地から少し離れた場所にある静かな動植物森林公園に向か
います。85ヘクタールを有する公園内には、様々な種類の野鳥と飼育されている鳥類が住んでい
ます。森林公園の後は、素晴らしいサンゴ礁とラグーンを眺望できるウアントロの丘へ立ち寄り
、その後世界的建築家であるレンゾー・ピアノによって手がけられたチバウ文化センターへと参
ります。この文化センターには、カナックや南太平洋全体を知る貴重な文化財が展示されていま
す。ここは、ニューカレドニアの先住民文化やカナックの慣習や伝統を知ることのできる貴重な
場所となっています。文化センターの後は、アンスバタ湾とシトロン湾の美しい眺めを横目にカ
レドニアンラグーンの海洋生物を見ることのできる水族館に向かいます。ヌメアのこの水族館は
大水槽を有し、また世界のここでしか見ることのできないノーチラス(オウム貝の一種）など珍し

い海洋生物にも出会うことができます。水族館の後は、フランスのパン屋さんとパティスリーを
兼ねた有名なl'Atelier Gourmandでランチを取ります。ランチ後は、アンスバータ地区のビーチ沿
いを散歩したり、泳いだり、小さなブティックが集まる場所でのショッピングをしたりと自由に
お楽しみ頂けます。自由時間を楽しんだ後は、ご宿泊先のホテルへご送迎、ツアー終了となりま
す。
このツアーにはすべての施設入場料が含まれます。
料金： 15.000 XPF/ お一人様 -年中無休：出発 08h00 終了 13h30

ラ・リビエールブルー州立公園

この素晴らしい場所に皆様をお連れできることは私達にとってもとても嬉しいことです。ラ・リ
ビエールブルー州立公園は、手つかずの大自然が残る大変美しい場所です。私達と南部地方の静
かな場所に逃避し、豊かに生い茂った植物とエメラルド色をしたリビエールブルーと大地の色の
コントラストをお楽しみください。ホテルを出発した後は、ヌメアから約2時間のところに位置す
るヤテを目指します。道中、セント・ルイスの民族が住む村落や、ヤテの人口湖、ドレ山の麓の
谷、受胎の軌跡を起こす教会など数多くの文化・自然を垣間見ることができます。リビエール州
立公園は、9,000ヘクタールという広さを誇ります。ガイドと共に原始の様々な植物、先住民の伝
統的な薬の作り方、メラネシア人の狩猟テクニックなどを学びます。また、沈める森の不思議な
雰囲気に魅了されたり、野生の国鳥・カグ―をまっさきに見つけることにトライしたりしてみる
ことも楽しみのひとつです。ランチは、美味しいカレドニアン・バーべQ（鹿肉の串焼き、鶏肉マ
リネの下もも、フランスワイン、ローカルフルーツジュース、その他）をお召し上がりください
。その後、午後には、"La plaine des Lacs"に向けて出発、もうひとつの南部の宝と言われる荘厳
なマデレーヌの滝を見学します。帰りの道中では、地元ファミリーの経営する小さな美しいアパ
ートメントホテルで下車、ニューカレドアで最も美味しいと言われるミルクシェイクを試飲しま
す。すべての原料は100％ナチュラルで、とっても新鮮です！
このツアーには、すべての施設入場料、バーベＱランチ、ミルクシェークの試飲が含まれます。
料金： 15.000 XPF/ お一人様 -年中無休：出発 08h00 終了 15h30
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ヌメア観光
とその周辺散策

ヌメア観光とその周辺散策 + ワインとチーズ

このツアーは、ヌメア市内と地元の主な観光地をくまなく周遊するツアーです。ガヤガヤした市
街地からその周辺の緑溢れる素晴らしい田舎の景色まで、このツアーでは、その比較を楽しんだ
り美しいニューカレドニアの生活様式や伝統への理解を深めることができます。またツアー中に
典型的なフランス式ピクニックもお楽しみ頂けます。

このツアー中の行程は以下のとおりです。

・モーゼル湾のローカルマルシェ訪問
・FOLの丘、ヌメア市街地を眺めとセント・ジョセフ大聖堂見学
・大砲
・セント・ミッシェルの農場で美味しいミルクシェイク試飲
・ドレ山
・バロン・ドール

こちらのツアーはピクニックランチとミルクシェイクを含みます。
料金: 15.000 XPF/ お一人様 -年中無休：出発 08h00 終了 13h30

歴史探訪ツアー

歴史好きにはうれしいツアー。プライベートガイドと共に歴史ある場所を巡ります。

・ローカルマルシェ
・ヌメア市立博物館
・第二次世界大戦博物館
・ニューカレドニア海洋博物館
・ヌーヴィル地区、クエンデュビーチと旧監獄

ツアーに含まれるもの：各施設入場料
料金：12.000 XPF / お一人様
ツアー時間： 4時間30分



ヌメア散策
とその周辺観光

市街地訪問＋フードツアー

この半日エクスカーションは、とてもワクワクするツアーです。地元の味覚を知るのに最適な場
所をご案内致します。美味しいアイスクリーム、チョコレート、パティスリー、ミルクシェイク
などをご賞味頂きながら市街地を巡っていきます。

-ローカルマルシェ
-ラトリエ・グルマン（パティスリー）
-ル・グラシエ・アモリーノ（アイスクリーム屋）
-ショコラモラン/トントン・ジュール（チョコレート屋）
-ル・カップケーキマニア
-ル・バー・ア・レ（ミルクシェイク屋）

ツアーに含まれるもの：それぞれの場所につき1試食
料金 : 15.000 XPF / お一人様
ツアー時間： 4時間



ヌメア散策
とその周辺観光

キングオブザロードとダンベア

刺激的な1日を体験するのに、このオプショナルツアーはとてもおすすめです！パイタに
あるゴーカート場の急カーブを物凄い速さで駆け抜け、鳥肌ものの体験をしてみませんか。
ツアーの締め括りには、ダンベアにて水遊びをお楽しみ頂けます。

ローカルマルシェ
FOLの丘
360度見渡せる展望台
ナクタコイン・ゴーカート場
ダンベア川

ツアー料金に含まれるもの：ゴーカート10分 + お一人様につきサンドイッチ1個 + 1ドリンク
料金：15.000 XPF / お一人様
ツアー時間： 7時間

南部探索

この1日エクスカーションは、手つかずの自然が残る美しい風景を堪能するのにもってこいの
ツアーです。青々とした畑、赤土、滝、エメラルド色のリビエール・ブルー、青い湖などなど。
きっとこのツアー中に見られるすべての風景に魅了されることでしょう。

ムイランジュ展望台
ヤテ湖
ヤテ・ダム見晴台
ヤテの村を臨める展望台
ワディアナの滝（水遊びも可能です）
ペンションＩＹにてローカルランチ

ツアー料金に含まれるもの：ペンションＩＹでのランチ
料金 : 18.000 XPF / お一人様
ツアー時間： 8時間



ヌメア散策
とその周辺観光



周遊ツアー

GRAND TOUR NOUMEA ヌメア・グランドツアー
チバウ文化センターにて45分、動植物森林公園にて45分立ち寄りの後、Mobilis電波塔からの360

度の展望を望み、フォーブール・ブランショ地区とコロニアル建築様式の家々を通過、ヌメア市
内のマルシェに30分立ち寄ります。、その後ヌーヴィルの議事堂や旧刑務所を通過したあと（立
ち寄りなし）、クエンデュ・ビーチの丘にて15分のパノラマ写真撮影。その後再びヌメアに戻り、
45分間水族館を見学した後ホテルまでお送り致します。

