
アメリカのCNN travel は ” 驚くほど素晴らし
い訪れるべき地球上の場所27選 ”を発表し、世
界遺産ボロブドゥール寺院のサンライズツ
アーを第１位に選んだ。せっかく世界遺産ボロ
ブドゥール寺院に行くのなら、是非サンライズ
ツアーに参加しよう。
　早朝、まだ暗いうちに眠たい目をこすりなが
ら、世界遺産ボロブドゥール遺跡の敷地内にあ
るマノハラホテルに到着。車を降りるともう既
に沢山の観光客がロビーに集まっており、カメ
ラのセッティングのチェックをしたり、もらっ
た懐中電灯の明かりを確認したり、腰巻の布を
巻いたりとまるでお祭りの前日のような雰囲
気で皆のワクワク感が伝わる。もちろんお目当
てはボロブドゥール遺跡から見るサンライズ。
　「残念ながらここ１週間程は曇っていて、き
れいな朝日が見れていません。」
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そんな日本語ガイドの言葉に少しがっかりし
ながら、それでも少しの希望を持ってまだ薄暗
い中に浮き出るように見えてくる遺跡に向か
う。
　徒歩5分ほどでボロブドゥール寺院の入り口
に到着。まずは懐中電灯を片手に頂上まで登
る。頂上まで一直線に登れば10分～ 20分程
度。急な階段には手すりもあるが、履き慣れた
運動靴での参加が好ましい。
　頂上に到着すると『ストゥーパ』と言われる
円錐形の建造物がある。眼下には熱帯雨林が広
がり、朝霧がかったストゥーパのシルエットが
まるで水墨画のようだ。
　ストゥーパの中には一体ずつ仏像が納めら
れており、あるストゥーパには、菱形の穴から
男性は右手、女性は左手で中の仏像を触ると願
いごとが叶うという言い伝えがある。
ストゥーパは3段の円壇になっており2、3段目
の穴は菱形、最上段の穴は正方形となってい
る。これは頂上へ向かうごとに、揺るぎない心
になる様を表しているとのこと。遺跡最上部中
心に位置する巨大なストゥーパ (写真奥 )には全
ての穴がなくなり、仏教の教えを悟り揺るがな
い心を得たことを表している。
　階段や遺跡に腰掛け、刻々と変化する空をな
がめながら、日の出を待つ。
大勢の人々が心を一つにして待つというのも

何か不思議な気持ち。
　しばらく待っていると、少しずつ空が明るん
で来た、が、残念ながら分厚い雲に阻まれ太陽
は顔を見せてはくれない。皆の顔に一瞬落胆の
表情が広がったが、遠く朝日が見えるだろう方
向を見つめ、おのおの思いを巡らす。
　そんな時、あたりの観光客から「わぁ・・・」と
いう静かな感動の歓声が起こり、霞の中にゆっ
くりと顔を出した太陽。霞の中でオレンジの光
を放つ太陽は、見る者の心に語りかけるよう
だ。きっと昔の仏教徒達もここで多くのことを
思ったのだろう。
　オレンジ色の太陽が遠くから姿を見せる瞬
間は自然のエネルギーを強く体験できる神秘
的な瞬間。 ボロブドゥールが世界の中のパ
ワースポットと呼ばれる所以を感じてみてほ
しい。
　朝の観光は昼間のように人が多くなく、何よ
りも暑くないので、日の出後にゆっくりと回廊
の彫刻を見学出来る。仏教の教えと物語がつ
まった石壁に彫られたレリーフはまるで8世紀
の人が描いたとは思えないほどストーリーが
現代的で大変興味深い。遺跡のスケール、歴史
を存分に堪能出来る貴重な体験となるにちが
いない。
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　辺りがすっかり暗くなり、日が落ちると、紺
碧の空にライトアップされたロロ・ジョングラ
ン寺院（プランバナン寺院）が浮かび上がる。
　そのライトアップされた寺院を背景に、5月
から10月までの期間限定でプランバナン屋外
劇場にてラーマヤナ舞踊を鑑賞することが出
来る。
　ラーマヤーナはロロジョングラン寺院のレ
リーフにも描かれた有名な古代インドの叙事
詩。ラーマ王子が神猿ハヌマーンの助けを受
け、悪の王ラーヴァナから誘拐されたシンタ姫
を助け出すという勧善懲悪のストーリーが分
かりやすい。
　壮大な物語ゆえに2時間という少し長い上演
時間であるが、きらびやかな衣装の踊り手が迫
力あるガムランのオーケストラと共に物語へ
誘い、時間を忘れさせてくれる。



