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南国のホテル見学いと楽し！
バリ島には「星の数ほど」というとかなり大袈裟だけれど、

でもそう言ってしまいたくなるくらいたくさんのホテルがあります。

実際今日もどこかで新しいホテルが建てられているかと思えば、

なくなっていくものもあり、

ちょっと見ないうちに景色が変わっていたりするそんな町ですね。

そんなバリでのホテル選びは、なかなか難しいもの。

あれもこれも気になってしまいます。

そういうわけで今回は 1泊 2日のバリ島ホテル見学ツアーを敢行。

JNETS’の気になったホテルをご紹介します。



全43棟のヴィラは3ベッドルームから５ベッド
ルームまで。ファミリーやグループで泊まるの
ももちろんOKですが、お勧めは1ベッドルーム
又は2ベッドルームとしての宿泊。その場合通
常は3ベッドルームロイヤルプールヴィラが割
り当てられ、利用しない寝室は施錠されます
が、リビング・ダイニングやプールそして敷地
はもともと6名様を想定しているため広々とし
ていて開放的。贅沢な空間を味わえます。

セントーサ プライベート ヴィラズ & スパ
Sentosa Private Villas & Spa

＊写真はいずれも 3ベッドルームプレジデンシャルプールヴィラ。細かい仕様はヴィラによって異なります。

敷地に足を踏み入れると、まずは36㎡もあるプール
がドーンとお出迎え。プールサイドのバレ（東屋）も余
裕の広さでみんなでお昼寝できちゃいます。

広すぎる（！！！）リビング・ダイ
ニング。奥にはキッチンも完備。
朝食はレストラン又はヴィラで取
ることができます。すっかり別荘
気分♪

ホワイトのグラデーションがシック
な色遣いを引き立てているシンプル
なベッドルーム。ベッドサイドには
ソファも用意されています。

気軽に外出をしたい
アナタに



Jl. Pura Telaga Waja, 
Petitenget, Seminyak
www.balisentosa.jp
全 43ヴィラ
1ベッドルームプールヴィラ
Rp. 3,795,000 + 1% Vat より
2ベッドルームプールヴィラ
Rp. 4,950,000 + 1% Vat より

（KITAS料金、通常期、
1室 1泊あたり、2名分 /4名分朝食付）
ウェルカムドリンク＆フルーツ、
アフタヌーンティ、フリー Wifiなど

住　所

H　P
部屋数
料　金

主な宿泊特典

カップル・ファミリー向け

＊写真はいずれもデラックスシングルパビリオン。細かい仕様はパビリオンによって異なります。

2007年に新しく加わったデラックスパビリオン。オー
プン当初からあるシングルパビリオンと比べて敷地が
より広く、アメニティも充実。さらに特典がプラス！
●毎日午後6時～8時Fluid Bar & Loungeにてフリーカ
クテル

●毎日次の3つから1チョイス
レストラン又はヴィラでヘルシーランチ/60分スパトリー
トメント/プライベートヨガ又はメディテーションセッ
ション
ベッドはハリウッドツインにすることもできるので、
女性同士にもお勧めです。

ザ バレ　
The Bale

広々としながらもコンパクトにまとまっている
敷地内。パビリオンの白い壁と芝生の緑のコン
トラストに空の青が加わりこれ以上はないリ
ゾートの完成。

開放的なバスルーム。屋外シャワーは打たせ湯
風でユニーク。シンクはダブルorシングル。（バ
スルームのデザイン等はお部屋によって異なり
ます。）

レストラン横のメインプールは滝のような
演出が涼やかな印象。見ているだけでも爽
やかな気分になれそう。

とにかくヴィラステイを
満喫したいアナタに



美しくありながらシンプルさを追求したお部屋。ここ
まで徹底しているヴィラはそうありません。
シンプルな中に凛とした空気が感じられるのはさすが。

毎日お部屋に用意されているフルーツは敢えて1種
類。これもシンプルさを追求した結果なのです。
フルーツごとの説明書きが付いていてGood。

改装が終わったばかりのメインプール。手前
の水中ベッドで火照った体をクールダウン。
プールの奥に見えるレストランではオーガ
ニック料理が楽しめます。

ホテルの名前にもなっている自慢のバレ（東屋）。その
まま夜もここで眠れそうながっちりした造りは他では
なかなかお目にかかりません。

Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Nusa Dua
www.thebale.com
全26パビリオン
シングルパビリオン　Rp. 6,600,000 + 1% Vat より（2泊パッケージ）

（KITAS料金、通常期、1室 2泊あたり、2名分朝食付）
）りたあ泊1室1、期常通（taV %1 + 000,000,1 .pR　ドーレグプッアのへンオリビパルグンシスクッラデ

空港ホテル往復送迎、ミニバー無料（ソフトドリンク＆ジュース）、フリー Wifi、2時間スパトリートメント
又はお泊りのパビリオンでのロマンティックディナー又はジンバランベイでのロマンティックサン
セットディナーから 1チョイスなど

住　所
H　P
部屋数
料　金

主な宿泊特典

カップル・女性同士向け（16歳以上、トリプル不可）



＊写真はいずれもデラックスヴィラ。細かい仕様はヴィラによって異なります。

2008年8月にオープンした、ヌサドゥア地区で
は貴重なオンザビーチのヴィラ。ヴィラ激戦区
のレギャンやスミニャックエリアにはない穏
やかな空気がここには流れています。限定3棟
のロイヤルヴィラは、まさに目の前が海。是非
ともお部屋でまったりして頂きたい。近年中に
はチャペルも建つ予定とのこと、挙式はもちろ
んビーチ前のガーデンでパーティも素敵です。