料金：15,000XPF/お一人様
料金に含まれるもの：チバウ文化センターおよび動植物森林公園、水族館入場料
ツアー所要時間：5時間

LE SUD 南部ツアー
まずは軽食を購入するためスーパーに立ち寄ります。その後モン・ドールの源泉にて水を汲みヤ
テのダム湖へと向かい、そこでは湖に沈んだ森の写真を撮影します。ヤテの村では教会を見学、
その後Goroの部族の住む村で休憩。写真撮影でマデレーヌの滝に立ち寄りますが、そこでの水遊
びは禁止されています。そのため1km先にあるNetchaキャンプ場へ。そこで1時間のランチ休憩＆
水遊びをお楽しみください。その後はヌメアに戻ります。

料金：15,000XPF/お一人様
料金に含まれるもの：滝エリアとNatchaエリアの入場料
ツアー所要時間：7時間



周遊ツアー

HIDDEN OASIS 隠れたオアシス
このツアーは南部へ向かいます。まずスーパーで軽食を購入した後、モン・ドールふもとの沿岸
沿いを進み、バロン・ドレ、プリュム、源泉へ。その後4輪駆動車にて鉱山地帯を25分間に渡って
進んで行きます。露天採掘鉱区の潅木地帯に美しい水穴が現れます。そこでは、ピクニックをし
たり、透き通った水の中でリラックスしたり、小さな滝で自然のマッサージをお楽しみ下さい。
（このツアーは、天気の良い日に限ります。）

料金：12,000XPF/お一人様
料金に含まれるもの：移動費、ガイドサービス料
ツアー所要時間：7時間

BOURAIL ブーライユ
ブルーパリを通過し、ラ・フォアにていったん写真休憩。Margueriteの橋、モワンドゥ、ブーライ
ユへ。 Tortues（亀）湾にある« Bonhomme »に15分立ち寄り、La Poeのビーチへと向かいます。
そこでは、目の前にブルーラグーンが広がるビーチでお寛ぎ頂いたり、スナック « Némo »にてラ
ンチをお取り頂くなど2時間のリラックスタイムをお楽しみください。休憩時間の後は、部族の村
長に会いにBoégaoへ。生贄のテーブルの前で彼らの文化慣習をお聞きします。ブーライユの素晴
らしい眺めを望める小高い丘の上で彼から人食いの風習儀式や、カナックのお金についての説明
などを受けます。その後はPothéやAzareuという部落に向かい、その後シェラトンホテルに立ち寄
りヌメアに戻ります。

料金：22,000XPF/お一人様
料金に含まれるもの：移動費、ガイドサービス料、

※ランチやお飲み物代はツアー代金に含まれておりません。（スナックでお召し上がりになられ
る場合は約2,500XPFほどの料金が掛かります。）また慣習の説明を受けるのにお一人様
1,000XPFが別代金で掛かりますことを予めご予定ください。
ツアー所要時間：9時間



周遊ツアー

PARC DES GRANDES FORGERES 巨大シダの生息する公園
ブルーパリを抜け、ラ・フォアの橋を見学した後ファリノへ向かいます。そこでは、カグーを探
して3～5時間巨大シダの生い茂る公園内を散策します。（または、その代わりにDogny高原への
登山も可能ですが、難易度は非常に高めです。）その後、サラメアにあるホテル・エヴァジオン
にて下車、そこでは川遊びでリフレッシュが可能です。その後ヌメアに戻ります。

料金：15,000XPF/お一人様
料金に含まれるもの：公園内の入場料、移動費、ガイドービス料
ツアー所要時間：9時間

HIENGHENE TOUR ヤンゲンツアー
ブルーパリ、ラ・フォア（Margueriteの橋にて写真休憩）、モワンドゥ、ブーライユを通り、この
日はコネまで移動します。コネの宿は、ホテルまたは住民宅のいずれかを選択できます。翌日の
早朝、オプションでULMのフライトにてラグーンやVohのハート型のマングローブ、巨大な水穴
（世界で二番目の深さを誇ると言われています）、VKP（Voh、Koné、Pouembout）を上空から
お楽しみ頂く遊覧ツアーへのご参加も可能です。2日目は、東海岸沿いをヤンゲンまで進みま
す。 « Poule »岩の前で停車、ランチ休憩を致します。ヤンゲンの宿はホテル、または部族のお宅
のどちらかをお選びください。3日目はさらに東海岸を南下し、ポワンディミエ、ポネリホウエン、
ホウエロウの村を通り過ぎていきます。ポロを通り過ぎると、ホテル・エヴァジオンがあり、そ
こではヌメアに戻る前に水遊びをお楽しみ頂けます。

最小催行人数：2名様
料金：お泊り頂く宿によって異なりますのでお問い合わせ下さい。
※お一人様につき、500XPFを追加料金をお支払い頂きますと、ツアー中3Gのご利用が可能とな
ります。
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周遊ツアー

ヌメア市内観光（森林公園またはチバウ文化センターのいずれかをお選びください）

9,500XPF／お一人様

午前9時にホテルをご出発。ヌメアの主要観光地を巡るツアーで、マルシェ、ココ

ティエ広場、大聖堂を周ったあと、森林公園（乾燥した森林内に暮らすニューカレ

ドニアを象徴する鳥、カグーに出会えます。）、またはチバウ文化センター（カ

ナックの文化や歴史を学びます。）を訪れます。プロムナード・ピエールベルニエ

を通過し、ヌメアを見渡せるウアントロの丘からの眺望をお楽しみ頂きます。お戻

りは14時頃となります。

南部地方へのツアー

16,500XPF／お一人様

7時45分にホテルを出発し、ニューカレドニアの南部へ向かいます。

選択1ː ヤテ湖のダムを訪れます。自然にできた青い穴と呼ばれる場所まで20分ほ

ど歩いて向かいます。そこでは水浴びしたり、のんびりとお寛ぎ頂けます。

選択2ː リビエールブルー州立公園：苔のはえる森、鉱山のある灌木地帯、カオリ

の巨木、肉食性植物、カグーやノトウ鳩などの固有種の棲む場所を訪れます。公園

の後は、ヤテ湖ダムに行く前に展望ポイントにご案内致します。

→ご予約時に選択1または選択2のいずれかをご選択ください。以下はどちらも共

通です。

その後、ヤテ湾を見渡す小高い展望台まで行った後、海沿いにあるレストランにて

ローカル料理のランチを頂きます。午後は、ワンディアナ滝や、歴史のあるプロ

ニーの古い村を訪問し、ゴロ鉱山を見学します。16時30分頃のお戻り予定。※赤土

で湿気の多い地域ですので、汚れてもいい服装、動きやすい恰好でご参加下さい。

また、川遊びされる方は水着着用にてご参加下さい。



周遊ツアー

ラグーンツアー

22,000XPF／お一人様

7時30分にホテルをご出発。45分程の距離を移動しパイタに到着します。

そこで軽いご朝食。その後はボートにてリーフとターコイズ色のラグーン

を周遊します。シュノーケリングにて海の世界をお楽しみください。海亀

にも出会うことができるかもしれません。

その後は、パラダイスのような小島へ。そこで海辺でのバーベキューラン

チをお取り頂きます。午後はフリータイムとなりますので、ご自由にお楽

しみ頂けます。お戻りは16時30頃。

ブーライユ地方へのツアー

25,000XPF／お一人様

7時30分にホテルをご出発、ブーライユ方面へと向かいます。ニューカレ

ドニアの西部の特色ある風景のひとつ、だるま岩をご覧頂き、美しいター

トル湾を訪れます。ランチはラグジュアリーなレストランにてお取り頂き

ます。午後は、ポエ海岸の白い砂浜とターコイズブルーの海をシーカヤッ

クでご堪能下さい。または、ニューカレドニアで最も美しいとされるゴル

フ場にてゴルフをお楽しみ頂くことも可能です。（ゴルフ料金はツアー代

金には含まれておりません。）17時頃ホテルにお戻りとなります。



チューチュートレイン

チューチュートレインは、ヌメア観光ではずせないアトラクションの一つです。

チューチュートレイン（オープンウインドウのミニトレイン）でヌメアの歴史地区
や見どころを散策してみてください。経験豊かなガイドが、コロニアル風の素晴ら
しい家々、植物の生い茂る公園、そして息を飲むような展望など2時間にわたって
添乗、ご案内致します。ヌメアでも古くから存在するフォブール・ブランショ地区
を通り過ぎ、市街地や海を眺望できる美しいウアントロの丘や南太平洋のノートル
ダムの丘の頂上にお連れいたします。
訪れる場所の順番は、交通渋滞を避けるように設定するためその都度違います。ご
希望であれば、ココティエ広場で降車することも可能です。