　豪華な衣装をまとった100人以上の踊り手
が広い舞台いっぱいに、ダイナミックに、優雅
に、時にはコミカルにとそれぞれのシーンを楽
しませてくれる。
　戦いのシーンなど迫力のある群舞は圧巻。後
半はセットを燃やしたりと派手な演出が用意
されており、屋外劇場ならではの楽しみを見せ
てくれる。
　雨が降った場合は屋内劇場に誘導してくれ
るとのことだが、遺跡を背景にした幻想的な
ラーマーヤナ舞踊は見る価値大！！なので、ぜ
ひとも晴れている日に行ってほしい。
　ラーマヤナ舞踊は全4幕で、通常ダイジェス
ト版（“Full Story”）が上演されているが、5月か
ら10月までのオープンエアステージ公演期間
中のみ、各月満月の前後4日間の晴れた日だけ
毎夜１幕ずつ上演（“Episodic Story”）され、こ

の四日間で全幕見ることが出来る。
毎日の上演ではないので、必ず事前に上演スケ
ジュールを確認してから出かけよう。
　尚、11月から4月までは、オープンエアス
テージに隣接する屋内劇場（Closed Theater 
Trimurti, PRAMBANAN）でダイジェスト版が
上演される。（上演時間は午後7時半～ 9時半）
　期間限定の貴重なエンターテイメントを観
に是非出かけてほしい。
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今なお現在の王様ハメンク・ブオノ10世が実際にお住まいに
なっておられ、伝統衣装を身につけたアブディ・ダラムと呼ばれ
る家臣たちが王宮を守っている。王様は不思議な力を有してい
るとジョグジャっ子は本気で信じており、王様やその家族を軽
んじたりする者は皆無。

王宮

プランバナン寺院の名でよく知られているロロ･ジョングラン寺
院はヒンドゥー教遺跡で、世界遺産に指定されている。この寺院
はヒンドゥー教遺跡ではあるが、ストゥーパ (仏塔 )から派生した
と推定されるラトナ (搭形飾り )を有しており、当時のプランバナ
ン地区におけるヒンドゥー教と仏教との密接な関係を示すもの
となっている。

プランバナン寺院

水の宮殿は、ずばり王様のハーレム。大きなプールが２つあり、
一つは正妻専用、もう一つはお妾さんと分れており、その間に王
様の着替え場所や、採暖室がある。窓からは二つのプールが見渡
せ、まさにハーレム気分。もちろん、この宮殿にはオランダ植民
地政府との間で万一の事態がおこったとき、城塞として利用す
るという真面目（？）な存在意義もあり、王宮は地下道でつな
がっている。宮殿の奥からは、地下道への入り口が見えるが、現
在では普通の民家の軒先となっていて、その辺りのアバウトさ
が何とも言えない情緒でもある。

タマンサリ（水の宮殿）

ボロブドゥールは世界最大級の仏教遺跡で、ユネスコにより世
界遺産に指定された。1814年にジャワ副総督ラッフルズにより
発見され、8世紀の半ばから9世紀の半ばにかけて建てられたと
いう説もあるが、未だにその建立目的にいたっては、霊廟、僧侶
の修行の場、巨大曼荼羅など、諸説入り乱れており謎のまま。神
秘性と芸術性を兼ね備えたこの遺跡は必見の価値あり。

ボロブドゥール遺跡

ホテル、レストラン、モールなどが道路に沿っ
て延々と続くジョグジャカルタの目抜き通り。
豊かに緑の葉を繁らせる街路樹や、道路脇のゴ
ミの少なさに、ジャカルタには無い落ち着きと
心地よさを感じる。

