
カップル編 ファミリー編「思い出に残る贅沢なふたりの
ための1日プラン」

「子供たちの喜ぶ
スポットがめじろ押し！」

START START

GOAL

　おなかもいっぱいになったところで、おみや
げ探しに出かけよう。ヌメア市内に行くならグ
リーンかオレンジラインのバスに乗ると便利
だ。ココティエ広場

（→P.60）の周辺には、
さまざまなおみやげ
物屋が軒を連ねる。コ
ーヒーやチョコレート、
ニアウリ製品などが手
頃でおみやげに人気。

　次は豪華クルーズ船でサンセットクルーズ
（→P.75）へ。シトロン湾に停泊し、水平線に沈
む雄大なサンセットを見ながら、新鮮なシーフ
ードプレートを堪能しよう。もちろんシャンパ
ンと一緒にどうぞ。シトロン（レモン）湾の海の
色の移り変わり
が、ふたりの優
雅な時間を演出
してくれる。

　今日は少し夜更かししてカジノに行ってみ
よう。ニューカレドニアにはhホテル・ル・サ
ーフ（→P.131）とhル・メリディアン・ヌメア

（→P.124）の2 ヵ所にカジノがある。厳密なド
レスコードはないが、男性は襟付きのシャツに
ズボン、女性は
ワンピースなら
問題ない。初め
て入場するとき
はパスポートを
忘れずに。

必ず予約を忘れずに

19   00

無人島でふたりだけの時間を

11   00

上／メインの大水槽は子供に大人気
左／時間に余裕をもって水族館へ

14   00

コーヒーは定番みやげのひとつ

15   00

ビーチにはシャワーがある

12   30

新鮮なフルーツのフレーバーが多い

16   00

最高のシチュエーション

17   00

すばらしい景色とともにフレンチを

13   00

夜の遊びといえばカジノ

21   00

　アンスバタからタクシーボートで約5分の
所にあるカナール島（→P.86）は、絶好のスノ
ーケリングアイランド。タクシーボートは1人
1000CFP（往復）、家族で行っても財布にやさ
しいお手軽プチリゾートなのだ。予約をする必
要がないので、
行きたいときに
いつでも行ける
という利点も。

　カナール島で充分スノーケリングを楽しん
だあとは、アンスバタビーチでランチをどう
ぞ。ビーチにはテーブルが設置されているの
で、サンドイッチやバーガーなどをテイクアウ
トしてビーチで食べよう。テイクアウトのでき
るrリンバ・ジ
ュース・カフェ

（→P.152）はハ
ンバーガーの
種類が豊富だ。

　アンスバタビーチからの
んびり歩いてニューカレドニ
ア・ラグーン水族館（→P.65）
へ行ってみよう。館内は自然
光を取り入れた開放式水族館
で、座って見られる大水槽や、
上からのぞくことができる水
槽など随所に趣向が施されて
いる。珍しいものでは、オウ
ムガイや光る珊瑚なども展示
されている。

　子供たちはそろそろお疲れモード。そんな
ときは甘いものでほっとひと息いれよう。水族
館から歩いて15分ほどのシトロン湾ショッピ
ングセンター（→P.115）には、地元で人気のア
イスクリーム屋「ラ・ソルブティエールLあa 
Sorbetiere」が
あ る。50種 類
以上のフレーバ
ーはどれも子供
に大人気。

　今日のディナーは少し奮発して、メラネシ
アンダンスショーを見ながらシーフードビュ
ッフェで舌つづみ。hル・メリディアン・ヌメ
ア（→P.124）やhヌバタパークホテル・コン
プレックス（→P.128）、hホテル・ル・サーフ

