いらっしゃいませ、天国の島（ヤップ島）
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いらっしゃいませ、
天国の島 （ヤップ島）
Yap DiversはPADI で５つ
星 と評価されています。
古代の伝統と石のお金。
太平洋で最も親しみやす
い人々が住む、Yap島の旅
は忘れがたい休日になる
でしょう。
マンタ レイ ベイ ホテルは本当にミクロネシアの最
も豪華なダイビングスポットの地域にあります。
2006年合計250万ドルをかけて資源保護をしてきまし
た。
我々は、以前にもましてより多くのスポットで誰でも簡
単にすばらしいダイビングの経験をしてもらえるように
なりました。
20年以上の間、Yap DiversとManta Ray Bay Hotelは、
ダイビング先駆者ビルアッカーによって、運営されて来
ました。
彼は、ダイバーの為により良い方法を考え続けてきまし
た。
Yapの青々とした、熱帯の島の海岸に位置して、お客様
は、ダイビングセンターから、簡単便利にダイビングを
楽しめます。
我々は、豪華な料理、自家製ビール、快適な宿泊設備、
きらめく淡水のプールと我々の穏やかな太平洋ラグーン
と同じような快適な旅が可能になります。

ヤップ

マンタレイホテルの良い所は：

安全で政治的にも安定している国に有る。
浄化された水と非常用発電機を備えています。
公用語は英語でアメリカドルが通貨として使われています。
大手の航空機会社が就航し
ています。
ビザなしで渡航が出来ます。
高額なダイビング税、
駐車料金が不要です。
VISA、Mastercard、JCB
等のカードが使用可能です。
インターネットの設備が整っ
ています。

ヤップ島最大で、フルサービスのダイ
ビング施設を持っています。
ここでは1日につき最高５回のダイビングを可能にしま
す。そして、8台の完全整備のダイビングボート（例え
ば広々としたPopou）で、すばらしい夜間ダイビングも
出来ます。（Yap DiversはNITROXを提供します）、そ
して、Yap Divers は専用桟橋、経験豊かで知識の有る
スタッフの指導で最も安全なダイビングを提供します。

ヤッピーダイバー利点は：
・ Manta Visions、写真とビデオの総合サービス、
・ コース説明などを行う会議室
・ 新しいSCUBAPRO のレンタル
・ 個人用 カメラステーション
・ 大型個人用ロッカー
・ ヤップ最大のダイビングボート群
・ 110ボルトまたは２２０ボルトの充電電源が使用で
きます
・ カメラ専用の洗浄、すすぎタンク

すべてのボートには、無線機、酸素と非常用の医療機器
を積んでいます。
おいしい自家製の軽食、暖かいお茶と冷たい飲料は、ダ
イバーがダイビング中のエネルギー補給のお手伝いをい
たします。

ユニークな島が
あなたの探検を待っています。
魅力は海辺のメンズハウス（集会所）、伝統的
な村の旅行、大きな石貨銀行、人々は伝統的な
ダンスが好きです、そして、マングローブの森
はこの手付かずののパラダイスへのどんな訪問
でも歓迎してくれます。そして、ミクロネシア
の他の州とは異なり、ここの住民は、西洋のラ
イフスタイルを受け入れませんでした。彼らは
彼らの特徴的な自国の文化を保持して、それを
訪問客と共有することを望んでいます。

宿泊設備、多くの
快適な設備が完備
してあります。
ホテルには、ユニークな海をテーマとしている34の贅沢
な部屋があります。
すべての部屋には専用のバルコニーがあり、すばらしい
海を見ることが出来ます。
全室は完全に空調されて、天井ファン、カラーテレ
ビ、DVDプレーヤー、電話（直接国際電話がかけられ
る）、室内のインターネット接続、冷蔵庫（請求次第）
、各部屋にバスルームが付いています。
豪華な食事は18世紀の南洋航行スクーナー（帆船）
（S/V Mnuw）の上で用意ができます。そして、船はホテ
ルの桟橋に繋がれています。
各種料理は帆船Mnuwの上で用意ができます。船の一番
上のデッキでは帆の下、また夜は星の下での食事が楽し
めます、そこはラグーン（内海）より３０フィート（約
９ｍ）上になります。そしてあなたはマンタレイホテル
直営の地ビールメーカー（Stone Money Brewing Company）から、light またはdarkビールを試飲することも
できます。それは、ダイビング業界での唯一の地ビール
メーカーです。