マリオボロ通り



）inasoruP aileM（ ニサロプアリメ
　ジョグジャ随一の繁華街マリオボロ通り
まで徒歩５分の立地のいいホテル。
街中にありながら部屋が広めでゆったりし
ている。中庭には緑に囲まれたプールが落
ち着いた雰囲気。従業員は明るくフレンド
リー。

）letoH xineohP ehT（ ルテホスクッニェフ
　歴史あるオランダ植民地建築の流麗な外
観に負けないくらい、内装もお洒落なホテ
ル。部屋が少々狭めで、部屋によってはバ
スタブはなく、シャワーのみとなるが、欧
米からの観光客には人気が高い。
マリオボロ通りまで徒歩で約15分。

）ycnegeR ttayH（ ーシンェジーリトッアイハ
　市内中心から車で30分の距離にある、広
い敷地に緑いっぱいの庭園が気持ちいいホ
テル。ジョグジャ市内ホテルのなかでスイ
ミングプールは最も広く、緑も多い。プー
ルはウォータースライダー付き。またハー
フ（9ホール）ながらゴルフコースも併設さ
れており、まさに家族皆で楽しめるリゾー
トホテル。

）atrakaygoY akitsuM notarehS（ ントラェシ
　空港から車で5分ほどの距離にある大型
ホテルで利便性は抜群。入口が最上階の７
階にあり、広々とした部屋からガーデンや
火山を一望することが出来る。ラグーンア
クセスルームと呼ばれる、部屋から直接
プールに飛び込める部屋もある。

ジョグジャカルタのホテル        ホテル比較
シティ派



　ジョグジャカルタ市内から郊外へ車で約１
時間、牧歌的な風景を楽しみながら車にゆられ
ていくと断崖絶壁の山々とたばこ畑に囲まれ
たリゾート、アマンジオに到着する。

「ここからもうホテル？」と気づかないくらい、
仰々しい門構えもなく、森の玄関のような入口
からホテルの敷地に入ると、まるで寺院のよう
な建築様式のドームが姿を見せる。
　荘厳な石造りのドームのエントランスから
照明を抑えたロビーへ進むと、ロビーの先の
オープンテラスからの景色に息をのむ。眼下に

アマンジオ　(Amanjiwo)

は樹海が広がり、真正面にボロブドゥール遺跡
がうっすらと幻想的に浮かび上がる。
　朝食はそんなオープンテラスからの景色を
眺めながら、メニュー（日本語メニューあり）か
らそれぞれ好きなメニューをひとつひとつ丁
寧に選び、ゆっくりと食事を楽しむ。まさに自
分だけの贅沢な朝の時間だ。
　ホテルには高台に建つ寺院のようなドーム
を頂点とし、斜面に放射状に36のヴィラが連
なる。ヴィラとヴィラの間には程よく距離が保
たれており、プライベートな空間でゆっくりと
過ごすことが出来る。きれいに手入れされた
花々が彩るヴィラを繋ぐ石造りの小路にも趣
きが感じられる。
　パラスジョグジャ（ジョグジャカルタ特有の
ライムストーン）を使った室内は天井が高く、
重厚で、落ち着いた空間を作り出している。室
内には「あなたの家族より」と書かれたウェル

今までこんなに心休まる気持ちで滞在出来たホテルがあっただろうか、
と思わせてくれる、そんなホテルがアマンジオ。

ジョグジャカルタのホテル        シティ派？ リゾート派？
リゾート派



カムメッセージカードと共に、菩提樹の葉の
ブックマーク、水彩画セット、藁の帽子、CDコ
ンポ等とリゾートライフを演出してくれるア
メニティーが多く取り揃えられている。
世界遺産ボロブドゥール遺跡の近くにありな
がら、観光に出るのがもったいないくらい、
ゆっくりと過ごしたいと思わせるホテル。しか
し観光を満喫したいゲストにも、馬車に乗って
周辺の村々や民家を訪問したり、トレッキング
を楽しんだり、疲れた身体を癒すスパメニュー
などの沢山のオプションが充実しており、短期
間の滞在ではつい物足りなくなってしまう。
　またアマンリゾートのスタッフは、まるで家
族のように迎えてくれる。ジョグジャカルタ界
隈では一番、そしてインドネシアでも有数の高
級リゾートでありながら、スタッフはとてもフ

