
ここでしか味わえないサプライズ…

ご宿泊―ヴィラ
当リゾートが擁する44棟のビーチフロントのヴィラと36棟の水上
ヴィラには、自然と調和した、心安らぐ美しいデザインを施し、
全てのヴィラにプライベートプールを完備しております。穏やか
な色合いを基調に自然の素材を活かしたモダンなインテリアが目
を引く広いヴィラは、落ち着きのある洗練された雰囲気の中でプ
ライバシーが守られた快適なご滞在をお楽しみいただけるよう配
慮して配置されています。

また、アテンダントによるきめ細かなパーソナルサービスもご用
意しています。静寂に包まれた隠れ家のような空間で、感動的な
絶景を眺めながら、ごゆっくりお寛ぎください。

リゾートのご紹介
風光明媚なラー環礁の美しいサンゴ礁に囲まれたアリラ コタイファ
ル モルディブは、驚異と神秘に満ちた大自然の中に佇む、静寂に包
まれた心安らぐリゾートです。

ロケーション
広さ11.2ヘクタールのプライベートアイランドにある当リトリートは、
マレから絶景を眺めながら水上飛行機で45分、モルディブ、ラー環
礁の北端に位置しています。
ホテルのロケーション緯度：5.52328741、経度：72.8427585

デスティネーション
喧騒から遠く離れ、手つかずの自然が残り、静けさが漂う美しい場所。
まるで絵画のような絶景が広がるラー環礁は、モルディブ諸島の中で
も比較的深い環礁の一つで、シュノーケリングやダイビングのスポッ
トが多く、驚くほど豊かで多様性あふれる海の世界をご堪能いただけ
ます。華麗なサンゴ礁を眺めながら海中遊泳をお楽しみいただけるほ
か、ユネスコ世界生物圏保護区に登録されている有名なハニファルー
ベイを訪れることもできます。この海洋保護区は、マンタやジンベイ
ザメの世界最大の捕食・繁殖地で、時には数百匹もの群れがここに集
まってきます。アリラ コタイファル モルディブの近くには、夜にな
ると海が発光する「Sea of Stars（星の海）」と呼ばれる幻想的な現
象を見ることができるヴァードゥー島もございます。

チェックイン時間 2:00 PM
チェックアウト時間 12:00 PM（正午）

ヴィラ内の設備
衛星チャンネルをご覧いただける43インチの4K TV（エンター
テインメントシステム付き）、電話、Wi-Fi接続、セーフティー
ボックス、ポータブルスピーカー、コーヒーメーカーとティー
メーカー。淡水プライベートプール（プールを一望するプライ
ベートなシーティングスペース付き）。レインシャワー、ハン
ドシャワー、バスタブを備えた屋内または屋外の豪華なバスル
ーム。アリラ特製バスアメニティ（男性・女性用）。アリラ特
製の香りをお楽しみいただけるローション、日焼け止め、虫除
け、フェイスミストなどの屋外アクティビティ用アメニティセ
ットが入ったスペシャルボックス。アリラコタイファルモルディブ

Kothaifaru, Raa Atoll, Republic of Maldives
TEL +(960) 659 1234 
kothaifaru@alilahotels.com

マレ国際空港

ア リ ラ コ タ イ フ ァ ル

インド洋

アラビア海

ヴィラ ユニット m²
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ラグーンウォーターヴィラ 12 125m² 

サンセットビーチヴィラ 11 202m² 

サンライズウォーターヴィラ 12 125m²

サンセットウォーターヴィラ 12 125m²

サンライズビーチヴィラ 27 202m² 

総支配人 アレクサンドル・グラウザー(Alexandre Glauser)
alexandre.glauser@alilahotels.com



レストラン

シーソルト
厳選された地魚が主役のレストラン「シーソルト」。毎日地元の漁
師から届けられる獲れたての魚を、丁寧に調理してご提供いたしま
す。中東料理や地中海料理、モルディブの郷土料理のエッセンスを
融合させた、昔ながらの味わいとスパイスと彩りにあふれるコース
タル・キュイジーヌで、新鮮な海の幸をご堪能ください。

ご朝食には、地元の味覚と各国料理の日替わりメニューを、焼き立
てのパンとともにお楽しみください。ランチには、軽食や取り分け
るスタイルのお料理、日替わりメニューをご用意しています。ディ
ナーには、シーソルト名物の「魚の塩釜焼き」がおすすめです。

