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ワン＆オンリー・パミラ、ロスカボス、メキシコ

ワン＆オンリー・オ ーシャンクラブ、バ ハマ

ユニークなロケーション

ユニークなロケーション

ワン＆オンリー・パミラは、バハ半島のコルテス海に面した息をのむ自然美を誇る地に位置します。周辺地域では唯一の遊泳可能な
ビーチに面したリゾートは、ロスカボスの雄大な自然の風景と海岸線を心ゆくまで満喫いただける絶好のロケーションです。

パラダイス・アイランドの繊細な白砂のビーチに面し、穏やかな貿易風が優しくさざ波を立てる紺碧の海を望む、ワン＆オンリー・
オーシャンクラブ。長年に渡り、その美しさと究極のプライバシーは定評があり、他に類をみないラグジュアリー体験を提供します。

宿泊

レジャー施設

宿泊

レジャー施設

–– 全ての客室が海に面し、専用のパティオ、
またはバルコニー付き
–– 贅沢なオーシャンフロントのカシータ・スイートには、専用のインフィニティー
プールを備えています
–– プライベートビーチに面した4ベッドルームの広大なヴィラ・コルテスは、–
12名収容のプライベートシネマルーム、専用ジムとスパには、パーソナル
トレーナーとセラピストを完備し、終日ヴィラにて快適におくつろぎいた
だけます

–– 男性用グルーミングサロン、OBOサロン・バイ・ジョナサン＆ジョージと
Barber&Blade™の2ヶ所の最先端ワン＆オンリー美容施設
–– バスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：キュア・スタジオ
–– 改装後のフィットネスセンターには、充実したTechnogym®機器を備え
た屋外スペースを追加
–– 著名なジャック・ニクラウス設計の27ホールのゴルフコース
–– コルテス海を望む新しい2面のテニスコートとバスケットボール用ハーフ
コート
–– シュノーケリング、ダイビング、ディープシー・フィッシング
–– ホエール・ウォッチング（季節限定）とプライベートヨット・チャーター
–– トロピックサーフが提供するラグジュアリーなサーフィン体験
–– プライベート・ビーチサイドパビリオンでのヨガクラス
–– 歴史的なチャペルでのロマンティックなウェディング
–– 「キッズオンリー」ではお子様向けの幅広いアクティビティーを提供

–– 広々としたバルコニーとパティオを備え、ガーデン、またはオーシャンビュー
を選択可能な客室とスイート
–– ビーチに面した快適な3〜4ベッドルームのヴィラは、プライベート・イン
フィニティープールと広々としたリビングルームを完備
–– ハートフォード・ウィングの客室とスイートの改修・拡張工事が完了

–– 広く世界に知られる有名な白砂のビーチ
–– 3ヶ所のファミリー、大人向けプール、最新のプールは、オーシャンフロ
ントに設けられたインフィニティープール
–– 豪華なヨットでのクルージング、フィッシング、ダイビング、シュノーケリング
–– ハートルーのテニスコート6面、うち4面は夜間照明完備
–– トロピカルガーデンに面した、バリ風スパとプライベートなトリートメント・
ヴィラ
–– 無料でご参加いただけるビーチデッキでのヨガクラス
–– 4〜12歳まで利用可能なデイリー・キッズオンリープログラム（無料）
–– ジャック・ウェイスコブ設計のオーシャンクラブ・ゴルフコース（18H）
–– リゾート周辺では、様々なモーター付きやモーター無しのウォーター–
スポーツが体験可能
–– パーソナルトレイナー、Kinesis™、Technogym® 機器を備えたフィットネス
センター

ダイニング
–– ジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリスティン監修の新コンセプトのステーキハウス
「シアード」
–– コルテス海を見下ろす「アグア・バイ・ラービ」は、産地直送の新鮮な食材を
用いた正統派メキシコ料理を提供
–– メキシカンエッセンスを加味したアジア料理「スヴィーチェ」
–– 新鮮なオーガニック素材を使用したメニューの「ブリーズ」

ダイニング
–– 世界的なシェフ、ジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリスティン監修の「デューン」
では、フランス料理とアジア料理を融合させた独自のメニューを提供
–– 目を見張るようなビューをお楽しみいただける「オーシャン」
–– 「ザ・ベルサイユ・テラス」では、コンチネンタル料理を提供
–– 「マティーニ・バー」では、シャンペンとビンテージワインをご用意
– – ご希望により、12世紀のアウグスティヌス回廊と砂浜が特徴の美しい
「ザ・ベルサイユ・ガーデン」は、特別な記念日やプライベートなイベント
にご利用いただけます

ワン＆オンリー・ザ・パーム 、ドバ イ

ワン＆オンリー・ロイヤルミラ ージュ、ドバ イ

ユニークなロケーション

ユニークなロケーション

ワン＆オンリー・ザ・パームは、緑豊かなパームアイランドに佇み、ドバイで最も居心地の良いひとときがお過ごしいただけるビーチ
フロントの楽園です。ひっそりとした魅力的なビーチに囲まれた当リゾートからは、ドバイの美しい摩天楼を一望します。

ワン＆オンリー・ロイヤルミラージュは、在りし日のアラビアと卓越したサービスが融合したロマンティックな世界を彷彿とさせ、繊細
なアーチとドームの建築物を中心に、中庭、緑豊かな芝生、そびえ立つ椰子が点在しています。ワン＆オンリー・ロイヤルミラージュは、
都会と自然豊かな環境の両長所を備え、多彩な休暇をお楽しみいただけます。

宿泊
–– 静穏な住まいを思わせる当リゾートは、
マナーハウスとプールに囲まれた
壮麗な建築様式の低層マンションとビーチフロント・ヴィラから構成され
ています
–– 華麗なインテリアの客室とスイートは、全室屋外テラス、またはバルコニー
が付き、一部はプライベートプールを完備しています
–– ビーチフロント・ヴィラは、究極の贅沢とプライバシーを提供