ツアーは、フランス語と英語の二か国語でのご案内、見晴らしのよい4箇所に立ち
寄ります。

チューチュートレインの出発はパルムビーチのLe Faré前より、月曜日は10時、水曜
日と土曜日は15時出発となります。

ツアー時間： 2h00

大人料金： 2.000 XPF –子供料金 (12才以下)： 1.000 XPF



チューチュートレイン



ブーライユ・エクスカーション

ブーライユは、夢のような場所が点在し、沿岸沿いの風景は多様性に富んでいます。打ち付ける
波によって作られたボンノムという名の岩、ポエとそのビーチ、他にはない数々の美しい景観、
ゴージャスな複数の湾・・・
ブーライユは、深い低木林が迎えてくれる美しい景勝地としても知られています。20世紀初頭か
ら続く農業共進会主催の地元のお祭りでは、伝統的な農家の生活に現代文化がミックスされた独
特の雰囲気を味わうことができます。そこはあなたにまるでニューカレドニアの田舎を訪れたよ

うな気分にさせてくれることでしょう。ご家族やご友人と是非お越しください。ブーライユでの
忘れがたい思い出を作る素敵な時間をお約束します。

2008年にユネスコ世界遺産に登録されたブーライユの素晴らしいラグーンと近隣の小島を巡るツ
アーをご提案いたします。
白砂の美しいビーチや潜るのにも最適な透き通った海を楽しめます。
下記、ブーライユ散策の二つのおススメツアーをご紹介します。

・ブーライユワンダーディスカバリー・ツアー: トントゥータやブーロウパリ地方を通り過ぎ、道
中のラ・フォアにてカフェ休憩を致します。そこでは、ラ・フォアの村を探索したり、カナック
の残した彫刻などを見ることができます。その後、フォート・テレンバ（19世紀に建設された古
い牢獄）にも立ち寄ります。このツアーのハイライトは、ポエのビーチで過ごしながら« La 

Roche Percée »と呼ばれるその驚くべき自然の地形を観察することです。ランチは、村にあるレ
ストランにて多彩なローカル料理をお楽しみ頂けます。帰りの道中では、第二次世界大戦で戦没
したニュージーランド人墓地に立ち寄ります。
このツアーには観光地のすべての施設入場料が含まれます。
料金： 16.000 XPF/ お一人様

・ワンデー・エコツアー: こちらは主に海で過ごすツアーで、この一日観光ツアーには、ホテルか
らの送迎、ミニバスでのブーライユ・ビーチ訪問、お飲み物とすべての食事が含まれます。ここ
ではリラックスしながら海洋保護区に指定された小島を探索してみてください。
ツアーの最中には、海亀の住む湾や、海側から眺めるBonhomme de la Roche Percéeにも立ち寄
ります。運が良ければ、海を泳ぐイルカや海亀にも出会えるかもしれません。
このツアーには送迎、飲み物、行程中のすべての食事が含まれます。
ヌメア出発 (07h00) -ヌメア戻り (17h30). 大人 : 17.500 XPF /お一人様
子供 (12才以下) : 9.450 XPF /お一人様



ブーライユ・エクスカーション



四輪駆動車での探索

道なき道を探検してみよう！フル装備のトヨタ・ランドクルーザーに乗り込んで、四輪駆動車で

しか行けないようなニューカレドニアの未開の地を行くオリジナリティー溢れるコースを是非ご
堪能ください。トゥタジムット号に乗って素晴らしい眺めの展望を楽しんだり、原始のままの風
景を残す大自然の中を駆け巡ることができます！プライベート、もしくは小グループにてご予約
を承っております。このツアーは、旅慣れた方にも大変ご満足頂ける質の高いサービスです。

南部地方のオフロードを行くツアー

The great tour (9h - 250 km)

きっと期待以上のツアーを体験できることでしょう。このツアーは四輪駆動車にて”忘れられた海
辺”の入口や南部の自然がそのまま残る地域に行くことができます。そこでは、ひとけのない天国
のような海辺で先住民達による伝統的なランチをじっくり味わうことができます。穏やかな海と
塩をおびた海水・・・その風景はきっといつまでも忘れることがないでしょう。ゴロのラグーン
、ワディアナの滝、ヤテの入り江・・・これだけ変化に富んで魅了される地形の連続に、私達は
いったいどこに視線を向けたらいいのかわからなくなるほどです。東海岸を行くと、この地で先
住民がどのような生活を送っているのかを垣間みることができるなど、きっと始めてみる光景が
広がっています。
料金： 2～3名様 24.000 XPF/ お一人様

4～6名様 20.000 XPF/ お一人様

The Essential (6h - 150 km)

南部の美しい光景を効率良く隈なく見てみたいという人にお勧めのツアー。オークル色と野生の
色の中を通り抜ける小旅行に出かけましょう。プロニー監獄の歴史を見たり、古い鉄鉱山の剥き
だしになった土地を四輪駆動車で駆け抜けたり、美しいマデレーヌの滝を眺めたり、湖から流れ
る川岸で足だけ水につかったピクニックを楽しんだり、ヤテ湖沿いのカーブを四輪駆動車で行く
道のりを堪能したり。美しく輝く光の遊びをお供に・・・。このツアーでは多くの忘れがたい
美しい場所を駆け巡ることができます。
料金： 2～3名様 18.000 XPF / お一人様

4～6名様 15.000 XPF / お一人様

The Exclusive (7h – 150km)

フル装備の四輪駆動でリビエールブルー公園を探訪できる特別なツアーです。このツアーでは、
珍しい場所や手つかずの大自然を巡ることができ、その公園内で出会う動植物にきっと目を見張
ることでしょう。また、美しいリビエールブルーを堪能しながら太古の自然の真っ只中でピクニ
ックを楽しむことができます。
料金： 2～3名様 19.000 XPF / お一人様

4～ 6名様 15.000 XPF / お一人様
※このツアー料金に含まれるもの：ヌメアからの四輪駆動車交通費、ドライバー/ガイド、
ピクニック、公園入場料、保険、シャトーロワイヤルまでのご送迎



四輪駆動車での探索



ゴルフ
ダンベア ＆ デヴァ

ダンベア・ゴルフ場
ヌメアから25分のところにあるダンベア・ゴルフ場は、山と川の緑が美しい宝石箱のような場所
です。75ヘクタールを有し、そのコースは素晴らしい景観と質の高いゴルフを求める人に驚きと
感動を与えることでしょう。平均スコア72、総距離6,279mのこの平坦なコースには多くの好条件
を備えています。最初の9ホールには、複数の障害物が存在するため主にテクニックを要し、最
後の9ホールは器用さが要求される変化に富んだコースとなっています。

• 9/18 ホール
ホテルピックアップ＋ゴルフ場までの往復送迎＋コース使用料＋ミネラルウオーター1本
平日料金 : 6,800 XPF/お一人様
週末料金 : 8,800 XPF/ お一人様