営業時間：
朝食 7:00 AM – 10:30 AM
ランチ 12:00 PM（正午）– 5:00 PM
ディナー 6:30 PM – 10:30 PM

ミラス・バー
モルディブの公用語ディベヒ語で「唐辛子」を意味するミラス・
バーでは、かつてポルトガルやアラブの香辛料貿易のルートであっ
たこの地域をインスピレーションに、リゾート内のハーブ園で採れ
た食材を用いた爽やかなカクテルをご提供しています。さらに、オー
ガニックワインやバイオダイナミックワインをはじめ、旧世界と新
世界のワインも幅広く取り揃えております。スペインのタパス料理
や南アジア地域の名物料理とのペアリングをお楽しみください。

営業時間： 11:00 AM – 12:00 AM（深夜）

ウマミ
ウマミとは、日本語で「美味しさの素」を表す言葉であり、第五の
味覚として知られています。この店名は、やさしい海風が心地よい
開放的な空間で、バラエティ豊かなグルメ体験を提供するというこ
のレストランのコンセプトを見事に表しています。

鉄板焼シアターで丁寧に調理される和風メニューでは、有機栽培の
野菜、和牛、持続可能な方法で仕入れた魚介類など、素材本来の滋
味深い味わいをご堪能いただけます。

獲れたての魚を炭火で焼き、繊細な特製ソースで仕上げた一品や、
モルディブの海の幸を使った寿司や刺身など、日本の伝統料理やモ
ダンなアラカルト料理など多彩な和食メニューを、メインダイニン
グルームやビーチサイドでお楽しみください。

営業時間： 6:30 PM – 10:30 PM

デザイン
景色に溶け込むように建てられたリゾートのテラス付きパビリオン
やヴィラは、エレガントでミニマルなデザインが魅力。周辺の大自
然を満喫でき、プライバシーを確保しつつ屋外にも出られる開放的
な空間が広がっています。

設備

インフィニティプール
快適なデッキチェアーで、海を眺めながら日光浴をご満喫ください。

フィットネスセンター
自然光あふれるジムには、テクノジム製の最新機器を完備。床から
天井までの大きな窓から緑豊かな風景を眺めながら、ワークアウト
をお楽しみください。

ヨガスペース
自然に囲まれた爽やかな空間でのヨガは、心身のバランスを整え、
思考をクリアにするのに効果的です。

ウォータースポーツ＆ダイビングセンター
のんびりと優雅に過ごす休日に刺激的なスパイスを。シュノーケリ
ング、ダイビング、カヤックをはじめ、スリルを味わえる各種
ウォーターアクティビティやツアーをご用意しています。

プレイ・アリラ
お子様のための専用プレイスペース。おもちゃやゲーム、見守り付
きの屋内外での楽しいアクティビティなど、お子様を楽しませ、夢
中にさせる各種設備やサービスをご用意しています。

ライブラリー
空調設備を完備したビーチのそばの快適な空間でゆったりと読書を
お楽しみください。

ゲームルーム
あらゆる年代の方にお楽しみいただけるゲームを豊富にご用意して
います。

アリラ・リビング
リゾート特製アリラ・リビングの各種アメニティや、島をテーマに
した国内外の幅広い商品を取り揃えたライフスタイル・ブティック
です。

スパ「アリラ」
緑生い茂るキャノピーに囲まれた静かな木の上のスパで、心の平穏
を感じながら、至福のひとときをご堪能ください。スパ「アリラ」
には、4つのダブルトリートメントスイートがあり、その全てにプラ
イベートバスルームとシャワー、美しい景色を一望する床から天井
までの大きな窓を備えています。古くから伝わるヒーリングテク
ニックを現代風にアレンジし、天然素材の効果を引き出すトリート
メントやビューティーリチュアルで、心身を癒やすラグジュアリー
なひとときをお過ごしください。

営業時間： 10:00 AM – 8:00 PM



ヤキトリ・バー
1日の終わりにゆったりと寛ぐのに最適なヤキトリ・バーでは、ミク
ソロジストが作るアジアンテイストの独創的なカクテルやノンアルコ
ールカクテルのほか、日本の銘酒やスピリッツをお楽しみいただけます。

店内に漂う炉端焼きの香ばしい香りが、食欲をそそります。

営業時間： 12:00 PM（正午）– 12:00 AM（深夜）

ピバティ
ピバティとは、サンスクリット語で「飲む、吸収する、摂取する」と
いう意味です。ビーチサイドにある落ち着いた雰囲気のこのカフェは、
ランチやおやつにぴったりのスポット。ホットサンドや手ごね生地の
ローマ風ピッツェット、オーガニックサラダ、ケーキやペストリー、
ジェラートなどのコンフォートフードのほか、淹れたてのバリスタ
コーヒー、森林保全に配慮したお茶、ジュース、ヘルシーなスムー
ジーなどをご提供しています。