ダイニング
–– ミシュランスターシェフ、ヤニック・アレノのレストラン「ステイ」は、独自の
ペストリー・ライブラリーと究極のダイニングを提供
–– 「ゼスト」は西洋、アジア、中東の料理を、2ヶ所のライブクッキングステー
ションで演出します

–– シックで数々の受賞歴に輝く「101 ダイニング＆バー」は、海に浮かぶ
洗練された雰囲気の中でゆったりとしたひとときを満喫いただけます

レジャー施設
–– 「ゲラン・スパ」は、ラグジュアリースイートでの施術を提供しています。
静かな屋外パティオも完備
–– プールサイドには大型のデイベッドを備え、6ヶ所の空調付きのプールサイ
ド・カバナもご用意しています
–– Kinesis™トレーニングステーションを備えた最先端のフィットネスセンター
と大人専用のプール
–– 著名なバスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：キュア・スタジオ
–– ヘアスタジオ・バイ・アレクサンドル・ズアリ

宿泊
–– ザ・パレスは、幻想的で壮麗な建築様式からなる王国で、ゴールドクラブ
ラウンジのプライベートエントランスが設けられています
–– アラビアン・コートは、豪奢な中庭と噴水に東洋のスピリットを加味して
建設されました。全ての客室は海に面しています
–– レジデンス＆スパは究極の隠れ家で、優雅な佇まいの中、宿泊ゲスト
専用のプライベート・ダイニングルーム、緑豊かな庭園とプールを備えて
います

ダイニング
–– 8ヶ所のダイニング施設で、ローカル料理からインターナショナル料理ま
で、幅広く取りそろえています。地中海、モロッコ、東南アジア料理の他、
ユニークなバー、コンセプトも多彩に展開しています

–– 「オーゾーン」では、ウッドデッキと水面に浮かぶマジリでアラビア湾と
プールを目前に様々な料理をお楽しみいただけます
–– 壮麗な「ルーフトップ」では、東洋風のメッツェを提供しています
–– 「ジェティー・ラウンジ」では、爽やかなビーチサイドでの軽食と飲み物
をご用意しています。ここからの夕日は格別です

レジャー施設
–– 心身を癒す施術と正統派のモロッコ式オリエンタル・ハマムを提供する
究極のリラクゼーションの場「ワン＆オンリー・スパ」
–– 椰子の葉が心地よい日陰を作る4ヶ所の温度調節されたプール
–– 近隣にはPGAコースがあり、世界水準のゴルフプレーが可能
–– モーター付き、モーター無しのウォータースポーツ
–– アラビアンデザートでのサンドサーフィン
–– エキサイティングなアクティビティーを提供する「キッズオンリー・クラブ」

ワン＆オンリー・リーティラ、モル ディブ

ワン＆オンリー・ル・サンジェラン、モ ーリシャス

ユニークなロケーション

レジェンドの復活

北マーレ環礁最大の島に立つ全室ヴィラタイプの極上リゾート、ワン＆オンリー・リーティラは、類いまれな洗練されたスタイルと
卓越したおもてなしで、個々のゲストに合った旅を提供し、心を解き放つ特別な旅へと誘います。透き通る海に浮かぶウォーター
ヴィラ、または完璧なプライバシーを提供するビーチヴィラをお選びいただけます。

オープンより40年余り、“モーリシャスの貴婦人”と呼ぶに相応しい象徴的なリゾートが、大改装を経て生まれ変わります。ゲストの方々
に愛されてきた特色に更なる磨きをかけ、想像を遙かに凌ぐラグジュアリー体験をご用意し、お待ちしています。

宿泊

レジャー施設

–– ビーチヴィラ（プール付きを含む）、2棟のプール付きヴィラレジデンス、プ
ール付きグランドビーチヴィラは、熱帯の緑に囲まれた最良のプライバシ
ーを保持しています
–– 美しいラグーンの海面上に配された水上ヴィラ、プール付グランド水上ヴィラ
–– 壮麗な3ベッドルームのグランドサンセットレジデンスは、究極のプライバ
シーを提供します

–– あらゆる年齢の方にお楽しみいただけるお洒落な「クラブワン」
–– フライボード、PADIゴールドパーム・ダイビングセンター、シースルー・
カヌー、チャーターボートなどのウォータースポーツ
–– テニスコート、人工芝サッカーコート、クライミングウォール、生物分解
性エコバイオボールでホールインワンを狙うゴルフなどの屋外スポーツ
施設
–– 8室のトリートメントルームと2室の水上カップルスイート、ヨガと瞑想の
「チ・パビリオン」を完備するワン＆オンリー・スパ
–– テイラー・テイラー・ロンドンのヘアサロン、男性用グルーミングサロン
「バーバー＆ブレード by ワン＆オンリー」、世界的に著名なバスチャン・
ゴンザレスのペディ：マニ：キュア・スタジオ
–– 屋外クイーナックス・トレーニングエリアも備えるフィットネスセンターには
Kinesis™ とTechnogym® の最新機器を完備

–– 装いも新たに生まれ変わる「ヴィラ・ワン」をはじめ、全143室からなる客
室とスイートは、モーリシャスの美しい風景を最大限活かせるよう配慮さ
れた新設計。視線を遮らないパティオの扉、室内外を繋ぐフローリング、
アイランドスタイルに影響を受けたカラーパレットなど、客室のコンセプ
ト全体を一新
–– 新たに加わる2〜3ベッドルームのスイートは、ご家族での宿泊に最適で、
各ベッドルームにコネクティングルームをご用意

ダイニング
––
––
––
––
––
––

海に囲まれたコンテンポラリーな日本食レストラン「タパサケ」
「リーティ・レストラン」では、フレンチ、イタリアン、アジア料理を提供
伝統的なイタリアン「ラバルバロ」と豊富なカクテルが自慢の「ラー・バー」
オーガニック料理を提供する魅惑的な屋外レストラン「ボタニカ」
アラビア料理をエキゾチックなビーチサイドで提供する「ファンディータ」
「ビーチクラブ」では、新鮮食材と代表的なバーガーを提供