• 9/18 ホール +

ホテルピックアップ＋ゴルフ場までの往復送迎＋コース使用料＋トランドラー＋クラブ セッ
ト＋ミネラルウオーター1本
月～金曜日 : 7,800 XPF/ お一人様
週末料金 : 9,800 XPF/ お一人様

ホテルピックアップ＋ゴルフ場までの往復送迎＋コース使用料＋ゴルフカー（ご利用者様がお一
人様の場合は1,600XPFの追加料金が掛かります）＋クラブセット＋ミネラルウオーター1本
月～金曜日: 8,900 XPF/ お一人様
週末料金 : 10,900 XPF/ お一人様
※往復送迎 + ゴルフカーのみご利用のゴルフはされない方の料金 : 3,700 XPF

デバ・ゴルフ場
ダイ・デザインがオセアニアで初めて手がけたこの素晴らしいゴルフ場でプレーしてみませんか
。ラグーンの透明な水とデバ所有の森に囲まれた素晴らしい環境にあり、カントリークラブの雰
囲気。プロフェッショナルな方でも初級者でもきっとご満足頂けることでしょう。

•18 ホール
ホテルピックアップ＋ゴルフ場までの往復送迎＋コース使用料＋ゴルフカー（ご利用者様がお
一人様の場合は1,600XPFの追加料金が掛かります）＋クラブセット＋ミネラルウオーター1本

平日 : 19.800 XPF/お一人様
週末料金 : 21.500 XPF/ お一人様



ゴルフ
ダンベア ＆ デヴァ



アメデ灯台

澄んだトルコ色の水、白砂に囲まれた熱帯海洋保護区にあるアメデ灯台は、ただただ天国のよう
な場所と言えるでしょう。催行会社Mary Dの運営するボートでヌメアからたったの40分移動する
だけで、ココナッツツリー、白砂のビーチ、人々の生きる喜びの恩恵を享受したこの南太平洋の
雰囲気の中で海水浴を存分に楽しむことができます。

アメデ灯台は、フランスで初めて作られたメタル製の灯台で、その独特の歴史背景によって他の
灯台とは区別されています。ヌメアから24km離れた場所に位置するこの灯台は、56mの高さがあ
り、この400mｘ270mの小さな島を見下ろしています。247段の鋳鉄製の階段を上り切り、、塔の
頂上まで行けば素晴らしいパノラマがあなたをお待ちしています。

アメデ灯台の一日観光ツアーに含まれるもの：

•ホテルからの送迎
•ウェルカムカクテルのサービスとトロピカル・ブッフェを取った後、南太平洋のダンスショーを
お楽しみ頂きます。南太平洋の島々のダンサー達による« Tamuré（タムレ） » をご鑑賞いただき
ます。
•食事中の赤、ロゼ、白ワイン
•グラスボートツアー、ヌメア水族館のボランティア・スタッフによる説明付き
•パレオ着付けショー
•ココナッツツリー登りショー
•世界で最も小さい郵便局
•お土産屋さんでTシャツ、絵葉書やパレオなどご自由にお買い物できます。
•ドリンクをお求めの場合はバーでご注文頂けます（ランチには含まれておりません）
•太陽と白い砂浜、ビーチチェア、デッキチェア貸出（無料）
•お子様専用の遊び場
•お土産屋さんは毎日営業しております。
•フィン、シュノーケリング用マスクとチューブのレンタル（1,000XPFのデポジット制）
•パドルボードのレンタル（※ツアー料金には含まれておりません）
•その他、島周辺の海と陸の動植物の観察
•モーゼル湾を8時30分に出発、お戻りは17時になります。（夏期間）。※冬にあたる季節は16時
30分のお戻りとなります。

大人料金 : 17.300 XPF 

シニア料金 : 15.100 XPF 

16才～25才: 14.000 XPF 

子供料金 (5才～15才) : 9.600 XPF 

子供料金 (1才～4才）: 4.300XPF



アメデ灯台



タクシーボート
カナル島

ラグーンを容易に散策するには、タクシーボートが便利です：タクシーボートは、カナル島やメ
トル島など近郊の島々に行くシャトルボートのサービスです。

カナル島

ビーチ：風の影響を受けにい場所にあり、何もしないリラックスした極上の時間を過ごすための
デッキチェアやパラソルはご自由にご利用頂けます。より快適にお過ごし頂くためには4人まで収
容可能なプライベートサロンのある伝統的なファレ（あずまや）を一日レンタルするのがよいで
しょう。このサロン付きのファレをご利用するには事前にご予約が必要です。それに対し、普通
のデッキチェアのご利用は事前予約は必要ありません。ここは、リラックスした休息のために存
在する場所です。

水中散歩コース（シュノーケリング用）：島とその周りの水中散歩コースはユネスコ世界遺産に
登録された海洋保護区に指定されています。この島のスタッフは、ニューカレドニアの宝のひと
つであるこの島の自然を保護するために自然環境センターと協力しながら業務をこなしています
。水中散歩コースでは、素晴らしい海中動植物に出会え、カレドニアンラグーンの豊かな恵みを
発見することができます。シュノーケリングセットをお持ちであれば、海中に設置された散歩コ
ースを進むだけで簡単に楽しむことができます！シュノーケリングセットは有料で貸し出しが可
能です。週末と祝日に限り、自然環境センターのボランティアスタッフが彼らの情熱とそこに生
息する動植物の知識を皆さまとシェアするために駐在しております。

レストラン：伝統的な建築様式（伝統的な大きなファレ、カナック人アーティスト、ティモテ・
ネンバによる広範囲における彫刻）で作られたレストラン、Le Faré de l'îleは、喜びと休息のムー
ド溢れる洗練された雰囲気のなかでのんびりと食事を楽しみたい人にお勧めです。美味しい網焼
き料理や、多彩な軽食をお選びいただけるア・ラ・カルトメニューがご用意されています。11時
から15時30分まで年中無休で営業。ご予約は必要ありません。

屋外ミュージアム：アートは島に立つ避難小屋で見ることができます。自然のど真ん中に位置し
、オセアニアの40人の芸術家たちが、それぞれの作品を展示しています。屋外ミュージアムでは
、伝統アートと現代アートを通じて多用な芸術の影響を受けた作品たちを目にすることができま
す。

ナイト・パーティー：記念日のお祝い、結婚式、会社の会合、友人同士のパーティーなど、プラ
イベートのナイト・パーティーを主催することが可能です。350人まで収容可能、またご要望に応
じて美味しいメニュー料理も準備可能です。

タクシーボート往復: 1.500 XPF/お一人様



タクシーボート
カナル島

TRANSFER GO / RETURN（タクシーボート送迎往復）
往復送迎料金：1,500 XPF／大人（12歳以上～）、1,200 XPF／お子様（5歳から11歳まで）5歳未満のお子様は無料で

す。

SNACK EXPRESS（スナック・エクスプレス）
・このパッケージには、タクシーボートの往復送迎とスナック（ソフトドリンク一杯、チーズバーガーまたはクロッ
クムッシューのいずれか、コーヒーまたは紅茶）が含まれています。
・このパッケージは、日曜日と祝日以外のご利用が可能です。
・このパッケージの料金は、大人1名につき3.800 XPF、5歳から11歳までのお子様は3.050 XPFとなります。※5歳未

満のお子様はタクシーボート送迎は無料となりますのでパッケージ料金はございません。お食事等必要な場合は現地
にてお求めください。

THE EXPRESS FILAO（エクスプレス・フィラオ）
・このパッケージには、タクシーボートの往復送迎とランチ（ソフトドリンク一杯、チキンウォッまたは半焼きマグ
ロのいずれか、コーヒーまたは紅茶）が含まれています。
・このパッケージは、日曜日と祝日以外のご利用が可能です。
・このパッケージの料金は、大人1名につき5.400 XPF、5歳から11歳までのお子様は4.650 XPFとなります。※5歳未