レンドリー。気取らぬ雰囲気で、ゲストがゆっ
たりと時に身を任せられるように、こまやかな
気配りと心からのホスピタリティーを提供し
てくれる。聞くところによるとアマンジオのス
タッフは殆ど近くの村出身だという。スタッフ
も家族同士のようなアットホームな雰囲気を
かもしだしているのにもうなずける。
　「平和なる魂」という名の意味の通り、自然に
囲まれ、自然の素材を利用した石造りの建物、
そしてスタッフによるアットホームなおもて
なしが、心休まる至福の空間を作り出し、上質
な時間を感じさせてくれる。



Intiland Tower 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.32, Jakarta 10220
Tel (+62 -21) 5790-0481     Fax (+62 -21) 5790-0482
kifune@jnet.co.id（清水）　http://www.jnettravel.com/

PT. J Net Travel

1 泊 2日

Tour Information
ラーマヤーナ舞踊＆ボロブドゥールサンライズ

Rp. 3,725,000 ～ / 人
■フライトスケジュール 
GA 204 ジャカルタ　　　　07：50発 ー ジョグジャカルタ 09:00 着
GA 213  ジョグジャカルタ   15：35発 ー ジャカルタ 16:40 着
■日程
1日目　ジョグジャカルタ空港到着後、日本語ガイドと合流、ジョグジャカルタ市内観光へ。

－王宮（クラトン）見学―水の離宮（タマンサリ）見学－ Sintawang Restaurantにて昼食
－ホテルにチェックイン―プランバナン寺院見学―Gazebo Restaurantにて夕食 ―ラー
マヤーナ舞踊鑑賞―　ホテルに帰着。

2日目　早朝、ボロブドゥールサンライズツアー－マノハラホテルにてコーヒーブレイク－メン
ドゥット寺院見学―ホテルに戻り朝食－バティック工房/シルバー工房見学－Suharti 
Restaurantにて昼食－ジョグジャカルタ空港へ。 

■ツアー料金に含まれているもの :
ＧAガルーダインドネシア航空　往復エコノミー航空券 ( B class ) 
Melia Purosani にて1泊
エアコン完備の送迎車、運転手、ガソリン代、駐車場代
お食事 (朝食１回、昼食２回、夕食１回 ) 
日本語ガイド、 観光箇所入場料（野外劇場でのラーマヤーナ舞踊チケット含む） 
■条件 
※料金は2012年10月までのローシーズンのKITAS保持者価格になります。     
※別途付加価値税1％がかかります。   
※ラーマヤーナ舞踊は毎日上演ではございません。事前に弊社にてスケジュールをご確認ください。

航空券の空席状況や人数、
時期などによって料金変動
致しますので、詳しくはお
問い合わせください。

編集後記編集後記編集後記

制作：PT. J Net Travel
企画：清水 貴舟　kifune@jnet.co.id
広報：室 信子　nobuko@jnet.co.id
営業：大塚 玲央　reo@jnet.co.id レバラン休暇いかがでしたか？？　次は年末年始。　ボロブ

ドゥールで初日の出を、AMANJIWOで初夢を♪（れ）

昨年まではレバランのお客様をバリで受け入れておりました
が、今年は晴れて行く側に。休暇でリフレッシュしたあとは、
さあまた次の旅の予定を立てなければ！！！（の）

ジョグジャカルタに出かけましょう。独自の文化を色濃く残す
街で、ガムラン音楽や影絵芝居などの伝統芸能に触れてみるの
もお勧めです。（き）

今年は年後半に連休があったことご存知ですか？プロモーショ
ン航空券を使って旅に出ましょう。ご予約はお早めに。（え）