宿泊

ダイニング
–– 人気のステーキハウス「プライム」は、シンプルで独自の美しい装いで
ワン＆オンリーに帰ってきます
–– エキサイティングなアジアン・フュージョン料理が魅力の「タパサケ」は、
絶景のラグーンを見下ろす最高のロケーションに新設
–– 美味しいローカルフードはもとより世界各国の料理までお楽しみいただ
ける「ラ・テラス」は、このリノベーションで生まれ変わります
–– 職人気質の新しいベーカリー＆カフェ「ラルティザン」は、焼きたてのパン
などを終日提供

–– 新たにパームグローブに設けられた「ラ・ポアント」は、ビーチサイドでの
食事をお楽しみいただけます
–– 数ある素晴らしいロケーションの中からお好きな場所で、ご要望に応じた
プライベートダイニングを満喫いただけます

レジャー施設
–– 半島の先に新設されたプールは、3種類をご用意
–– プライベートビーチは純白の砂浜が2㎞に渡り続きます
–– 「クラブ・ワン」には様々なアクティビティーが満載。子供向けの「キッズ
オンリー」やティーン向けの「ワン・トライブ」をご利用いただけます。こ
の他、最上級の設備を誇る屋内外ジム「フィットネスセンター」、モーリシ
ャス初の「アンリ・ルコント・パデル」コート2面、照明付テニスコート3面、
ミニゴルフ、サッカーフィールド、スピニングルーム、瞑想やズンバなどに
ご利用いただける多目的空間なども充実
–– 「ウォータースポーツ・パビリオン」もこれまで以上にグレードアップ
–– 「至福の一時をお約束する「ワン＆オンリー・スパ」も大幅な改装が行わ
れ、設備が強化されます
–– その場にいるだけでインスピレーションが沸く「ヨガ・パビリオン」

エミレ ーツ・ワン＆オンリー・ウォルガ ンバレ ー 、オ ーストラリア

ワン＆オンリー・ケープタウン、南 アフリカ

ユニークなロケーション

ユニークなロケーション

世界遺産のブルーマウンテンズ近郊に位置し、息をのむ絶景と素晴らしい大自然に囲まれた敷地面積7,000エーカーの当リゾートは、
プライベートプール付きのヴィラをご用意。ウォルガンバレーでのラグジュアリー・アドベンチャーは、どなたにとっても貴重な体験と
なることでしょう。

美しいビクトリア＆アルフレッド・ウォーターフロントに位置し、テーブルマウンテンの眺望を満喫できる、シックなケープタウンの
最高級アーバンリゾート。南アフリカらしい文化の鼓動を体感するとともに現代的な魅力をも兼ね備えています。

宿泊
–– 36棟の独立したプライベートプールとベランダ付きヘリテージ・ヴィラ
–– ファミリーユースに最適な、2ベッドルームのウォレミ・ヴィラ、3棟
–– グルメのためのキッチン、専用バトラーサービス、プライベートガーデン付
き、3ベッドルームのウォルガン・ヴィラ
–– 全ての客室は、フェデレーション時代を彷彿させる建築様式を採用し、
持続可能に関する受賞歴があります

ダイニング
–– 優雅なディナーメニューとカジュアルな朝食を提供する「ウォルガン・
ダイニングルーム」
–– 「カントリー・キッチン」は、プロビドールスタイルのカジュアルなランチ
と軽食を終日ご用意しています
–– 「バレー・バー＆テラス・ラウンジ」では、広大な景色と暖炉の温もり、
オーストラリア産のビンテージワインをお楽しみいただけます

–– 星空の下でのロマンチックディナー や最大12名収容のクリークサイド
ルームでの親しい仲間との集まりなど、様々なダイニングオプションを
取りそろえています

レジャー施設
–– 「ワン＆オンリー・スパ」は、プライバシーが保たれた2名用トリートメント
ルームを6室備え、使用するオーストラリア製ソダシ・スキンケア製品は、
世界で最も純度の高いスパブランドとして高く評価されています
–– 25mのインフィニティープールとテニスコート
–– Technogym®機器を備えた、最先端のフィットネスセンター
–– 当リゾートでは、地域の絶滅危惧種を保護するため、生物多様性と生息
環境回復に焦点を合わせた幅広い自然保護活動に取り組んでいます
–– 自然環境に恵まれた当リゾートは、お祝い、結婚式、重役会議などに最適
で、収容人数60名のウィリアム・ウォーカー・ルームもご利用いただけます
–– 乗馬、自転車、ガイド付き自然観察ウォーキング、野生動物観察サファリ
などのアウトドアアクティビティー

宿泊
–– 91室の客室とスイートを有するマリーナ・ライズからは、アイコン的な風景
のテーブルマウンテンとマリーナの眺望をお楽しみいただけます
–– アイランド棟には40室の豪華な客室とスイートをご用意
–– プレジデンシャル・スイートとテーブルマウンテン・スイートは、贅の限り
を尽くし、最高水準の快適さとプライバシーをお約束します

ダイニング
–– ミシュランスターシェフ、松久信幸による「ノブ」。現代風の和食にペルー
料理のエッセンスを効かせたメニューの数々
–– 南アフリカのセレブ・シェフ、ルーベン・リフェルは、南アフリカ産の季節
の食材をケープタウン風レシピでお届けします
–– 5,000本以上を収蔵する見事なワインコレクション・ロフトと試飲室には、
南アフリカ産の有名ワインや、折り紙付きの世界的に有名な銘品が集め
られています

–– テーブルマウンテンの眺望が素晴らしい「ビスタ・バー＆ラウンジ」は、
ゆったりと過ごす午後やエネルギーに満ちた粋な夜に最適です
–– 「イゾラ」では、地中海料理と南アフリカ料理を融合させたカジュアルな
メニューをプールサイドでお楽しみいただけます