満のお子様はタクシーボート送迎は無料となりますのでパッケージ料金はございません。お食事等必要な場合は現地
にてお求めください。

DISCOVERY PACKAGE（ディスカバリーパッケージ）
・このパッケージには、タクシーボートの往復送迎、デッキチェアとパラソルのレンタル、ランチ（ソフトドリンク
一杯、レストランメニューの中から1プレートの選択、コーヒーまたは紅茶）が含まれています。・このパッケージ
の料金は、大人1名につき8.000 XPF、5歳から11歳までのお子様は7.250 XPFとなります。※5歳未満のお子様はタク

シーボート送迎は無料となりますのでパッケージ料金はございません。お食事等必要な場合は現地にてお求めくださ
い。



タクシーボート
カナル島



ラグーンを容易に散策するには、タクシーボートが便利です：タクシーボートは、カナル島やメ
トル島など近郊の島々に行くシャトルボートのサービスです。

メトル島

アンスバータ地区から数キロメートルのところに位置する島。カナル島やメトル島
は沢山の魚が生息する200ヘクタールの海洋保護区の中心にあります。

満潮の際には、島を囲む白砂のビーチを眺めながら泳ぐことができます。

ダイバーは、海に生息する色彩豊かな珊瑚や魚たちに魅了されることでしょう。リ
ーフでは、透き通ったラグーンに棲むエイ、小さなサメ、海亀などの様々な海洋生
物が棲む場所まで潜ることができ、その息をのむ美しさに感嘆することでしょう。
もちろん、海辺で寛ぐのにも最高です。

またメトル島は、カイトサーフィンをするのにも最適な場所です。どんなレベルの
方でも楽しむことができますが、1,800mにも及ぶ環礁はとりわけ初級者に向いてい
ます。

メトル島にあるバー、プール、レストランは、島にご滞在中ご自由にお使い頂けま
す。

基本的なマリンスポーツができるよう、異なるマリングッズのレンタルが揃ってい
ます。ジェットスキー、浮き輪、ウェイクボード、脚ふみボート、カヌー、パド
ル、シュノーケリングセット、などなど・・・。

タクシーボート往復： 3.000 XPF/お一人様

タクシーボート
メトル島



タクシーボート
メトル島



タクシーボート
メトル島 –ゴエラン島 – シニアル島

ラレニエール島・・・

週末のみ催行のツアー

ラレニエール島やシニアル島へは土・日曜日の週末のみ割引料金でタクシーボートをご利用頂け
ます。
出発 09h30 終了 17h00

4.000 XPF/ 大人お一人様 2.500 XPF/ 子供お一人様 (2才から12才まで)

ゴエラン島

ヌメアから25分のところに位置するゴエラン島は、産卵時期にやってくるアジサシ鳥の群れを保
護するため1995年に海洋保護区として指定されました。島は11月1日～2月28日まで入島禁止とな
ります。ゴエラン島はとても小さく緑も少ないため、日陰も少ししか存在しません。そのため、
島に行く際には帽子と日焼け止めをお忘れなく。カイトサーフィンやウインドサーフィンの練習
をするのに適した島。またサンゴ礁の広がるトルコブルーの広大なラグーンは、シュノーケリン
グをするのにも最適です。
3.000 XPF ～7.000 XPF ※タクシーボートに乗船される人数によって料金が異なります。

ラレニエール島

ヌメアから30分のところに位置するラレニエール島に行くには、ヌメアからのアクセスが可能で
す。この島には、ラグーン上にポンッと置かれたような島で、バーベＱが可能なファレのある野
営地が整備されています。しかし島には木は存在しておりませんので、ラグーンに存在する他の
小島と同様、炭を各自持参する必要があります。
カイトサーフィンやウインドサーフィンをするのに適した場所でもあります。もちろんシュノー
ケリングをするにも最高ですが、島の北側はかなり深くなっています。
3.000 XPF ～7.000 XPF ※タクシーボートに乗船される人数によって料金が異なります。

シニアル島

ヌメアから35分のところに位置するシニアル島。その島は、ダンベアパスからさほど遠くないと
ころにある島です。南部のラグーンの中では、一番広く森に覆われた島で、多様な海洋生物が見
られる名所となっています。また、そこに生息する固有の植物は、南の島に見られる共通的なも
のではあるものの、その乾燥した森の存在はとても特異なものと言えるでしょう。島ではキャン
プをすることもできますが、バーベＱできる場所やファレなど整備された領域のみ可能となって
おります。海洋鳥の巣を保護するためにそれを避けて整備されたコースもあり、島の内部探検や
乾燥した森、灯台の残存物などを見ながらちょっとした散歩を楽しむことができます。
3.500 XPF ～8.000 XPF ※タクシーボートに乗船される人数によって料金が異なります。



タクシーボート
メトル島 –ゴエラン島 – シニアル島
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テーマ別
ボートエクスカーション

はえ縄漁
平日の半日のみ、ヌメアから数分のところでヒメジを釣るはえ縄漁を体験見学することができま
す。島の美しさを発見するのにもとても良い方法です。 風が吹く前の午前中が好ましいが、天
気の良い日の夕日が傾く時間帯もとてもお勧めです。必要な道具は貸し出し致します。
料金： 7.000 XPF ～/お一人様

サーフィン
20箇所以上のサーフィンスポットにお連れ致します。スキッパ―でもあるサーフィンのスペシャ
リストが、主に平日の1日、または半日コースのいずれかで忘れがたいセッションを伝授いたしま
す。何日か小島でキャンプしたり、あるいはエキゾティックな宿に泊まりながら«surfaris（サ―

フィンとサファリを組み合わせた造語） » をすることも可能です。ハイクオリティーのサーフィ
ンボードも貸し出し致します。料金： 8.000 XPF ～/お一人様

シュノーケリング
穏やかで静かな海ゆえにシュノーケリングを楽しむことができます。それだけではありません、
その海の豊かさにも驚かされることでしょう。スキッパ―は、あなたのレベルに応じた多数の異
なるシュノーケリング・スポットに連れて行ってくれます。バリアリーフのある島では、ピクニ
ックや休息をしたりすることもできます。シュノーケリングの装備の貸し出しも可能です。ラレ
ニエール島では12時から15時の間休憩いたします。料金： 8.000 XPF /お一人様

Ndua岬
Prony湾（ヌメア南部から45分）から出発し、異なるいくつかの湾を船で通り過ぎて行きます。
そのあと待っているのは、まばゆいばかりのパノラマを眺望できるN'dua岬の頂上へ徒歩で行くエ
クスカーション（30分）。頂上からは、Boisé港、Goroの灯台、Merle保護区、イル・デ・パン、
Havanna海峡、Ouen島・Canal Ouidin島など5つの島、Prony湾などが見渡せます。ハイキングの
後は、Bonne Anseにボートで向かい、美しいビーチでランチを取ります。ランチの後は、再び船
で海洋保護区内にあるCasy島を訪れます。ツアーの最後には、船で穏やかに川の奥地へと進んで
行き、温水の沸き出る源泉地へと向かいます。
料金： 7.500 XPF ～/ お一人様

ホエールウォッチング・一日観光
7月から9月末にかけて、もっとも美しい光景のひとつである自然のハイライトを目にできるかも
しれません。※必ず出会えるというわけではありませんので予めご了承ください。
◆一日観光： Somme湾を9h00に出発し、15h00に戻って参ります。鯨類に近づいて観察したり、
ガイドの説明を聞いたりします。ランチは海洋保護区にも指定されているCasy島でお取り
頂きます。
3,500XPF/お子様（1才～3才） - 7,000XPF/お子様（3才～12才）
8.500 XPF /お一人様 (最少催行人数6名) - グループ料金 ( 10,11名様) 7.000 XPF /お一人様
※上記は平日料金です。週末料金はお問い合わせください。