（→P.131）など
で、タヒチアン
ショーやメラネ
シアンダンスシ
ョーが行われる。

徒歩で 1 周 10 分程度の小さな島

ヌメアから一番近いプチ
リゾートのカナール島へ

アンスバタビーチで
のんびりランチ

みんなが大好きな
水族館へ

★★★★★

シトロン湾ショッピング
センターでひと休み

メラネシアンダンスショー
＆ディナービュッフェ

09   00

　少し早起きしてヌメアの朝市（→P.64）に行
ってみよう。地元で取れた魚や野菜、果物など
が多く並ぶ。地元の人の生活スタイルがかい
ま見られておもしろい。カフェがあるのでカフ
ェオレとクロワッサンで朝食を取るのもいいし、
ネムなどの総菜
も売っているの
で買って食べる
のもいいだろう。

　今日はふたりでロマンティックツアー
（→P.95）へ。マジェンタ空港から離陸し、ニュ
ーカレドニア自慢の珊瑚礁の上を30分かけて
フライト。その後、無人島に上陸してシャンパ
ンで乾杯！　ロマンティック飛行だけのスペシ
ャルサービスだ。
ふたりきりのフ
ライトは思い出
になること間違
いなし。

　hラマダ・プラザ・ヌメアの最上階にあるr
ル・360°（→P.146）は、レストラン自体が回転
式になっている珍しいレストラン。1時間30分
かけて1周している。ヌメア市内が一望できる
最高のロケーションは、ふたりにぴったり。夜
はアラカルトの
みだが昼はお
得なランチセッ
トがある（平日
のみ）。

とれたてのフルーツが豊富

朝食を兼ねて
ヌメアの朝市探検

世界遺産のラグーンを空から
眺めるロマンティック飛行

最上階の回転レストランで
ランチタイム

ヌメアで
おみやげ探し

サンセットクルーズ＆
シーフードディナー

おしゃれして
カジノへGo!!

08   00

GOAL

イチオシ！！
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Couple Family

大満足のよくばり              プラン！1day 大満足のよくばり              プラン！1day



女の子同士編 「女性だからこそ行きたい
あの場所へ」

大満足のよくばり              プラン！1day

バナナボートも楽しめる

08   30

hラマダ・プラザ・ヌメアのバー

22   00

高台にあるrラ・ロッシュ

13   00

スパで癒しのひとときを

17   00

　ニューカレドニアでは、
フランス料理はもちろん日
本料理、イタリア料理、モロ
ッコ料理、タイ料理など各
国の料理が楽しめるグルメ
天国だ。そのなかでもぜひ食べたいのがシーフード料理。イ
ル・デ・パン産のエスカルゴはイル・デ・パンでしか食べられ
ない貴重なもの。そのほかダンベア産の生ガキや、ウベア島
などロイヤリティ諸島で取れるヤシガニやイセエビ、セミエ
ビなどが盛り合わせになったシーフードプレートはぜひ食べ
てほしいメニューのひとつ（内容は店によって異なる）。

一度は食べたい
シーフードプレート

プチ情報 ★★★★★

イル・デ・パン産のエスカルゴ

　 一 番 人 気 は イル・デ・パンの日帰りツア ー
（→P.71）。飛行機をうまく使えば8時間以上滞在す
ることも可能。節約したい人は船で行くこともできる。
そのほか、ロイヤリティ諸島へも日帰りが可能だ。た
だし個人で行く場合、必ず島での足の確保をしてお
こう。空港や港にタクシーが客待ちしているなんて
ことはどの島もない。現地旅行会社のオプショナル
ツアーに参加す ればエアの手配、現地ガイド、送迎、
観光、ランチなどすべてセットになっているので、面
倒くさい人はオプショナルツアーに参加するのもい
いだろう。

　現地旅行会社が催行しているテニア島のオプショ
ナルツアー（→P.72）。イルカとの遭遇率が高く、誰で
も参加できるとあって人気のツアーだ。湾内にすみ着
いているのはバンドウイルカで、ボートのすぐそばま
で寄って来ることも。また、上陸してスノーケリング
を楽しむこともできる。そのほか、7月下旬から9月
初旬にはホエールウオッチング（→P.73）も楽しめる。

