
  
Maruhabaa! マルハバ！フヴァフェンフシへようこそ！ 

当リゾートはモルディブ標準時間より１時間早いフヴァフェンフシタイムを採用しております。 

（日本との時差は－３時間です） 

  

レストラン 
 

セルシウス 07:30～10:30              ご朝食 ビュッフェスタイル 

         19:30～22:30(ラストオーダー 22:30) ご夕食 ア・ラカルトスタイル(月・水・金曜日定休) 
                                        
フォグリアニ          12:00～16:00(ラストオーダー 15:30)   ご昼食 窯焼きのピザやパスタ、バーガーなど 
 
ロウ  12:00～15:30(ラストオーダー 15:00)   ご昼食 スパ料理。ヘルシーな野菜をふんだんに使った 

                                         生ものメインのお料理 

 

ソルト      予約制 19:30～22:30(ラストオーダー 22:30)    ご夕食 シーフード、地中海料理（木・日曜日定休） 

 

 

＊ 3 食付き(FB)プランでお申し込みのお客様は、セルシウスとフォグリアニでのお食事が旅行代金に含まれています。 

                                （お飲み物とサービスチャージは別料金） 

又、ロウ＆ソルトにてのお食事は 25％のディスカウント料金にてお召し上がりいただけます。 

                                （お飲み物とサービスチャージは別料金） 

＊ 2 食付き（HB）プランのお客様は、セルシウスでのご朝食とご夕食が旅行代金に含まれています。 

      （お飲み物とサービスチャージは別料金） 

又、ソルトにて 25％のディスカウント料金でお召し上がりいただけます。（お飲み物とサービスチャージは別料金） 

 

イベントディナー 

 
モルディビアンナイト（月曜日）    19:30～ 

 フォグリアニ（ピザエリア）ビーチ又はスティングレイビーチいずれかにてモルディブ料理を。 

 (悪天候の場合はセルシウスレストランに変更になります) 

 21:00 より伝統的なモルディブのドラムとダンス（ボドゥ ベル）をお楽しみいただけます。 
朝食付き(BB)のお客様:    お 1 人様 US$90 
２食、３食付き（HB,FB）のお客様:エキストラチャージなし。但しお飲み物とサービスチャージは別料金となります。 
 

バーベキューナイト（水曜日）     19:30～ 

 フォグリアニビーチでバーベキューをお楽しみください。(悪天候の場合はセルシウスレストランに変更になります) 
朝食付き(BB)のお客様:    お 1 人様 US$95 

     ２食、３食付き（HB,FB）のお客様:エキストラチャージなし。但しお飲み物とサービスチャージは別料金となります。 
  

フィッシュ マーケット（金曜日）  19:30～ 

 魚市場のようなビュッフェをフォグリアニビーチで。  (悪天候の場合はセルシウスレストランに変更になります) 

朝食付き(BB)のお客様:    お 1 人様 US$95 
     ２食、３食付き（HB,FB）のお客様:エキストラチャージなし。但しお飲み物とサービスチャージは別料金となります。 
 
☆共通のご案内☆ 
月・水・金曜日、セルシウスレストランは定休ですが、上記イベントディナーの代わりに、通常通りセルシウスレストランのアラカルト

メニューをフォグリアニでお召し上がりいただくことも可能です。ご希望の際は、フォグリアニスタッフにその旨をお伝えください。

（悪天候の場合はセルシウスレストランに変更になります） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ロブスタービュッフェ（日曜日） 予約制   19:30～  (悪天候の場合はソルトレストランに変更になります) 

  インフィニティプールサイドにてロブスター、シーフードのグリル。一組一本のシャンパン付き（お一人様ハーフボトル） 
     朝食付き（BB）のお客様:  お 1 人様 US$230 
   ２食、３食付き(HB,FB)のお客様:  お 1 人様 US$172.50 
 
ヴィナムディナー （火曜日）  予約制    19:30～ 
  ヴィナムにて FISH マネージャーとともに、ご夕食を数種類のワインとご一緒にお召しあがりいただけます。 