テーマ別
ボートエクスカーション

一日小島周遊ツアー
タクシーボートにて、効率よくできるだけ多くの小島を周遊する一日のツアーです。

メトル島、ゴエラン島、アメデ島ツアー
-メトル島: 9h15到着 10h00出発
45min自由時間 (徒歩で散歩)

-ゴエラン島: 10h15到着 11h00出発
45min自由時間 (徒歩で散歩)

-アメデ島: 11h30到着 15h00出発
4h30  (ランチ、徒歩で散歩、島周辺をシュノーケリングにて散策）
料金:  7.000 XPF ～/ お一人様

シニアル島、ラレニエール島, メトル島
-シニアル島: 9h30到着 11h00出発

1h30 (徒歩で散歩、島周辺をシュノーケリングにて散策）
-ラレニエール島: 11h15到着 13h30出発

1h45  (ランチ、徒歩で散歩,、島周辺をシュノーケリングにて散策）
-メトル島: 14h00到着14h45出発

45min (徒歩で散歩)

料金:  8.000 XPF ～/ お一人様



ホエール・ウォッチング

暦上こちらの冬にあたる7月から9月の間、ニューカレドニアのラグーン

南部においてザトウクジラの群れの生息に出会えるかもしれません。ダ
イナミックな動きを見せてくれる彼らを見つけ、近づいて観察できる絶
好の機会となります。

ザトウクジラは回遊生活を送ることで知られています。南極の近くで夏

の間捕食をした後、冬になると温かい海域まで移動し、ニューカレドニ
アの美しいラグーンにおいて繁殖や出産をします。ザトウクジラの群れ
を観察するため、カタマランに乗って彼らの生活をリスペクトしながら
も安全に近づくことができます。
南部地方において特別な許可を得たスキッパ―達が研究者と協力して働
いています。

年中無休。ヌメアから6h30に出発、18h頃にお戻りの一日ツアーをご提
案しています。

料金

月曜日～金曜日：
-大人: 9.500 XPF /お一人様
-子供 (3～12才): 8.500 XPF /お一人様

土曜日・日曜日
-大人: 11.000 XPF /お一人様
-子供(3～12才): 10.000 XPF /お一人様



ホエール・ウォッチング



グループ
カタマラン・トリップ

世界でも最も美しいとされるラグーンをカタマランで探索してみませんか。

毎週水曜日、南港（オルフェリナ湾）からのご出発となります。海の散策をグループで楽
しんでください。特別な時間を体験できることでしょう。

グレートバリアリーフ、アメデ灯台、そしてシニアル島付近を周航します。

料金：参加されるグループの人数によって異なります。アクティビティーデスクにてお問
い合わせください。
催行日：毎週水曜日/ご出発8時、お戻り16時



グループ
カタマラン・トリップ



ボート散策
ヌメアとその周辺の小島

ヌメア周辺の島々を散策するのに、異なったボートでのエクスカーションをご提案致します。
ラグーンクルーズのスペシャリストであるスキッパ―が、あなたのお好きな時間、島やその周辺
をご案内させて頂きます。カタマランもしくはモーターボートのいずれかお好きな船をお選びく
ださい。
シャトーロワイヤルの桟橋からご出発、サーフボード、カイトサーフボード、フィン、シュノー
ケリングセット、カヌーなどのお持ち込みも可能です。是非この機会に、世界でも最も美しいと
されるラグーンを散策してみましょう。そこには、海洋生物や透き通った水、そしてちょっと深
いところではちりばめられた珊瑚があなたをお待ちしています。

カタマラン散策
•2時間: ヌメアとその周辺の島々を帆船で周遊する
• 26.000 XPF～ (乗船料 + スキッパ―)

•4時間（1ヵ所の島への立ち寄り時間を含みます）: メトル島かカナル島、またはゴエラン島の一
島に立ち寄ることのできるラグーン散策です。※立ち寄る島をお選びください。
• 50.000 XPF ～ (乗船料 + スキッパ―)

•1日 (8時間) （2ヵ所の島への立ち寄り時間を含みます）:カナル島、メトル島、ゴエラン島、シニ
アル島、ラレニエール島、アメデ島のうちお好みで 1島、もしくは2島に立ち寄りながら美しいラ
グーンでの一日をお楽しみください。

97.000 XPF～ (乗船料 + スキッパ―)

タクシーボート散策
•2時間（1ヵ所か2ヵ所の島への立ち寄り時間を含みます）: お好みでメトル島もしくはカナル島の
1島か2島に立ち寄りながら、ラグーン散策をお楽しみください。
•19.800 XPF ～ (乗船料 + スキッパ―)

•4時間（1ヵ所か2ヵ所の島への立ち寄り時間を含みます）：お好みでメトル島、カナル島、ゴエ
ラン島、シニアル島、ラレニエール島のうち1島もしくは2島に立ち寄りながら、ラグーン散策を
お楽しみ頂けます。

37.100 XPF～ (乗船料 + スキッパ―)

•1日 (8時間) (2ヵ所の島への立ち寄り時間を含みます）お好みでカナル島、メトル島、ゴエラン島
、シニアル島、ラレニエール島、アメデ島のうち1島もしくは2島に立ち寄りながら一日、世界で
最も美しいと言われるラグーン散策をお楽しみください。
•75.500 XPF～ (乗船料 + スキッパ―)



ボート散策
ヌメアとその周辺の小島



ヨット”イルエ”

イルエの乗船へようこそ、イルエはニューカレドニアでのチャーターヨット公認のラグジュアリ
ーで独自のヨットです。2003年にイタリアの造船グループ、フェレッティによって製造されたこ
の船は、快適な海の旅をお約束する2つのMTUモーターを搭載しています。ゆったりとした快適な
船内に、きっとご満足頂けることでしょう。味ミッシェル・ボネ船長と乗組員は、ご滞在中の忘
れがたいひとときをお過ごし頂くためのお手伝いをさせて頂きます。リラックスしながら、カレ
ドニアンラグーンの透き通った美しい海をご堪能できる極上のプライベートクルーズをこの機会
に是非お楽しみください。

忘れがたい経験
プロフェッショナルな乗組員が、それぞれの行程において皆さまのケアをさせて頂きます。
デッキ上での日光浴、そして最上級のシャンパンや新鮮なトロピカル・フルーツカクテルを楽し
み、洗練されたワインセレクションと共に当シェフの美味しい料理を味わってみてください。
小島での5つ星ピクニックをご希望ですか？もちろん可能です。
フィッシング、アプネア、ダイビング、パドル、カヤック、あるいはウェイクボード、お客様の
ご希望に応えるこれら数々のアクティビティーなど、オーダーメードのクルージングをお楽しみ
ください。

思い出に残る数々の体験を・・・
•ラグーン： 1,600kmのバリアリーフ、ユネスコの世界遺産に登録された水温22℃から30℃の面積
24,000 km² にもおよぶ透明な海は、ダイビングの際に驚くほどの多種多様で豊富な海中動植物を
発見させてくれることでしょう。
•アメデ灯台：有名なアメデ灯台を訪れて、アメデ島の美しく透明な海をお楽しみください。き
っと忘れられない思い出となることでしょう。更なる刺激を求める方は、ブーラリ・パスでサメ
の餌付けを体験することもできます。
•イル・デ・パン：素晴らしい天然プールで沢山の魚に囲まれて泳ぎ、N'ga山の頂上まで登ったり
、ウピ湾を伝統的な丸木舟で航海してみてください。
•リフー島：純白の砂浜、切り立った岸壁、深い森林、巨大な洞窟・・・リフー（現地語ではドレ
ウ）は、ロワイヤル諸島で一番大きな島です。
•マレ島：野性的な美しさを持つ神話の島マレ（現地語ではネンゴネ）は、深く切り込んだ岸壁と
玄武岩から成っています。
•ウベア島：全長28kmに及ぶきめが細かく輝く砂浜。ここでは、最も美しい夕日をご覧頂けます
。
•バヌアツ： 82の火山島に数多くのアクティビティーが用意されています。ビーチ、ダイビング、