レジャー施設
–– 冒険心をかき立てるシャークケージ・ダイビングやロベン島の史跡観光
など、ケープタウン周辺の各種アクティビティー
–– 南アフリカ最大のインフィニティーエッジプール
–– 地元のワイン産地や美しい植物園の観光
–– プライベートアイランドに設けられた「ワン＆オンリー・スパ」
–– 著名なバスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：キュア・スタジオ
–– Kinesis™、Technogym® の機器を取り揃えた「フィットネス・センター」

オ ープ ン 予 定 の ワン＆オ ンリー・リゾーツ

ワン＆オンリー・ニュングェ・ハウス、ルワンダ（ 2 017年）

ワン＆オンリー 三亜、中 国（ 2 017年）

ユニークなロケーション

ユニークなロケーション

植物の宝庫と称される豊かな森は、この地に何百万年もの期間を経て力強く成長してきました。緑が生い茂るこの土地一帯は、
広大な茶葉の産地として知られています。ワン＆オンリー・ニュングェ・ハウスは、外界を離れ、生命の息吹と驚異に思う存分に
触れることができる静寂の楽園です。

至福の静寂に包まれたワン＆オンリー 三亜は、中国、南シナ海の海南島に位置します。1年を通じて爽やかな亜熱帯気候は、バカン
スの旅先として理想的で、生涯忘れられない旅をお約束します。“蝶の王国”として世界的に知られる海南島は、豊かな熱帯雨林や
山々、滝、川など多くの自然に恵まれています。当リゾートでは、この島特有の歴史的タペストリーを約190室の客室とヴィラに織り
込んでいます。

宿泊
目を見張る客室とスイートは、環境に敬意を払い、独自の景観と自然がシ
ームレスに調和するようにデザインされています。それはまるでニュングェ
の原生林の最も美しいところを切り取り、フレームに入れたようです。豊
かな自然が一面に広がる様子は、内から外へと周囲の景観と自らが繋が
っているような感覚を覚えます。厳選された家具を配したバルコニーは、
広々とした空間が濃い緑へと開かれています。魅惑的な森から視線を落
とすと、視界に入るのは、青々と広がる茶畑での収穫作業の光景です。

ダイニング
圧巻の朝焼けの中で食する朝食は、これから始まる発見に満ちた1日に活
力を与えてくれます。一方、のんびりと休日をお望みのゲストには、大自然
に囲まれたロケーションでのアラカルト・ブランチがお勧めで、贅沢な一
皿をご用意しています。豊かな自然を満喫しつつ、大勢で囲む食卓から、

ツリーハウスや隠れ家的オアシスでのプライベートディナーまで、世界中こ
こでしか体験できない特別な時間をご堪能ください。

アクティビティーとエクスカーション
壮大なマホガニーの木々、生い茂る巨大なシダの葉、繊細な蘭の花々など、
深い大自然の散歩をお楽しみいただけます。珍しいマンガベイ・モンキーが
元気に遊ぶ光景に遭遇し、珍しい蝶を採取、驚きと発見が待っています。思
わず目がくらむ高さに設置されたキャノピー・ウォーク、
マウンテンバイクで
のスリリングなトレイルアドベンチャーなど、様々な角度から自然を楽しみ、
この土地に精通したスタッフより多くの知識を学んでください。キャンプフ
ァイヤーを囲んでのナイトドリンク、山の麓での大晩餐会、アフリカにイン
スパイアされたスパセラピー、星空の下でのムービーナイトなど、魅惑的な
体験が待つこの地で、ぜひ安息の一時をお過ごしください。

宿泊
ビーチフロントの景観と優雅に調和するよう設計された宿泊棟は、約190
室の客室とヴィラから成り、島内のリゾート随一の贅沢な造りです。パノラ
マビューをお楽しみいただける客室をはじめ、各部屋が持つ個性的なスタ
イル、ゆとりの空間、プライベートな雰囲気は、カップルからファミリーま
で、どなたにもご満足いただけます。また充実のアメニティーや最新機器が
全室に完備されています。

ダイニングと宴会
海南島ならではの悠然としたロケーションで、地元のグルメな料理をお楽し
みください。当リゾートのレストランは、それぞれが個性豊かで、絶景に囲ま
れたの中、最高のサービスでゲストをおもてなしします、屋外のプライベー
トテラスでは、ウエディングから祝賀会、サプライズパーティーや同窓会に

至るまで、閑静な環境での様々な催し物に最適で、美しいデザインに囲まれ
た広々としたスペースで特別な一時をお過ごしいただけます。

アクティビティーとエクスカーション
当リゾートでは、万泉河でのラフティング、島周辺の美しい珊瑚礁でのシュ
ノーケリング、海水浴など様々なアクティビティーをお楽しみいただけます。
また、最新設備のフィットネスセンターでのトレーニング、五指山の頂から
島全体を眺めるトレッキングもお勧めです。この地域は一帯は、11世紀の中
国北宋代の詩人、蘇軾をはじめ、多くの芸術家が身を寄せたことでも知ら
れています。これを機に、地域の歴史探究に興じてください。

オ ープ ン 予 定 の ワン＆オ ンリー・リゾーツ

ワン＆オンリー・シ ーフ、バーレ ーン（ 2 017年）

ワン＆オンリー・ゴリラズ・ネスト、ルワンダ
息をのむようなヴィルンガ火山群に挟まれたワン＆オンリー・ゴリラズ・ネストは、“魔法の力で夢を叶えた”と称しても過言ではありません。自然の生息環
境の中でのびのびと暮らす希少なマウンテンゴリラとの出会いは、人生においてまたとない経験となるはずです。アフリカ大陸で最も歴史ある国立公園
を最前線でお楽しみください。目前に迫る象やライオンなどの野生動物、エキゾチックで美しい鳥類、活き活きと活動する多様な霊長類など、大自然が
育んだ動植物が、必ずやゲストを別世界へと誘うことでしょう。ワン＆オンリー・ゴリラズ・ネスト、ルワンダは、現代社会の最高の楽園で、心と体に完全な
る休息を提供します。