朝食付き（BB）のお客様:   お 1 人様 US$230 
   ２食、３食付き (HB,FB)のお客様: お 1 人様 US$172.50 
 
サクラ ディナー(木曜日)       予約制     19:30～ 

  ロウレストランにて日本食のコース料理をお楽しみいただけます。 

     朝食付き（BB）のお客様:      お 1 人様 US$150 
   ２食、３食付き (HB,FB)のお客様: お 1 人様 US$112.50 



  

   

 

デスティネーションダイニング 
 

お 2 人だけのロマンティックなお食事はいかがでしょう。 

全てコース料理となっております。 

予約制 
 
スターライト チル お 1 人様 US$240 ダイブ ロックの上での神秘的アラビアンスタイルディナー 
 
インフィニティー シーフード センセーション  
  お 1 人様 US$240     インフィニティープールのファイバーライトと星空の下で 
 
クルーズディナー お 1 人様 US$350 ドーニを貸しきって星空の下でお二人だけのディナーを 
 

 
お飲み物とサービスチャージは別料金となります。 

お部屋でのプライベート BBQ もご用意できます。タクル、FISH に前日までにお申し付けください。 
 

※FB,HB のお客様はディナー表記料金より 25％オフとなります。 

※全てのスペシャルディナー＆デスティネーションダイニングのご予約は２４時間前までにお願い致します。 

尚、当日 14 時以降のキャンセルは 50%のキャンセルチャージが発生致しますので予めご了承下さい。 

 

ルームサービス 
 
 
バンガロウダイニング               24 時間営業     お部屋のメニューからどうぞ。 

              ※22 時以降は Late night メニューよりご注文いただけます。 

 

＊ 3 食付き(FB)プランでお申し込みのお客様は、11am～11pm まで、2 食付き（HB）プランのお客様は、 

7pm～11pm まで、25％のディスカウント料金でお召し上がりいただけます。（別途サービスチャージがかかります） 

 

   （※お部屋でご朝食をお召し上がりになる場合は、プランに含まれないためお客様に別途お支払いいただきます。） 
 

オーダーは、Q サービス Tel: ０まで。 
 

ピクニック 
 
 

ゴメリシャスランチ お 1 人様 US$70    ドリームドーニを貸し切って、お 2 人で 
ゴメリシャスディナー お 1 人様 US$150 ピクニックをお楽しみいただいてはいかがでしょうか。 
 
    : FB のお客様はランチ・ディナー 表記料金より 25％オフとなります。 

 : HB のお客様はディナー 表記料金より 25％オフとなります。 

    : 別途サービスチャージがかかります。また、お飲み物は含まれておりませんので、ご希望の場合は、お申し付けください。 
: ドリームドーニ ボート代金 1 時間あたり$200（別途サービスチャージがかかります。また、ボート代金はオフの対象に    

はなりません。ボートの貸し切りのみも承ります。） 

  

バー＆ワインセラー 
 

アンバー 10:00～最後のお客様まで インフィニティープール（メインプール）サイドのバー 

ロウバー            17:00～最後のお客様まで サンセット時には綺麗な夕日を目の前にドリンクを楽しんで頂けるバー  

 

ヴィナム                                      アンバーに併設されているワインセラー 
                              常時約 7000 本のワインがストックされております 
 

  ☆イベント☆ 

    楽しいひと時にお酒を添えて・・・。 

 

                               

               18:45～19:30 @ロウバー Huvafen カクテルパーティ 水曜日（悪天候の場合の変更がございます。随時連絡） 
                         ☆ドリンクと共に GM、マネージャーとの会話をお楽しみ下さい。 
 
               18:00～19:00 @アンバー      ハッピーアワー 毎日開催 お飲み物 50％オフ（ボトルを除く）  



  

   

エクスカーション インフォメーション 

 
さまざまなツアーをご用意しております。すべて予約制となります。詳しくはタクルまでお問い合わせください。 

         