南国の森を散歩、活火山訪問、メラネジアン・アートと文化見学。バヌアツでは多種多様なアク
ティビティーをお楽しみ頂けます。

110.000 XPF～ / 1時間につき(Ｔａｘは含まれておりません)、燃料
※お食事とお飲み物は含まれておりません。

※最大13人まで乗船可能。



ヨット”イルエ”



ボート散策”エディス”

ボストン・ホエーラー345コンクエスト、”エディス”で、世界でも数少ない美しいラグーンを航海
する旅をご提案いたします。
船長とサービススタッフ一同、皆さまのシンプルな海の旅、他にないひとときをお過ごし頂くお
手伝いをさせて頂きます。
冷房完備、パノラマ展望の操縦室は、250馬力の3つのエンジンを搭載した船の操縦を快適でゆと
りのあるものにしてくれます。
ゆったりとした船内は、ご友人やご家族との海の旅に必要な設備をすべて搭載しています。

アクティビティー

ユネスコ世界遺産に登録されたニューカレドニアのサンゴ礁は、皆さまに様々な海洋レジャーの
遊び場を提供してくれます。フィッシング、アプネア、ダイビング、パドル、カヤック等アクテ
ィブな一日を過ごすために必要な装備は、乗船の際にご用意致しております。

フィッシング：ニューカレドニアでは、多種多様なタイプの海釣りをお楽しみ頂けます。釣り愛
好家の皆様は、様々な景観や多彩なラグーンの魚たちにきっとご満足いただけることでしょう。

シュノーケリングとダイビング：船長とスタッフ一同が、お子様から大人までお客様を感嘆させ
るような海中生物が生息する場所へとご案内致します。※ダイビングは専門スタッフが同行いた
します。

カヤックとパドル：簡単で始めやすいこれら2つのアクティビティーは、静かで透き通るニュー
カレドニアのラグーンならではのポピュラーなスポーツです。

一回のエクスカーションにつき110.000 XPF ～ (税金は含まれておりません）
燃料費 ː 20.000 XPF / 1時間



ボート散策”エディス”



フィッシング

ニューカレドニアでの素晴らしい条件のもと、釣り人達が彼らの情熱に従い釣りに没頭できる、
こんな環境はとても珍しいことです。牧歌的な風景、絶対的な静けさ、保証された収穫・・・。
ラグーンにおいてスポーティーな釣りの一部分を体験するために夜明けに乗船してみましょう。
プロ精神、漁獲漁の多さ、自然との共生などを垣間見ることができるでしょう。異なる釣りを体
験することによって、地元の風景の発見にもつながります。

下記のとおり様々な釣り様式をご提案いたします:

• ジギング：この漁は、通常50～120mの深さまで鉛を沈めて行われます。
釣れる魚：イソマグロ、黄マグロ, タザール、ドジョウ、メコウク、ブリ

• ポンピング：この漁は、通常バリアリーフ沿いまたは孤立したリーフにて行われます。ルアーは
木製で、海面に浮かせて使用します。
釣れる魚: マグロ、アジ、ロウニンアジ、タザール、メコウク、ドジョウ

• トローリング：この漁は、バリア沿いもしくはバリア内で行われます。ルアーは一般的にスカ
ート、ラパラ、シャープタイプ。
釣れる魚: 黄マグロ、タザール、サバ、カジキ、ニシバショウカジキ

• 深海釣り: .この漁は、”クリスタル・フィッシング”と呼ばれる電気製の巻き上げ機を使って行わ
れます。この機械は、3つの釣り針と2kgある重りから構成されています。
釣れる魚: フエダイ、ハタ、タイ

釣り参加： 30.000 XPF/ 1名様 (4名様)

25.000XPF / 1名様 (5名様または6名様)

最少催行人数：4名様／最大催行人数：6名様
06H30出発 / 17H00戻り

※他のグループとの合流も可能です。

1日かけて海を船で散策することもできます。朝早く出発し、小島でのバーベＱ、シュノーケリン
グ、海洋動植物発見、ビーチバレーなどをお楽しみ頂けます。夕方頃に戻ります。

海の散策： 66.000 XPF/ 4名様 –出発 06H30/ 戻り 17H00



フィッシング



巨大魚釣り
ラグーン周遊

巨大魚釣りはニューカレドニアにおいて恵まれた娯楽のひとつであると言えます。ニューカレド
ニアで巨大魚漁業のイメージがもたれてから既に数年が経ちました。

ニューカレドニアでただ一人の«IGFA» (International Game Fish Association) 船長であるOlivier氏
が、ボートについて、とりわけ海中でどのような漁が行われているかなどの秘訣を皆さまにお伝
えいたします。彼は、20年以上地元の海で漁業を続けているスペシャリストです。

彼の使用する船は、ニュージーランドで造船され、このカタマランは15mの長さ、5.50mの広さが
あり、2つの300CVのモーターエンジンを搭載しています。それゆえ、カタマランでスピードのあ
る快適な航海が実現します。

1日巨大魚釣り体験ツアー 06h00 ～ 15h30 （ホテルからの往復送迎を含みます）
料金: 165.000 XPF (乗船料 + 船長 + 釣りに必要な装備)

1日ラグーン探索と巨大魚釣り体験ツアー06h00 ～ 15h30 （ホテルからの往復送迎を含みます）
料金: 165.000 XPF (乗船料 + 船長 + 釣りに必要な装備)

1日ラグーン探索ツアー （ホテルからの往復送迎を含みます）
料金: 145.000 XPF (乗船料 + 船長 + 釣りに必要な装備)



巨大魚釣り
ラグーン周遊



マリン・スポーツ

それぞれの嗜好に合わせたアンスバータ湾でのマリンスポーツを楽しみましょう。

下記の分野でのレンタル、個人レッスン、研修をご提案いたしております：
ファンボード（ヨット）、スタンドアップパドル、帆船など・・・
異なる形式での研修（初心者、中級者、上級者）に適応しております。個人でもグループでも。1

年を通してご参加いただけます。6才以上のお子様（体格によります）

下記保証いたします : 

• 受け入れ体制の充実
• 資格、ディプロマ授与
• スキルのレベルアップ
• 質のよいサイズのあった装備
• 適合した安全対策。また、お好みの場所に装備をお届けするサービスもございます。各装備（ウ
インド サーフィンボード、ウェイクボードなど）のレンタルももちろん可能です。（レンタル
期間によって割引あり）。

カヤックは、安定していて自動の水抜きが内臓されています。1人乗り, 2人乗り、3人乗りがござ
います。

自由に航海する・・・
貸し出しレンタル承ります。海へ出たり、ご移動にご利用ください。カヤックは、固いタイプと
空気式の2種類ございます。24時間またはそれ以上の貸し出し可能。