ワン＆オンリー・ポルトノヴィ、モンテネグロ
ユニークなロケーション
バーレーンの北西沿岸に位置するワン＆オンリー・シーフでは、“最高のコレクション”と呼ぶに相応しい贅沢なゲストルーム、
スイート、ヴィラをご用意しています。客室からアクセス可能なプライベートビーチなど、ワン＆オンリーならではの極上ステイを
是非ともご体験下さい。
宿泊
–– ゆったりとした65㎡の「マナー・デラックスルーム」から、700㎡を超え
る宮殿のようなペントハウス「ロイヤル・スイート」まで、スイートやヴィ
ラを含む172室の客室は、様々なサイズをご用意
–– 芸術的ともいえるバーレーンの木工調度品や装飾をあしらった空間は、
落ち着いた中にもエレガンスを感じさせる、他に類を見ない雰囲気
–– 全ての客室がオーシャンビュー、パノラマガーデン、ラグーンのいずれ
かを配し、プライベートなバルコニーやテラス、パティオを完備。上品
なラウンジやソファー、デイベッドなどを優雅に配置しています

ダイニング
–– 「ボタニカ」の美しいグリーンハウスで栄養に配慮した料理をお楽しみ
いただけます
–– 「ソイサル」では、定番のトルコ料理をモダンなスタイルでご提供

–– 雰囲気たっぷりの「マンコ」は、オーセンティックなペルー料理を満喫い
ただける名店
–– 「ザ・パームラウンジ」では、斬新なスイーツはもちろん、伝統的なカクテ
ルから地元産のオーガニック・コーヒー、ナツメヤシまで、様々な逸品を
ご用意
–– 「イスラ」は、太陽と海にインスパイアされたルーフトップ・バーで、世界
中から集められた様々な軽食もお楽しみいただけます

ウェルネス、レジャー、イベント
–– 卓越した「ジバンシィ・スパ」の贅沢なスパ・トリートメントで、心と身体の
調和と若返りを図ります
–– 最新の設備を誇るジムでは、男女共用、および女性専用のトレーニング
ルームを完備
–– 著名なバスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：キュア・スタジオ
–– 屋内外の多目的スペースでは、350名までのゲストに対応

欧州初のワン＆オンリー・リゾートは、1.2㎞にわたりアドリア海を見下ろす美しい景観で訪れる人々の心を奪うことでしょう。ティヴァト湾の入り口に位置
する25万㎡の広さを誇るこのリゾートは、完璧なプライバシーを保ちつつ、山と海の両形式を見下ろす絶好の場所に立ちます。約150室の客室とヴィラには、
モンテネグロの豊かな自然の趣が盛り込まれています。有名シェフ監修の各国料理のレストランでは、地元の新鮮な食材を使用し、徹底したおもてなしは、
ゲストのあらゆる希望を必ずや満たすことでしょう。ワン＆オンリー・スパは、ウェルネスブランドのアンリ・シェノーと提携し、古代地中海の伝統を現代の
スパセラピーと融合させることで、地域の文化的遺産も継承して行きます。

ワン＆オンリー・マンダリーナ、メキシコ
ワン＆オンリー・マンダリーナは、プエルト・バヤルタ国際空港から約50㎞のリビエラ・ナヤリットに位置し、約145室の豪華なヴィラ、プライベート・
レジデンスから構成されます。多様で壮観な宿泊施設には、オーシャンクリフ・ヴィラ、ツリーハウス・ヴィラ、マウンテン・ヴィラが設けられ、全ての
ヴィラが完璧なプライバシーと見事な眺望を重視して設計されています。当リゾートには、世界一流の”ファーム・トゥ・テーブル”産地直送のダイニング、ビ
ーチクラブ、シックなブティック、ゆったりとした時が流れるワン＆オンリー・スパとフィットネスセンター、ミーティングやプライベートな会合にご利用
いただける施設も完備されます。

ワン＆オンリー・サンタマリア・デ・サ ラ、メキシコ
ワン＆オンリー・サンタマリア・デサーラは、プエルト・バヤルタ国際空港から100㎞南に位置する1,200ヘクタールの新開発地区の一部に建設されます。
当リゾートは、約75室のプライベートプール付きの豪華なヴィラとスイートで構成され、8㎞に渡る美しいビーチに面しています。定評有るワン＆オンリーの
快適な居住性を重視し、ワン＆オンリー・スパとフィットネスセンター、各種会議施設も導入されます。国際的に有名なシェフが監修するレストランでは、
地元の食材をふんだんに取り入れた高レベルの料理を提供します。

ワン＆オンリー・リゾーツ

施設一覧

ワン＆オンリー・パ ミラ、ロス カボス
客室 (m2)

ロケーション
ロスカボス
メキシコ

ワン＆オンリー・リー ティラ、モ ル ディブ

総客室数：
174室

サンホセ・デル・カボ
国際空港より車で
20分

15
30
16
12
59
7
13
3
2
11
1
2
1
1
1

オーシャンフロント・ルーム
(47m2)
オーシャンフロント・プレミアルーム
(56m2)
オーシャンフロント・パミラ・ジュニアスイート
(62m2)
オーシャンビュー・テラス・ジュニアスイート
(70m2)
オーシャンフロント・ジュニアスイート
(70m2)
オーシャンフロント・ジュニアスイート（プランジプール付き）
(70m2)
オーシャンフロント・プール・カシタ・ジュニアスイート
(65m2)
オーシャンフロント・1 ベッドルーム・スイート
(112m2)
オーシャンフロント・1 ベッドルーム・プレミアスイート
(103m2)
オーシャンフロント・1 ベッドルーム・グランドスイート
(130m2)
オーシャンフロント・1 ベッドルーム・グランドスイート (プール付き) (130m2)
オーシャン・1 ベッドルームプール・カシタ・スイート
(130m2)
オーシャンフロント・ワン＆オンリー・プールカシタ・スイート
(185m2)
ヴィラ・コルテス
(975m2)
ヴィラ・ワン
(1,060m2)