営業時間： 10:30 AM – 6:00 PM

ザ・シャック
アイランドリゾートならではの体験をお届けする「ザ・シャック」は、
当リゾートが所有する砂の島（ギリ）です。「ザ・シャック」では、
ピクニックランチ付きの4時間のデイトリップと、夕焼けと共にプラ
イベートシェフが調理するBBQをお楽しみいただける4時間のイブ
ニングトリップという、趣向の異なる2つの体験をご用意しています。

ご予約が必要です。

ダイニング・エスケープ
お食事は自由気ままに、お好きな場所で。
お好きなグルメメニューとロケーションをお選びください。当リゾー
トの調理チームが思い出に残るダイニング体験を演出いたします。
ビーチにご用意したテーブル、お客様のヴィラのプールサイド、島内
の少し離れた静かな場所。サンセットクルーズの船上で、あるい
は、他には誰もいない当リゾートのプライベートサンドバンク
（砂州）でのソワレや幻想的な星空の下での屋外ムービーナイトなど。
あらゆるご要望にお応えいたします。

営業時間： 7:00 AM – 10:30 PM

ここでしか味わえないサプライズ

革新的なデザインとラグジュアリーな雰囲気をご満喫いただけるアリ
ラ。プライベートな空間、匠の技が光るサービス、お客様お一人お一
人に合わせたおもてなしなど、卓越した空間とサービスをご提供し、
ここでしか体験できない特別な旅をお届けします。アリラはサンスク
リット語で「驚き」を意味します。この言葉はアリラの斬新な施設や、
アリラにご滞在になったお客様の印象を表すのにぴったりな言葉です。
アリラのホテルは、サステナブル・ツーリズムを支援するため、その
環境の自然の要素、物理的要素そして文化的要素を一つにまとめた
「アースチェック」の運営基準を採用しています。アリラのホテルや
リゾートでのご滞在は、デスティネーション・エクスペリエンスのス
タート地点。地元の料理を堪能したり、古くから伝わるヒーリング術
で心身の健康を高めたり、アドベンチャースポーツでスリルを味わっ
たりしながら、人生の豊かさを再発見する。アリラは、そんな贅沢な
ひとときをお過ごしいただける場所です。

セールス＆マーケティング・ディレクター
キラン・ソナワネ（Kiran Sonawane）
Kothaifaru, Raa Atoll, Republic of Maldives
TEL +(960) 659 1234 
kiran.sonawane@alilahotels.com

ウエディング＆セレブレーション
自然に彩られた開放的な空間から、洗練されたエレガントな会場ま
で、トロピカルな楽園に佇むアリラコタイファルモルディブには、
永遠の愛を誓うのにふさわしい美しい環境が整っています。

雄大な自然に囲まれたアリラコタイファルモルディブには、大切な
思い出に華を添える、のどかで美しい風景が広がっています。ヤシ
の木が生い茂るビーチや輝く海を背景に、愛を誓い合うセレモニー
を。リゾート内のレストランでは、お二人の新たな門出を祝福する
プライベートイベントをご開催いただけます。親しい方だけのお祝
いなら、プライベートサンドバンクで夕焼けを背景に結婚式を挙げ
た後、星空の下でのディナーはいかがでしょう。幻想的な空間が、
お二人の大切な日を演出します。

サステナビリティー
アリラコタイファルモルディブは、環境保護から地域社会の発展ま
で、さまざまな分野において、革新的かつ直感的な方法を通じて、
プラスの効果を生み出すことを目指しています。

グリーンイニシアチブ
旅行・観光業界を対象とする世界有数の環境認証・ベンチマークプ
ログラムであるアースチェック認定の取得を目指す活動の一環とし
て、次のようなグリーンイニシアチブに一から取り組んでいます。

• 島の自然景観に配慮した建築により、既存の植生を最大70%保存
し、自生する樹木を最大限に保護

• 使い捨てプラスチックに代わるエコフレンドリーな代替品の使用
• 持続可能な水の消費方法の実践
• エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合の増大
• 紙くずや野菜くずの堆肥化、敷地内でのボトルクラッシャーやゴ
ミ圧縮機の活用といった廃棄物管理対策

現地のコミュニティー
持続可能な未来と全て人の幸福を育むための取り組みとして、イン
ターンシップ、雇用、パートナーシップの機会の提供し、地域社会
の発展を支援しています。

GDSコード
アマデウス： HYMLEALM
サブレ： HY395585
ワールドスパン： HYMLDAL
アポロ： HYG9845
ディスコ： HYG9845

www.alilahotels.com
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