マレ島のラ・ロッシュの教会

　最近特に人気があるのがネイチャーツアーだ。年
齢を問わず楽しめるのが人気の秘密。一番人気は、
ラ・リビエール・ブルー州立公園（→P.72）で現地旅
行会社のツアーに参加する人がほとんどだ。9000ヘ
クタールに及ぶ自然保護区は、固有種の植物や野生
動物の宝庫。ニ
ューカレドニア
の国鳥カグーの
保護区でもあり、
野生のカグーが
見られることも
しばしば。
　また、園内には
トイレやキャン
プ場もある。その
ほかヌメアから
30分ほどの所に
あるモン・コギで
のトレッキング
も好評だ。

　ニューカレドニアには3つのゴルフ場（→P.96）があ
り、そのなかのひとつ、ティナ・ゴルフは、ヌメアから
車で15分の場所にある。9ホールは起伏に富んだ台地、
そのほかの9ホールは海越えを含む海岸沿いに造られ
ていて、海のブルーと高原の緑のどちらも楽しめるコ
ースだ。送迎、ランチ、グリーンフィー、レンタルクラ
ブなどがセットになったオプショナルツアーもある。

ラ・リビエール・ブルー州立公園

かなりの高確率でイルカに合えるテニア島 地元でも人気のティナ・ゴルフコース

ゆっくり味わいたい

20   00

Girls

START

　今日はまず、アンスバタからタクシーボート
に乗ってメトル島（→P.82）へ。ボートでおよ
そ15分のメトロ島は、水上コテージが自慢の
hエスカパード・アイランド・リゾートがあり、
さまざまなアクティビティが楽しめる。島全体
を美しい珊瑚礁
が囲んでいるた
め、スノーケリ
ングにも最適。

　ランチはフランスのB級グルメ、クレープの
フルコースに挑戦！　そば粉で作ったメイン
ディッシュのガレットと、小麦粉で作ったデザ
ートクレープを、リンゴの微発泡酒シードルと
一緒にどうぞ。人気のレストランはrラ・クレ
プリー・ブリト
ン（→P.145）や
rラ・ロッシュ

（→P.152）。

　日に焼けた肌に休息を与えるため今日はス
パ（→P.140）へ。カップルルームがあるスパな
ら、ふたりで一緒に受けることも可能。スパは、
hル・メリディアン・
ヌメアやhラマダ・
プ ラ ザ・ヌ メ ア、h
ル・ラゴンにあり、シ
トロン湾ショッピング
センターにはランス
タン・ナチュールがあ
る。

午前中の涼しい間に
アクティビティを楽しもう

クレープランチ＆
ショッピング

アクティビティを楽しんだ
あとはスパでリセット

　身も心もリフレッシュしたら、今夜はちょ
っぴり贅沢なフレンチディナーへ。ブイヤベ
ースが有名なプロヴァンス料理やアルザス料
理などフランス各地
の 本 格 料 理 が 楽し
め る。rル・ル ー フ

（ →P.149）とrル・
1881（→P.153）はニ
ューカレドニアでも珍
しいフレンチの水上レ
ストラン。

　部屋に戻る前に、もう少しだけリラックス
タイムを。心地よい音楽とフレッシュなトロピ
カルカクテルで今日1日を締めくくる。週末は、
ジャズなどの生演奏を催しているバーも多い。
大人の時間を堪能したら、部屋に戻って明日に
備えよう。ホテ
ルにいるからと
いって、くれぐ
れも飲み過ぎな
いように。

本場フレンチディナーを
堪能

ホテルに戻り
バーで優雅に

GOAL

離島日帰りトリップ

イルカウオッチング

ネイチャー＆エコ探検

本格コースでゴルフ三昧

252524

番外編 「こだわりの日帰りツアーでおもっいきり
遊んじゃお！」

大満足のよくばり              プラン！1day

Extra