レストラン/バー

リゾートレジャー

アグア・バイ・ラービ･レストラン
アグア・バー
シアード
スヴィーチェ・レストラン
ワン＆オンリー・ラウンジ
ブリーズ・レストラン
インルーム・ダイニング

• パミラ・ゴルフクラブ - ジャック･ニクラウス
設計の27Hゴルフコース
• ワン＆オンリー・スパ - プライベート・スパ
ヴィラ 13棟、ヨガ、ガーデン、ワツ・プール、
バスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：
キュア･スタジオ
• 半島で最も美しく遊泳可能なビーチ
• プール：1 家族用、1 大人用、1 子供用
• 照明付きテニスコート 2面
• バスケット・ハーフコート 1面
• 各種モーター付き/モーター無しの
ウオータースポーツを手配

キッズ/
ティーン
キッズオンリー†
4〜12歳対象
ティーンズ
13〜17歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
宴会場 (270/278m2)
会議場 (14/56m2)

北マーレ環礁
モルディブ

イベントスペース：
チャペルテラス
ペリカンビーチ
タートルビーチ
バヒア・ボールルーム
バヒア・コートヤード
アグア・プールデスク
ブリーズ・テラス
ハーブ・ガーデン

マーレ国際空港より
豪華ヨットで50分

パラダイスアイランド
バハマ

総客室数：107室
クレセント・ウイング

40 ビーチフロント・ルーム
10 ビーチフロント・スイート

(51m2)
(112m2)

リンデン・ピンドリング
国際空港（NAS）より
車で40分

ハートフォード・ウイング

2 ガーデン・コテージ
50 ガーデン / オーシャンビュー
2 オーシャンビュー・スイート

(80m2)
(33m2)
(91m2)

2 ヴィラ (3 ベッドルーム）
1 ヴィラ (4 ベッドルーム）

(413m2)
(446m2)

レジデンス風ヴィラ

レストラン/バー

リゾートレジャー

デューン・バイ・ジャン・
ジョルジュ・ヴォンゲリスティン
デューン・バー
ベルサイユ・テラス
オーシャン
マティーニ・バー
インルーム・ダイニング

• ワン＆オンリー・スパ - 独立したトリート
メント・ヴィラ 8棟、ヘアサロン
• 家族、大人向けプール 3ヶ所
• ハートルー･テニスコート 6面、うち 4面は
照明付き
• オーシャンクラブ・ゴルフコース - ジャック・
ワイスコフ設計の18Hゴルフコース
• 各種モーター付き/モーター無しの
ウォータースポーツ

キッズ/
ティーン
キッズオンリー†
4〜12歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
会議・宴会場：
エグゼクティブ・ボードルーム
(20/74m2)
ハートフォード・ルーム
(50/79m2)

客室 (m2)

パームアイランド
ドバイ

総客室数：94室
マナー・ハウス

ドバイ国際空港より
車で35〜40分
アブダビ国際空港より
車で60〜75分

低層マンション 6棟

プライベート・
ビーチフロント・ヴィラ

25 プライム･ルーム
6 ダブル･ダブル
1 バリアフリー･ルーム
1 エグゼクティブ・スイート
1 グランドパーム・スイート

(65m2)
(80m2)
(85m2)
(130m2)
(250m2)

		
21 プレミア･ルーム
13 ダブル･ダブル
16 ジュニア・スイート（うち7室はプール付き）ˆ
6 エグゼクティブ・スイート（うち2室はプール付き）ˆ

(65m2)
(80m2)
(100m2)
(130m2)

4 プライベート・ビーチフロント・ヴィラ
（2 ベッドルーム）プール付き ˆ

レストラン/バー

リゾートレジャー

国際空港より
車で1時間

イベントスペース：
ビーチ・デッキ (120m2)
プール･テラス (120m2)
ヴェルサイユ・ガーデン (120m2)

ゼスト
ステイ・バイ・ヤニック・アレノ
101 ダイニングラウンジ＆バー
ザ・ラウンジ
インルーム・ダイニング

• 近隣にゴルフコース有り
• ワン＆オンリー・プライベートスパ トリートメントスイート 8室
カップルスイート 1室
• ワン＆オンリー・フィットネスセンター
• ヘアスタジオ・バイ・アレクサンドル・ズアリ
• バスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：
キュア・スタジオ
• 1 メインプール、1 大人用ラッププール
• 照明付きテニスコート 1面
• ワン＆オンリー・ロイヤルミラージュにて
各種ウォータースポーツが可能

(325m2)

キッズ/
ティーン
キッズオンリー†
4〜11歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
レセプションホール (150m2)
屋外スパ・コートヤード

総客室数：159室
スイートとヴィラ：
143室

コンポーネント・スイート：
16室

ジュメイラビーチ
ドバイ

ザ・パレス
総客室数：231室

ドバイ国際空港より
車で30分
アブダビ国際空港より
車で40分

アラビアン・コート
総客室数：171室

レジデンス＆スパ
総客室数：49室

147
49
22
11
2

スーペリア･デラックスルーム
スーペリア･ゴールドクラブルーム‡

スーペリア･エグゼクティブスイート
スーペリア･ゴールドクラブスイート‡
ロイヤル・スイート

161 デラックスルーム
8 ファルコン・エグゼクティブスイート
2 プリンス・スイート

32
12
4
1

プレステージ・ルーム
ジュニア・スイート
エグゼクティブ・スイート
ビーチ・ガーデンヴィラ・レジデンス

レストラン/バー
(45m2)
(45m2)
(100m2)
(100m2)
(325m2)
(50m2)
(125m2)
(145m2)

