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客室内には海中が観察できる約 1.4mx約 1.0m のガラス床を設置。日中はエメラルドグリーンに輝く海が客室を彩り、夜に

はスポットライトが点灯するので、室内でも 1 日中海との一体感を味わえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 広々とした広々とした広々とした広々とした浴室浴室浴室浴室でででで海を眺めながら海を眺めながら海を眺めながら海を眺めながら優雅なバスタイムを優雅なバスタイムを優雅なバスタイムを優雅なバスタイムを    

全長2.5mを誇るダブルシンクの洗面室に隣接した、海を一望できる洗い場付きの広々とした浴室には、猫脚のバスタブを

導入しました。また、Hansgrohe社のプレミアムブランドAxor Montreuxシリーズより、クラシカルなデザインのシャワー・カラン

類を採用し、優雅なバスタイムを演出しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

パラオ パシフィック リゾートでは、開発当初から「開発と環境保全の両立」をコンセプトにした経営を行っています。この

たびの水上バンガロー建設にあたっては、サンゴなど海洋生物への配慮を最優先して建物を配棟し、工事工法を決定しまし

た。今後もパラオ パシフィック リゾートでは、前面に海、背後に山を有する恵まれたロケーションを有効に活用し、地球環

境に配慮したホテル経営の実践に努めていきます。 

 

【水上バンガロー建物概要】 

客室面積 ： 約 90 ㎡（屋内 53 ㎡、屋外 37 ㎡） 

部 屋 数 ： 5 棟 5 室（1 棟独立型） 

開 業   ： 2015 年 7 月 15 日 

 客室料金 ： 1,412US ドル（正規料金） 

(1 泊 1 室)   1,132US ドル（公式ウェブサイト割引料金） 

※別途税金・サービス料として 19%が加算されます。 

 【ご予約方法】 

公式ウェブサイト ： http://www.palauppr.com/  

パラオ パシフィック リゾート 日本地区セールスオフィス 

  ℡   ： 03-5428-8463 

Email ： pprjpn@ppr-palau.com 

 

【パラオ パシフィック リゾート施設概要】 

敷地面積 ： 254,822 ㎡ 

延床面積 ： 15,285 ㎡ 

客 室 数 ： 165 室 

開 業 ： 1984 年 12 月 10 日 

 

高い天井が広々とした空間を演出 海中のサンゴや魚を覗けるガラス床 天蓋付きベッドを設置 