*サンセットクルーズ ――― お1人様 US$85  月曜日・金曜日: 18:15～19:15 
インド洋に沈む夕日と美しい夕焼けをお楽しみください。サンセットタイムにドーニでの約1時間のクルージングです。 

シャンパンとカナッペをご用意いたします。（最少催行人数４名）集合場所：桟橋 

 

*ドルフィンクルーズ ――― お1人様 US$175   日曜日: 16:30～19:30 
野生のイルカを見に行きませんか？ 感動する事、間違いなしです。 

シャンパンとカナッペをご用意いたします。（最少催行人数４名）集合場所：桟橋 
 

*ハウスリーフスノーケリング ――― お1人様 US$45  月曜日・水曜日: 10:00～11:00, 金曜日: 15:00～16:00 
スノーケリング初心者の方にお勧めです。フヴァフェンフシ内のベストスノーケルポイントへご案内いたします。 
スノーケリングセット、ライフジャケットをご持参の上、ウォータースポーツセンターまでお越しください。（最少催行人数２名, 最大催行人数  

６名） 
 
*コーラルガーデンスノーケリング ――― お1人様 US$90  火曜日: 10:00～12:30, 土曜日: 14:00～16:30 
ドーニで 15 分ほどのところの 2 ヶ所のポイントでのスノーケリング。運がよければカメやエイに会えるかも。 
ドリンク、フルーツをご用意いたします。(最少催行人数４名, 最大催行人数６名) 集合場所：図書館 
 

*サンドバンクスノーケリング ――― お1人様 US$80   金曜日: 10:00～12:00（最少催行人数４名, 最大催行人数６名） 
 ドーニで行くスノーケリングツアー。サンドバンク周辺のポイントをマリンバイオロジストとともにお楽しみください。 

 
*プライベートスノーケリング ――― ボート1台につき1時間US$200, 2時間 US$375 随時  
 集合場所：ウォータースポーツセンター 
 お好きなお日にち、お時間にご予約いただけるお二人様だけのプライベートスノーケリング。ウォータースポーツセンタースタッ 

フがとっておきのポイントへご案内します。 
  

*アドプト ユア コーラル（珊瑚の養殖）――― 1 珊瑚 US$40 随時 (スノーケリングセットをご持参の上、図書館まで) 

 フヴァフェンフシの海に名前をつけたあなたの珊瑚を植えませんか？定期的にメールで成長経過をお知らせいたします。 

 

*ナイトスノーケリング ――― お 1 人様 US$65 随時: 19:00～20:00 集合場所：図書館 
 トーチを持ってマリンバイオロジストと一緒に行く、夜のハウスリーフスノーケリング。昼間とは違う世界をご覧いただけます。 

 

*スパ アクアリウム ――― お 1 人様 US$40  火曜日・金曜日: 21:15～22:30  集合場所：図書館 
     ライムスパ水中トリートメントルームで夜の海の中を見てみませんか？シャンパンとフルーツをご用意いたします。 
   マリンバイオロジストが図書館でご説明後、スパに移動いたしますので、まず図書館までお越しください。(最高催行人数６名) 
 

*ヨガ ――― お 1 人様 US$30  水曜日以外毎日: 8:30～9:30, 18:00～19:00 集合場所：ヨガパビリオン 
     朝日を浴びながら、または夕暮れの空を見ながらヨガを体験してみませんか？初心者の方がほとんどで、 
   インストラクターが丁寧に指導をしますので、どなたでもお気軽にご参加いただけます。ご予約はスパまでお願いいたします。 
 

*サンセットフィッシング ――― お1人様 US$95   水曜日・土曜日: 18:30～20:30 集合場所：桟橋 
モルディブの伝統的な手釣りをお楽しみ下さい。水平線に沈む美しいサンセットもご覧いただけるでしょう。 

     （最少催行人数４名, 最大催行人数８名） 

 