(58m2)
(85m2)
(118m2)
(300m2)

オリーブス
タジン
セレブリティーズ
ビーチバー＆グリル
カスバー
ザ・ジェティー･ラウンジ
ザ・ロティサリー
ニーナ
オーゾーン
ザ・ルーフトップ
ザ・サモワール･ラウンジ
ロビー･ラウンジ
ザ・ダイニングルーム
ザ・ライブラリー
ザ・コートヤード
インルーム・ダイニング

リゾートレジャー
• 近隣にゴルフコース有り
• ヘルス＆ビューティー施設 - オリエンタル・
ハマム完備のワン＆オンリー･スパ、12室の
トリートメントルーム、ゾーリ・ヘアサロン、
バスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：
キュア・スタジオ
• 3 プール（うちレジデンス＆スパのゲスト
専用1ヶ所）、1 大人用プール
• 照明付きテニスコート 3面
• 各種ウォータースポーツ

リーティ・レストラン
ファンディータ
タパサケ
ラバルバロ
ラー・バー
ボタニカ
インヴィラ・ダイング
ザ・ビーチクラブ

48		 ラグーン・ルーム
12		 オーシャン・バルコニールーム
6		 オーシャン・ルーム
30		 ビーチフロント・バルコニールーム
12		 ビーチフロント・ルーム
4		 ビーチフロント・バルコニー・ジュニアスイート
4		 ビーチフロント・ジュニアスイート
4		 オーシャン・バルコニースイート
7		 オーシャン・スイート
3		 ビーチフロント・バルコニースイート
12		 ビーチフロント・スイート
1		 ヴィラ・ワン（2ベッドルーム）

レストラン/バー
(65m2)
(65m2)
(65m2)
(65m2)
(65m2)
(110m2)
(130m2)
(130m2)
(150m2)
(130m2)
(150m2)
(622m2)

プライム
タパサケ
ラ・テラス
ラルティザン
ラ・ポアン
エンターテイメント＆バー
インルーム・ダイニング

4		 2ベッドルーム・オーシャン・バルコニースイート (195m2)
4		 2ベッドルーム・オーシャンスイート
(215m2)
4		 2ベッドルーム・ビーチフロントスイート
(215m2)
2		 3ベッドルーム・ビーチフロント・バルコニースイート (260m2)
2		 3ベッドルーム・ビーチフロントスイート
(280m2)

客室 (m2)

ロケーション
総客室数：40棟
独立したヴィラ

シドニーより
車で2.5時間

• ワン＆オンリー・スパ トリートメント・スイート 8室、水上カップル･
スイート 2室、タイ式マッサージルーム 3室、
バスチャン・ゴンザレス・ペディ：マニ：キュア・
スタジオ、テイラー・テイラー・ヘアサロン
• 1 ファミリープール、1 子供用プール、
1 大人用ラッププール
• 照明付きテニスコート2面
• 各種ウォータースポーツ

キッズ/
ティーン
キッズオンリー
4〜9歳対象
ワン・トライブ
9〜11歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
イベント・スペース：
サンライス・ビーチ
ウェディング・パビリオン
エピキュア

ティーンズ
12〜17歳対象

リゾートレジャー
• ワン＆オンリー・スパ		
• バスチャン・ゴンザレスのペディ：マニ：
キュア・スタジオ
• 1 ファミリープール、1 子供用プール、
1 大人用ラッププール
• フィットネスセンター
• アンリ・ルコント・パデルのテニスコート
2面、照明付テニスコート3面
• ミニゴルフ、サッカーフィールド、
スピニングルーム
• 多目的ルーム
• 各種モーター付/モーター無しの
ウォータースポーツ

キッズ/
ティーン
キッズオンリー†
3〜11歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
会議室 (80/167m2)
ボードルーム (12/38m2)

ティーンズ
12〜17歳対象

36		 ヘリテージ・ヴィラ（1 ベッドルーム）
3		 ウォレミ・ヴィラ（2 ベッドルーム）
1		 ウォルガン・ヴィラ（3 ベッドルーム）

レストラン/バー
(83m2)
(201m2)
(410m2)

ウォルガン・ダイニングルーム
ザ・カントリーキッチン
バレー・バー＆テラス・ラウンジ
インルーム・ダイニング

リゾートレジャー
• ワン＆オンリー・スパ - ダブル・トリート
メントルーム 6室
• 1 プール
• 最先端のフィットネスセンター
• 乗馬、自転車
• ガイド付き自然観察ハイキング
• 野生動物サファリツアー

キッズ/
ティーン
全年齢の
お子様を歓迎

会議・宴会
(収容人数/m2)
ウイリアム・ウォーカー・
コンファレンスルーム
(50/84m2)

ワン＆オンリー・ケ ープタウン、南 ア フリカ
客室 (m2)

ロケーション

客室 (m2)

ビーチ・ヴィラ
(135m2)
プール付き ビーチ・ヴィラ
(165m2)
ウォーター・ヴィラ
(149m2)
プール付き ウォーター・ヴィラ
(149m2)
プール付き 2 - ヴィラ･レジデンス
2
(2 棟の独立したヴィラ)
(134m +165m2)
2 プール付き グランドウォーター・ヴィラ
(241m2)
5 プール付き グランドビーチ・ヴィラ
(322m2)
(2 ベッドルーム)
2 グランド・サンセット・レジデンス
(2,200m2)

リゾートレジャー

エミレ ーツ・ワン＆オンリー・ウォル ガ ンバレ ー 、オ ーストラリア

ウォルガンバレー
オーストラリア

ワン＆オンリー・ロイヤルミラ ージュ、ドバ イ
ロケーション

40		
37		
24		
6
6

客室 (m2)