ザ ロイヤル サントリアン 
ラグジュアリー ビーチ ヴィラズ　
The Royal Santrian Luxury Beach Villas

今回回った中で唯一のビーチ沿い。メインプールと海、
そして空の青が一体化した中にパラソルの赤が映え
て、何とも美しい。

各棟にあるキュートなバリ風の
門。周りのグリーンと馴染んで
いてステキ。

もちろんプライベートプール付き。写真手前には屋外
デイベッドとダイニングスペースがあり、ヴィラでの
朝食もOK。

やっぱりビーチは外せない
アナタに





2階建てスイートの上階にあるベッドルー
ム。高い天井から吊るされたモスキート
ネットが何やら壮大な。。。

1階部分はリビングルームとバスルームで
す。ワンルームの真ん中がカーテンで仕切
られているのがとても斬新！もちろん開け
ることも可能。

バンブースパへはこちらから。。。その名の通り竹を多
用したインテリアがオリエンタルな雰囲気。

Jl. Uluwatu, Jimbaran
www.kupujimbaran.com
全28スイート
ウルワツスイート　
US$190 + 1% Vat、　
ムアヤスイート　
US$245 + 1% Vatより　
（KITAS/Non KITAS料金、
通常期、1室1泊あたり、
2名分朝食付）
ウェルカムドリンク＆フルーツ、
アフタヌーンティ、
ビーチクラブファシリティ、
フリー Wifiなど

住　所
H　P
部屋数
料　金

主な宿泊特典

カップル・女性同士向け



ジンバランの丘の上に建つ全5室のこじんまり
としたホテルはまるで友人の別荘にお邪魔し
たかのような雰囲気。オーナーは大阪在住の菅
亜希子さん。日本人による設計で細かいところ
までしっかりと造られている印象を受けます。
プチホテルならではのアットホームなサービ
ス、ファミリーやグループでの貸切りもOK。
ゴルフツアーや他島へのトランジット時の前
後泊にもお勧めです。

レリア プライベート リゾート
Laelia Private Resort

ルーム I : 
ダブルベッド
バスタブあり、30㎡、1F
バリアフリー
KITAS Rp. 1,050,000 + 1% Vat
NON KITAS Rp. 1,250,000 + 1% Vat

ルーム III & IV : 
ツインベッド
バスタブなし、42㎡、2F
KITAS Rp. 950,000 + 1% Vat
NON KITAS Rp. 1,150,000 + 1% Vat

ルームV : 
ダブルベッド
バスタブあり、40㎡、3F
KITAS Rp. 1,150,000 + 1% Vat
NON KITAS Rp. 1,350,000 + 1% Vat

シンプルでも安心できる
ところに泊まりたいアナタに



3階にある共用のリビングスペース。心地よい風を受
けながらジンバランベイを一望できる。

プールの手前の部分は浅くなってい
るのでお子様も入れます。プールサ
イドで朝食を取ることも可能。

オーナーの菅さんとスタッフの皆さん。心のこもっ
たサービスで皆様のお越しをお待ちしています。

Laelia 全景。マッサージ用のバレもあります。（要予
約）広々としたお庭でバーベキューパーティも可能で
すよ。

Jl. Ritz Carlton, Gg. Kencana III, 
No. 88, Jimbaran
www.laelia-bali.com
部屋数 : 全5室
（プロモーション中につき年末年始の
追加料金なし、1室1泊あたり、
2名分朝食付）
空港ホテル往復送迎、ジンバランエリア
無料送迎、フリー Wifiなど

住　所

H　P
部屋数
料　金

主な宿泊特典

ファミリー・グループやシンプルなステイ向け



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

PT. J Net Travel

2 泊 3日

Tour Information
バリ島 2泊 3日 KITAS パッケージ

Rp. 5,300,000 + 1% Vat/ 人

■ツアー料金に含まれているもの :
セントーサプライベートヴィラズ＆スパ/2ベッドルームプールヴィラでのご宿泊2泊
毎朝食
空港⇔ホテル往復送迎
ガルーダインドネシアジャカルタ⇔デンパサール往復航空券（Bクラス）
ラフティング（2日目、送迎・昼食・更衣室とシャワー・保険含む）
＊年末年始（12月20日～ 1月10日）のご宿泊はお問い合わせください。
＊大人4名様でご参加の場合の1名様あたりの料金です。

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

ヴィラの魅力は何と言ってもその占有感。プライベートプール
で優雅な休日を・・・・、なーんて考えるだけでバリに行きたく
なってきますよね♪（れ）

バリでまったりするのもいいけれど数々のオプションが楽しそ
う！！料理教室に興味津々。（え）

取材中ヴィラの素晴らしさもさることながら、空の青さに圧倒
された 2日間でした。普段青空とは縁のないジャカルタでの暮
らし、この空の下で深呼吸をするためだけにバリへ行ってもい
いぐらいですよ！（の）

12 月からガルーダインドネシア航空の羽田＝デンパサール便が
デイリーとなります。日本からの観光客が増え、ますますバリ
が活気づくといいですね。（き）
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