*ビッグゲームフィッシング 
 4 時間チャーター 器材込み  US$900      8 時間チャーター 器材込み    US$1300  集合場所：桟橋 

  ☆フィッシングのご予約はダイビングセンターで承っております。詳しくはダイビングセンターへお問い合わせください。 

 

他にもプライベートクルージング、ボートハイヤー、季節によりサンドバンクピクニック等の手配を承ります。 

すべてのアクティビティーは、天候また諸事情により変更、中止になる場合があります。予めご了承ください。 

 

デイリーイベント 

 
  *スティングレーフィーディング（エイの餌付け）@スティングレービーチ 毎日: 18:30～19:00 
   マリンバイオロジストがエイに餌を与える様子をご覧いただけます。 

 

  *サッカー@スティングレービーチ 毎日: 17:30～18:45 
      モルディブ人はサッカーが大好きで、スタッフが毎日サッカーの試合を行っています。 

    ぜひゲストの皆様も参加されてみてはいかがでしょうか？ビーチでのサッカーは砂に足をとられ、意外に難しいですが・・・ 



  

   

 

ウオータースポーツセンター 

 

 
                営業時間 08:30 - 18:30（Tel ２９５） 

 

ご予約は直接ウオータースポーツセンターにて承ります。 

 
 

＊ファンチューブ        20 分   US$70（1 名様）/ US$90（2 名様） 

＊バナナボート（複数名様）                 20 分   US$120  

＊ウォータースキー、ウェイクボード、モノスキー（初級講習）      25 分/3 スタート  US$90    

＊ウォータースキー、ウェイクボード、モノスキー（経験者）      15 分/3 スタート  US$70  
＊ウインドスポーツ（カイトサーフィン、カタマラン、ウインドサーフィン）     

・経験者向けオリエンテーション、クイックリフレシュコース   US$30  
＊プライベートレッスン(全てのウインドスポーツ)            US$100 
＊ウインドサーフィン講習                      体験（4時間） US$340 
＊ジェットスキー                          30 分  US$175 / 60 分 US$270 
＊シーボブ（水中スクーター）                    15 分    US$80 / 30 分 US$140 
＊パラセーリング                          15 分    US$95（1 名様） 

＊カヤック                               無料     

＊ライフジャケットレンタル（1 日） US$12 
 

※上記以外にも色々なアクティビティーがございます。 

詳しくはウォータースポーツセンタースタッフにお気軽にお尋ねください。 

 

 

 

ダイビングセンター 
 

 
                   営業時間 08:30 - 18:30（Tel ２９０） 
 
                          ダイビング、PADI ライセンス取得可能。 

 

 

＊1 ダイブ                                  US$70   

＊5-9 本（1 ダイブにつき）                          US$65 
＊10 本以上（1 ダイブにつき）                          US$60 
＊ボート代（1 ダイブにつき）                            US$14                     

＊全ての器材（BCD、レギュレーター、ウエットスーツ、コンピューター）       US$20 
＊1 アイテムにつき（BCD、レギュレーター、ウエットスーツ、コンピューター）    US$8 
＊体験ダイビング、スクーバリビュー/リフレッシュコース              US$170    

＊PADI オープンウォーターダイバー(C カード取得コース)              US$800                 

     

 

※上記以外にも色々なコースがございます。 

詳しくはダイビングセンタースタッフにお気軽にお尋ねください。 

 

 

＊スノーケリングセット 無料    随時貸し出しております。 

 （最終日 18：00 までにスノーケリングセットはダイビングセンターへご返却ください。ご返却がなかった場合は有料となります。） 

 

 ※飛行機に搭乗される 24 時間前よりダイビングはできませんのでご了承下さい。 

 
 
 
 

 
 



  

   

 

その他施設 

 

 

レイヤー（図書室）         24 時間営業       無料レンタル CD, DVD、インターネットも無料で               

                           ご利用いただけます。最終日のチェックアウトはこちらで。 

               