ワン＆オンリー・ザ・パ ーム 、ドバ イ
ロケーション

レストラン/バー

ワン＆オンリー・ル・サン ジェラン、モ ーリシャス

ポワント・ド・フラック
モーリシャス

客室 (m2)

総客室数：122棟
レジデンス・スタイルの
ヴィラ

ロケーション

ワン＆オンリー・オ ーシャンクラブ、バ ハマ
ロケーション

客室 (m2)

ロケーション

キッズ/
ティーン
キッズオンリー†
4〜11歳対象

会議・宴会
(収容人数/m2)
ザ・パレス：
ロイヤル・ボールーム
(300/528m2)
アル・モンタザ・ミーティング
ルーム 2室 (50/55m2)
ボードルーム (12/39m2)
アラビアン・コート：
アンフィシアター (350/600m2)
アル・カウファ・フォート
(175/200m2)
オーバル・ガーデン (45/78m2)
ペレグリン・ボールルーム
(200/375m2)
ミーティングルーム 2室
(45/50m2)

* 有料。‡ ゴールドクラブの客室にご宿泊のゲストには、追加のサービス、およびゴールドクラブ・ラウンジをご利用いただけます。† 保護者、
またはベビーシッターが同伴の2〜3歳のお子様には、キッズクラブでのプレイオプションをご用意しています。
また、ベビーシッター、
およびナニーサービスも、お手頃な料金でご提供しています。†† 状況によりご利用いただけない場合があります。予めご了承ください。.ˆ プライベートプールは水温調整されています。

ビクトリア＆アルフレッド・
ウォーターフロント
南アフリカ
ケープタウン国際空港
より車で25分

総客室数：131室

16		 マリーナ・ハーバールーム
39		 マリーナ・テーブルマウンテンルーム
23		 プレミア・マリーナ・テーブルマウンテンルーム
4		 マリーナ・スイート
7		 マリーナ・グランドスイート
32		 アイランド・スーペリアルーム
4		 1 ベッドルーム・アイランドスイート
4		 2 ベッドルーム・アイランド・グランドスイート
1		 テーブルマウンテン・スイート
1		 プレジデンシャル・スイート

レストラン/バー
(63m2)
(63m2)
(63m2)
(123m2)
(155m2)
(73m2)
(115m2)
(254m2)
(316m2)
(383m2)

ノブ
ルーベンズ
ワイン・ロフト
イゾラ
ビスタ・バー＆ラウンジ
インルーム・ダイニング

リゾートレジャー
• 近隣のゴルフコース
• ワン＆オンリー・スパ - 1名用トリート
メントルーム 8室、カップル・トリート
メントルーム 2室、リラクゼーション
ルーム、Wayne.com ヘアサロン
• バスチャン・ゴンザレスのペディ：
マニ：キュア・スタジオ
• 1 温水インフィニティープール
• V&A ウォーターフロントにて、多彩な
ショッピングとエンターテイメント

キッズ/
ティーン

会議・宴会
(収容人数/m2)

キッズオンリー
4〜11歳対象

ボールルーム (120/215m2)
ボードルーム (12/30m2)
マリーナ・ミーティングルーム
(40/85m2)
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WORLD TRADE CENTRE, CENTRE 1, 1/F

KERZNER INTERNATIONAL

CUFFE PARADE, MUMBAI, 4 0 0 0 05

1325 AVENUE OF THE AMERICAS

T: +91 22 66387362

28TH FLOOR, NEW YORK , NY 10 019

SALES@INDIVAMARKETING.COM

T: +1 212 786 6254
USASALES@KERZNER.COM

T: +61 2 9308 0520
INFOANZ@KERZNER.COM

JAPAN
KENTOS NETWORK

BRAZIL
VELLE REPRESENTAÇÕES
ALAMEDA SANTOS, 1470 SALA 310
01418-10 0 SÃO PAULO, BRAZIL

205 CALM MINAMI AOYAMA ,
4-16-16, MINAMI AOYAMA ,
MINATO -KU, TOKYO, JAPAN 107-0 062
T: +81 3 34 03 5328
YUKIOBARA3@KENTOSNETWORK .CO.JP

T: +55 11 3285 4 437
MARCIA@VELLE.TUR.BR

RUSSIA AND CIS
KERZNER INTERNATIONAL

KERZNER INTERNATIONAL
GOETHESTRASSE 27
60313 FRANKFURT
T: +49 69 297 2907-0
INFOCE@KERZNER.COM

OFFICE C, 31ST FLOOR, TOWER ‘A’
12, PRESNENSKAYA EMBANKMENT
MOSCOW, 123317
RUSSIAN FEDERATION
T: +7(499) 6438247
INFORU@KERZNER.COM

For our travel partners 		

Amadeus

Sabre

Apollo/Galileo

Worldspan

One&Only Ocean Club (NAS)		
One&Only Palmilla (SJD)		
One&Only Royal Mirage The Palace (DXB | AUH)
One&Only Royal Mirage Arabian Court (DXB | AUH)
One&Only Royal Mirage Residence and Spa (DXB | AUH)
One&Only The Palm (DXB | AUH)		
One&Only Le Saint Géran (MRU)		
One&Only Reethi Rah (MLE)		
One&Only Cape Town (CPT)		
Emirates One&Only Wolgan Valley (SYD)		

OO-NAS904
OO-SJD459
OO-DXBRMJ
OO-DXBARA
LW-DXB210
OO-DXBOOP
OO-MRU021
OO-MLE810
OO-CPTOAO
OO-SYD018

OO-22788
OO-39584
OO-48635
OO-14857
LW-49521
OO-132595
OO-14460
OO-64667
OO-105273
OO-49060

OO-96627
OO-52642
OO-19843
OO-57903
LW-54717
OO-30190
OO-11040
OO-26334
OO-10911
OO-91092

OO-1904
OO-7883
OO-40847
OO-43067
LW-6210
OO-DXBOO
OO-6021
OO-1810
OO-CPTOA
OO-4018

oneandonlyresorts.com
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