2019年 イースター （復活祭）
プログラム

2019年

4月14日～23日

トロピカルでユニークな復活祭に是非ご参加下さい
小さなお子様が楽しめる イースターエッグハントもご用意しました

イースターエッグハント
Sonevaの全てのお客様に リゾート内の素敵な秘密の場所に隠
された 何百もの木製の卵探しにご招待します
見つけた卵はチョコレートルームにて チョコレートエッグと交換
いたします
木製の卵３つごとにリンツの卵を集めます その日最高のエッグ
ハンターがリンツから賞をもらえます
Mikael Silvestre のフットボールキャンプ
アーセナルとマンチェスターユナイテッドの元プロサッカー選手で
あるミカエル・シルベストルは 4月8日から12日まで子供と10代
の若者のための5日間のキャンプをホストしています
1日に2〜3時間のトレーニングが予定されており、毎晩試合が行
われる2つのセッションに分かれています
ゲームの心理的、技術的、物理的、そして社会的、感情的側面を学
びます
砂州のイースターフルムーンディナー
イースターの満月を 星空の下の砂州で 特別メニューと共に味
わいましょう
母なる自然のもとに月の光は海を照らし 柔らかくて白い砂は輝き
ます
砂州のポップアップイースターアフターパーティー
有名なモルディブDJの演奏でダンスを楽しみましょう
カップルはハーフボトルのシャンパンがもらえるので さあ踊ってく
ださい！
Lars Lindberg Christensenのプライベート天文学セッション
受賞歴のある天文学者および科学コミュニケーターのLarsと夜空
について学びましょう
彼は有名な科学書を何冊も執筆し 世界中で批評家の称賛を受
けているいくつかのドキュメンタリーとプラネタリウム映画を監督
しました
ハッブル宇宙望遠鏡（ESA）、超大型望遠鏡、ALMA、
ラシラなど、世
界最大かつ最も有名な望遠鏡からの通信も担当しています
科学コミュニケーターとしての実績により2005年にTycho Braheメ
ダルを受賞しました

2019年4月6日〜20日 Filip Langhoff シェフの訪問
Langhoff が２０１２年にAsk をオープンしてから 常に批評家
の称賛を勝ち取っています
2013年にフィンランドの美食協会によってレストラン・オブ・ザ・イ
ヤーに選ばれ た直後にミシュランの星を受賞したそのレストラ
ンは ２６席しかありませんでした LanghoffはEl Bulliで働いて
いましたが その後オスロのFeinschmeckerとヘルシンキのミシュ
ラン２つ星を獲得したレストランChez Dominiqueでヘッドシェフと
して働いていました
2019年4月13日〜27日 Kamilla Seidler シェフの訪問
2016年にラテンアメリカのBest Female Chefを受賞した2年後
デンマーク料理人KamillaはGustuを去り ホスピタリティ業界に
おける平等とサステナビリティの新たな可能性を見出しました
So Hands On ディナー
Out of the Blueの私たちの寿司カウンターは 海外で最高の寿司
を提供すると言われています
このレストランはKenji Gyotenシェフと提携して運営されており
彼は日本からのほんの一握りの３つ星シェフの一人です
彼のレストランは１年先まで予約が取れません
Shades of Green ディナー
Sonevaの有機菜園を散策しながら驚きに満ちた夜をお過ごしくだ
さい
メニューはシンプルでオーガニックな植物ベースの料理、モルディ
ブと東南アジアを組み合わせた料理を提供しています
北欧の技術を使った燻製、塩漬け、発酵、酸漬けなどもご用意して
おります
Sobah’s Restaurant ディナー
シェフSobahにちなんで名付けられたレストランは Soneva Fushi
からスピードボートでわずか15分の無人島に位置します
料理は伝統的な調理方法と現代風にアレンジされたユニークなモ
ルディブ料理です
ビーチレストランは18席のみのご用意で 夕食後は天文学者によ
って夜の星空に招待されます

So Bespoke ディナー
炎と煙がSo BespokeとOut of the Blueの鉄板焼きテーブルを彩り
ます
この屋外レストランでは バー環礁の手付かずの素晴らしい景色
を眺めることができます
経験豊富な日本の鉄板焼きシェフは わずか8名のお客様にグリ
ルとバーベキューをご提供します
シェフバトル プログレッシブモルディブ料理対地中海料理
火花がナイフから飛び 煙がグリルから上がり ライブ音楽と共に
2人のシェフが戦います
シェフSobaとシェフDerrickの料理を試食して どちらがトップシェ
フになるか決定するディナーショーにご参加ください
ワインテイスティング
Charlesと彼のチームが世界中から厳選した6種類のワインを 地
下貯蔵庫で試飲してみましょう
ワインにペアリングされたコールドカットやチーズもお楽しみに
Andy Beyst フィットネスインストラクター
Andyは過去12年間エクセサイズコーチを続けており 多くの生徒
を偉大な教師へと生み出しました
エリートコーチ、
ピラティスインストラクター、
ヨガティーチャー、
スワ
ーミ、
ボディビルダー、NLPプラクティショナー、栄養士、
そしてブレス
ワークスペシャリストなどです
心と体の両方を網羅する 独自の総合的なフィットネスアプローチ
を体験してください
Illinca Stoica テニスコーチ
Ilincaはルーマニアのプロテニスプレイヤーで フロリダ州パーム
ビーチにあるJohan Kriek Tennis Academyの出張コーチです
彼女はバージニア工科大学でシングルとダブルスをナンバー1でプ
レーし 2009年にローランドギャロス、
ウィンブルドン、全米オープ
ンでジュニアとして戦いました
現在はSoneva Fushiでテニスのコーチングセッションを提供してい
ます