アイランドホーム          09:00～23:00    ※金曜日のみ 09:00～13:00、14:30～23:00 の営業  

（ギフトショップ）            モルディブのおみやげに紅茶やココナッツ、貝や珊瑚のアクセサリー 

           はいかがでしょうか？日用品、衣類なども取り揃えております。 

 

シファニ（宝石屋）         09:00～16:00, 18:30～23:00  

       指輪、ネックレス、イヤリング、ピアスなど多種揃えております 

                 

クリニック             24 時間営業      アイランドドクター駐在。診察費 US$20～ 
                                             診察ご希望のお客様は、タクルまでご連絡下さい。 
 

ライムスパ             09:00～21:00  完全予約制 Tel: 286 
                           予約されたお時間の 15 分前にはスパへお越しください。 

 
 
 

Q(キュー)サービス 
 

お部屋でのお食事・お飲み物（ルームサービス）のご注文は Q サービス（Tel ０） 
もしくは日本人スタッフ（Tel 723）までご連絡下さい。 
バギーをご希望の際も上記電話番号までご連絡下さいませ。 

 
 
 

 

国際電話 
 

 
国際電話はお部屋からご利用いただけます。（かかる費用はお客様負担となります） 

日本におかけになる場合：9（外線）－ 0081（日本の国番号）－ 3（市外局番から 0 をとる）－ 1234 － 5678 
 

 

 

お支払いについて 
 

 
フヴァフェンフシでは、チェックアウトを円滑に行えるようチェックインの際にクレジットカード番号をいただいております。 

尚、リゾート滞在中にご利用された分のお支払いは全てお部屋付けになり、最終日にまとめてお支払いいただけます。 

 

現金、パスポート等の貴重品は、お部屋に備え付けのセーフティーボックスにて保管するようお願い致します。 

 

 

 

チップ 
 

 

  気持ちの良いサービスを受けた際には、心づけとして担当した者にチップをお渡しいただけると光栄です。 
 

（目安：レストランのウェイターには 1 回のお食事につき US$3~5、ポーターにはそのつど荷物 1 個につき US$2、 
バギーのドライバーにはそのつど US$1、ハウスキーピングスタッフには朝と夜のサービスを合わせて US5、 
ウォータースポーツセンタースタッフ、ダイビングスタッフには 1 アクティビティにつき US$5 が目安と 
なっております。） 
 



  

   

 
 

          チェックアウトについて 
 
 
・最終日の 12 時にお部屋を出ていただきます。タクルがお迎えにあがりますので、12 時までに準備をお済ませください。 
・スーツケースは図書館に置かせていただきますので、いつでもパッキング等はご自由にしていただけます。 
・ご希望の場合は貴重品だけタクルがお預かりし、管理させていただきますのでお知らせください。 
・12 時以降泳がれたり、スノーケリングをされた後シャワーを浴びたり、お着替えをされたい場合は、スパのシャワールームをご利用 
 ください。 
・12 時以降レストラン、バー等でご飲食されても、通常通りサインだけしていただければ大丈夫です。 
・リゾートを出発するお時間は、ＵＬのお客様は 19 時 15 分頃、ＳＱのお客様は 21 時 30 分頃となっております。 
・ボート出発の 30 分前には図書館へお越しください。チェックアウトとご精算をさせていただきます。 
・お部屋のカードキーは、もしよろしければお持ち帰りいただけます。不要な場合はタクルまでお返しください。 
・ご帰国の前日にお部屋にチェックアウトについてのお手紙が届きますので、詳しくはそちらをご覧ください。 

 
 

 

 

どうぞ楽しいご滞在を！ 

 
 

 

 ・上記の料金、営業時間、その他イベントは諸事情により予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 

   また全ての料金には別途 10％のサービスチャージと、6％の GST(Goods & Service Tax)がかかります。 
 

 ・予約制のイベントディナーは当日 14:00 以降 50％、18:00 以降 100％のキャンセル料が発生致します。ご注意ください。 
 
 