ウインドサーフィン・フル装備 ファンボード スタンドアップパドル

プランシュ・ロワジール 1人乗りカヤック 2人乗りカヤック

1 時間 1.500 XPF 

2 時間 2.500 XPF 

半日 4.500 XPF

1 時間 2.550 XPF 

2 時間 4.350 XPF 

半日 7.650 XPF

1 時間 1.300 XPF

2 時間 2.250 XPF 

半日 4.700 XPF

1 時間 750 XPF 

2時間 1.300 XPF 

半日 2.250 XPF 

1 時間 1.300 XPF 

2時間 2.250 XPF 

半日 3.900 XPF 

1 時間 2.000 XPF

2 時間 3.400 XPF

半日 6.000 XPF



マリン・スポーツ



ジェットスキー

半日散策
ヌ―ヴィルのマリンスポーツの拠点に8時15分集合します。ジェットスキーの操作方法と安全講習
を受けたあと、ヌメアの美しい自然保護区発見するために、この太平洋の透き通った水の中でど
のようにハンドル操作をしたら良いかを学びます。さあ、港を出発してジェットスキーデビュー
です。まずはシトロン湾、アンスバータ湾方面に向かいます。そして、カメに出会える可能性の
高いカナル島、メトル島へ。そして、ゴエラン島の透き通った水の巨大自然プールのど真ん中に
到着します。そこでの水遊びは必須です。その後、ラレニエール島へ向かいます。そこでは40分
ほどの休憩をします。この素晴らしい海辺と乾いた大地を散策、しかしもちろん海の中も見逃せ
ません。シュノーケリングセットを持参すれば海中での素晴らしい海洋植物も見ることができま
す。最後にクエンデュビーチやヌービルの錨泊地を通り過ぎ、11時45分頃に戻って参ります。
料金: 19.000 XPF 一人乗りジェットスキー 1台/ 26.000 XPF 二人乗りジェットスキー1台

アメデ灯台に行く一日ツアー
他の一日散策と同様、8時15分にLocajetに集合します。そこではまずカフェを飲みながら、その

日一日の行程をご説明します。インストラクターが安全についてのブリーフィングを行ったあと
、港を出発し湾を周遊してからカナル島、メトル島へ方面へ向かいます。そしてゴエラン島とそ
の周辺のバリアリーフの透き通った海とl’Ever Prosperity（座礁した古い船の名前）を眺めます。
そこでの水遊びはとてもお勧めです。ブーラリ・パス沿いを進んで行き、アメデ灯台に到着しま
す。アメデ島は簡単に日陰を見つけることができるので、涼しい場所でのピクニックを楽しんだ
りすることが可能です。そこでは2時間の休憩時間。アメデ灯台に上ったり（※）水遊びを楽しん
だり、お茶をしたり、もしくはただ単にビーチでシエスタをするのも良いでしょう。その後、ヌ
メアに向けて再び出発します！
（※）アメデ灯台は現在のところ修復工事の為、閉鎖しております。
料金: 23.000 XPF 一人乗りジェットスキー1台 / 30.000 XPF  二人乗りジェットスキー1台

一日ジェットスキーツアー + ヘリコプター
8時15分にヌービルのマリンスポーツ拠点に集合します。そこで簡単なお飲み物がでます（カフェ
、オレンジジュース）。インストラクターのブリーフィングの後、この太平洋の透き通った水の
中でどのようにハンドル操作をしたら良いかなど安全についてのガイディングを受け、停泊地が
設置されているカナル島、メトル島に向かいます。
ヘリコプターが到着し、3人ずつラグーン上に飛び立ちます！感動的な体験となることでしょう。
ヘリコプターでラグーン上空をしばし楽しんだ後は、ゴエラン島に向かいます。そこでは広大な
自然のプールを楽しめます。その後、ラレニエール島へ。そこではその素晴らしい自然保護区内
で休憩、その島のもつ宝物のような場所を探索します。こういった小島でのピクニックは最高で
す。20年以上も保護されてきたこの地での海洋アクティビティーはきっと忘れられないものとな
るでしょう。（ランチはツアーご出発前に予め各自にてご準備ください。）しばらく海辺でのん
びりした後、錨泊地を通ってヌメア方面に戻ります。
料金: 27.000 XPF 一人乗りジェットスキー1台 / 36.000 XPF  二人乗りジェットスキー1台



レンタル：
ジェットスキーでニューカレドニアラグーンを自由に散策する、Locajetなら、免許なしで可能で
す！日中、時間貸しが可能ですので、最大限にジェットスキー散策を楽しむための時間を作るこ
とが可能です。

料金: 1h00 : 13.000 XPF / ジェットスキー1台につき - 2h00 : 17.000 XPF/ ジェットスキー1台につき

ジェットスキー



スキューバダイビング

ニューカレドニアは、世界でも最も広大なラグーンに囲まれており、独自のダイビングが楽しめ
る景勝地としても知られています。最南端プロニーの北に位置するウイトエ・パス付近のバラエ
ティーに富む多数のダイビングスポットにお連れします。

下記、数多くのダイビングをご提案致します：

ヌメア周辺：月曜日から日曜日まで7時15分からスタートします。35分ボートで移動、午前中2

回に渡るダイビング体験が可能です。ダンベア・パスからアメデ灯台付近において20ヵ所にも
のぼるダイビング・スポットが存在し、そこではカメ、エイ、マンタ、サメそしてその他信じら
れないくらいの生物の多様性に出会えることでしょう。お戻りは13時頃を予定しています。

熱帯の低木林周辺：グランドテール島の手つかずの景勝地を探検してみましょう。プロニーの
先端、フォア渓谷、あるいは南部の美しい夕暮れなど。

ダイビング初心者から経験者まで数多くのトレーニング講座をご準備しております：ANMPトレ
ーニング / CEDIP (レベル 1・2・3)、PADI トレーニング(オープンウォーター、アドバンスオー
プンウォーター）。 NITROXトレーニングももちろん可能です。

料金 ANMP / CEDIP トレーニング
レベル 1: 37.000 XPF 6 ダイブ + 理論講座
レベル 2: 58.000 XPF 10 ダイブ + 理論講座
レベル 3: 62.000 XPF 10 ダイブ + 理論講座

PADIオープンウォーターダイバー: 51.000 XPF 8 ダイブ + 理論講座 + 教材 + TPLアドバンス

オープンウォーターダイバー: 41. 000 XPF 6 ダイブ + 教材

レスキューダイバー: 62.000 XPF 10 ダイブ + 教材※研修期間は6か月を超えないこと

TARIFS EXPLORATIONS BAPTÊMES: 入門ダイブ 7.500 XPF

2ダイブツアー: 

平日: 11.000 XPF (インストラクター指導つき) あるいは 11.000 XPF (自由) 

週末: 11.000 XPF (インストラクター指導つき) あるいは 11.000 XPF (自由)



スキューバダイビング



ラグーン上空フライト
ULM AMPHIBIE号

ニューカレドニアを上空から眺めてみよう！

高いところからニューカレドニアの宝を眺めに行きましょう。2008年にユネスコの世界遺産に登
録され、そのラグーンにはイルカ、クジラそしてジュゴンなどの海洋生物などが生息しています
。上空からの視界はこの天国のような島々やその周辺の海を見渡すことのできる最良の手段とな
ります。

ヌメアから出発する多数の周遊先をご提案致します：
・数多くの環礁および小島を上空から眺められるラグーン西部の探索
・メトル島、ゴエラン島、アメデ島など南部の探索

二人乗りのL’ ULM amphibie号は、折り畳み式の車輪がついているため水陸両方からの離陸が可能
です。前方のフロンガラスによって風を受けにくい仕組みとなっています。しかし横窓はついて
いないため、邪魔な障害物なしに美しいラグーンの思い出写真を撮ることが可能です。
走行中の速さは、ジュゴンやイルカを観察したり、ラグーンの静けさを楽しんだりするのにちょ
うどいい早さに設定されています。二つの燃料タンクは、2時間30分の連続走行が可能です。

どの瞬間も決して見逃すことができません。発明者が最初の飛行を成し遂げた際のパイオニアと
しての喜びや興奮をも感じることができるでしょう。

このアクティビティーの出発拠点は、ヌービルの水上から。離陸と着陸は、催行会社によってそ
れだけのために作られたプラットフォームのある錨泊地になります。

料金

体験ツアー 30 分 20.000 XPF

体験ツアー 45 分 26.000 XPF

体験ツアー 60 分 36.000 XPF



ラグーン上空フライト
ULM AMPHIBIE号