Ken Kiriyama フリーダイバー
Umberto Pelizzari創設のアプネアアカデミーで フリーダイバーア
スリートのインストラクターであるkenと ダイビングを学びましょう
私たちのコースは基本知識、呼吸とリラクゼーションのテクニック、
ストレッチング、
プールとオープンウォーターの練習から成ります
実際に海中で息を止める量を増やす方法などを安全に学びます
エコフレンドリーなサーフィン入門レッスン
Soneva Surf の初心者のためのサーフィン教室を是非ご利用くだ
さい
世界初１００％サステナブルのプログラムは 機器や装備は全
て 日焼け止めさえもエコフレンドリーです
Karen WillenbrinkとJasen Johnsen ガラスの彫刻
So Glasscycleに参加して ガラスの世界で最も優れた2人の彫刻家
の魔法をその目で確かめてください
Mihiree Mithaa 朝食
Soneva FushiとSoneva Janiのオーガニックガーデンからの新鮮な食
材を使用した 幅広い世界のお料理の楽しい味を ビュッフェ式朝
食でお楽しみください
Out of the Blue ディナー
Soneva Fushiの最新のレストランで 様々なスタイルの美味しい
世界各国料理をお楽しみください
Fresh in the Garden ディナー
真 夏 のイチゴ 狩り、手でひ ねったタンポポ、水たまりでジャン
プ、Soneva Fushiの永遠の夏は子供の時の喜びの思い出を呼び戻
します
熱帯のバナナの木に囲まれて壁はないこのレストランは 目の前
に壮大なハーブと菜園のパノラマが広がっています
Cinema Paradiso
モルディブ初 最大の屋外映画館で 星空の下の映画鑑賞を楽し
めます

砂州でカクテル、
ディナー、音楽、星を眺める夜
有名なモルディブのデュオによるアコースティック音楽の演奏と
バーベキューディナー、
カクテルをお楽しみください
そして受賞歴のある天文学者Larsと一緒に 天空の星座のについ
て学びましょう
メラキコーヒーモックテールセッションとコールドブルーコーヒー
コーヒーモックテールを作り コールドブルーコーヒーについて学
びましょう
So Social 砂州
ゲストのお客様や私たちマンージメントチームと一緒に 砂州の上
でカクテルパーティーはいかがでしょうか
Water Sports Centre ウィンドサーフィン大会
ウィンドサーフィン大会に出場するチャンスです
砂州に最初に到達して最優秀賞を獲得しましょう
サンセットドルフィンクルーズ
海で最も不思議な動物を探しに行きませんか
沈む太陽の下で滑るように泳ぐ彼らを呼び出すために 手をたた
きましょう
あなたが島に戻る前にスパークリングワインとカナッペが用意され
ています
ミスター＆ミス フライデーに予約を忘れずにお願いしてください
バー環礁 ガイド付きシュノーケリング
専属の海洋生物学者と一緒に バー環礁の壮大なサンゴ礁と様々
な海洋生物を見るために ガイド付きシュノーケリングツアーに参
加しましょう
海洋生物学プレゼンテーション
専属の海洋生物学者のプレゼンテーションに参加して 私たちの
海洋生態系が現在直面している脅威についてもっと知る機会を得
てください

Six Senses スパ
肌をなめらかにするスクラブからチベットのホットストーンまで
官能的なトリートメントをお選びいただけます
Soleni ダイビングスクール
多言語対応のPADIインストラクターと少人数のグループで 世界
クラスのダイビング体験をお楽しみいただけます
いくつかのコースからお選びいただき 機器はレンタルが可能です
KODERAジュエリー
Soneva Fushiはこれまで日本国内で独占販売されていた小寺智子
によるKODERA ジュエリーの発売前のプライベートセールを主催
しています
私たちが所有する2つのコレクションは 彼女がリゾート滞在中に
インスパイアされたものです
Shooting Starコレクションは耳の後ろからまたは指の間から ま
ばゆいばかりのダイヤモンドが覗くように並んでいます
Springコレクションは大胆ながらも女性らしい作品を特徴としてい
て 風の中の花や葉のように揺れます
The Den
小さいお子様が彼らの想像力、創造性、そして好奇心を解き放つこ
とができる遊び場がthe den です
屋外の海賊船を探索したり、料理やモックテール教室を受講した
り、楽器を学んだり、
アートや工作を楽しんだりしましょう
幼児専用プール、そしてティーンエイジャー専用エリアもあります
Soneva Fushiでの写真とビデオ
私たちはあなたの経験をキャプチャして Soneva Fushiでの時間
を本当に忘れられないものにします
熟練のフォトグラファーやビデオグラファーは あなたのニーズに
合うようにパッケージして 熱帯の島の瞬間を映像におさめていき
ます
ミスター、
ミス フライデーに予約をお願いしてください