都会の騒がしさから逃れてください。古代の島生活の１
部分を経験してください。生命観あふれる白い砂浜と青
い水の汚れのない美しさを楽しんでください。ヤップ島
は、一味違う休日、冒険を提供します。
すばらしいカラフルなハゼたちとMandarinfishは、海を
明るく照らします。

ダイビングが終わった後で、マンタレイ ベイ
ホテルは他の遊び、カヤック、シュノーケリ
ング、海釣り、伝統的な村の旅行、などを楽し
めるように準備されております。
それらの時間の間、多くのお客様は、マンタの
絵の入った淡水プールで泳いだり、横の椅子で
くつろいで、ここヤップ島の生活を楽しんでい
ます！。

Manta Ray Bay Resortへ新しい施設が追加されました。その名はTaro Leaf Spaです。
それはホテルの一階にあって、たくさんのマフォガニー（ヤップの建築用の硬い
木）で植物園、滝、池のまわり等を作りました。我々のマッサージの方法はローカ
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ルヤップ島民の伝統に基づき引き継がれてきたものです。さらに他にも岩盤マッサ
—ジ、マニュキア、ペディキュアも提供します。我々のマッサージオイルのすべての
成分は地元で供給され、多くの病気を治療するのに用いられています。Taro Leaf
Spaはパトリシアアッカーによって管理されヤップ、パラオとフィリピンなどの
広範囲な地域でトレーニングをしてきました。彼女たちのチームはあなたにとって
思い出深い体験をさせてくれるでしょう。Spaはフランジパーニ（Plumeria）と
Kokoris（白いジンジャー）と呼ばれている２つの部屋からなります。前者は友人
などと二人が一緒にマッサージを受けられるよう２つのベッドを持っています。
後者は大きな浴槽を持ちアルメリア浴室と呼ばれている一つの石から刻んで作って
あります。そしてそれらはお客様をリラックスさせるために使います。また、Taro
Leaf Spaではきっと各種ストレス（精神的、肉体的）から解放されるでしょう。

Yap Anglers
(ヤップ アングラース）
ヤップ島は太平洋の中で未踏の釣り場のうちの1つです、そし
て、Yap Anglersで、我々はあなたを良いポイントに連れて行き
ます。我々は釣りは多くのタイプを提供します。フライフィシ
ング、トローリング、ジギング、そしてキャスティングです。
フライフィシングとキャスティングの対象は主にＧＴ（ロウニ
ン鯵）ブルーフィントレバリー（カスミ鯵）です。トローリン
グではワフー、シイラ、黄肌マグロ、カジキ等です。ジギングでは、フエダイ、オナ
ガ、底物を狙います。我々は、ハワイZutt’s（ツット）のLuresのように最もすばらし
いタックルだけを使うようにしています。我々のリールはよく整備されたペンインター
ナショナルとシマノのリールを主に使っています。
想像して見てください、ボートの横からコバルトブルーの海を見ると眼下３０ｍに魚が
泳いでいるのが見えるのです。それから、あなたはキャストをすると 50ポンドのGTが
あなたのルアーに襲い掛かります、そして、戦いが始まるのです。20ポンドラインでの
ファイトは、30分以上掛かることもあります。
YaｐAnglersは「キャッチ＆リリース」の釣りを前提にします。我々の将来の為に資源
を守って行きたいのです。しかし我々は1匹だけは持って来て食べることを許します、
しかし残りのすべての魚は海に帰されます
もしあなたがベテランの釣り人なら、
Yap Anglersは技量の限界まで戦って価値ある刺激的な
１日を提供できるでしょう。
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ヤップへのルート
コンチネンタルエアーラインが常時就航
しており、

パッケージプランは

お客様はアメリカ、カリブの人々、日
本、オーストラリアなどの人々はグアム
経由で、

４日、７日、１０日、１４日、
２０日のホテル、ダイビング、
プランが有ります。

ヨーロッパ、アフリカ、西アジアからは
フィリピンのマニラ経由で来ます。

内容はダイビング、税金、送
迎、無料のＮＩＴＲＯＸ、食事
のパッケージ（朝食、昼食そし
て夕飯）を帆船型の船上レスト
ラン （ＭＮＵＷ）で取ること
も出来ます。
または綺麗なオーシャンビュウ
のゲストルームで取ることも
出来ます。

+691-350-2300
yapdivers@mantaray.com
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