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パンタラ島 Pulau Pantara

プトゥリ島 Pulau Putri

セパ島 Pulau Sepa

プロウスリブ特集
J NET TRAVEL NEWS

Pulau Seribu



プロウスリブ特集

ホテル、ツアー

の予約も

J Net Travel !

ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
　

PT. J NET TRAVEL
TEL：（021）5790-0481　FAX：（021）5790-0482   www.jnettravel.com
Email : reo@jnet.co.id（大塚）、nobuko@jnet.co.id（室）、kifune@jnet.co.id（清水）

アイール島

含まれるもの：3回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク
番61橋桟ルーョチンア＊　00:41 発島　00:90 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光　Rp.    280,000
１泊２日パッケージ　ファミリー・ＶＩＰ　
　　   週末   Rp. 1,090,000　平日 Rp. 940,000

ビダダリ島

含まれるもの：3回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク
番71橋桟ルーョチンア＊　00:71 発島　00:11 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光　Rp.    300,000
１泊２日パッケージ　スイート　
　　　 週末 Rp. 1,450,000　平日 Rp. 967,000

プランギ島

含まれるもの：４回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク、
　　　　　　    シュノーケル（１日観光のみ）

番１Ｒ橋桟ラアィテムイタンパ＊　03：41 発島　03：80 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光　大人 Rp.     700,000   子供 Rp. 350,000
１泊２日パッケージ　ジャスミン　
　　　            大人 Rp. 1,400,000　子供 Rp. 700,000

＊１部屋２名様ご利用の場合の１名様料金です。
＊料金には別途ＶＡＴ１％が加算されます。



コトック島

含まれるもの：４回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク
番51橋桟ルーョチンア＊　03:51 発島　00:80 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光 大人 Rp.     850,000  子供 Rp. 575,000
１泊２日パッケージ　
　　　 週末 大人 Rp. 1,850,000　子供 Rp. 925,000
　　　 平日 大人 Rp. 1,750,000　子供 Rp. 875,000

セパ島

含まれるもの：４回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク
番91橋桟ルーョチンア＊　00:41 発島　00:80 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光　大人 Rp.     800,000  子供 Rp. 400,000
１泊２日パッケージ　ファミリー・ＶＩＰ　
　　　           週末 Rp. 1,650,000　平日 Rp. 825,000

プトゥリ島

含まれるもの：４回のお食事（１日観光は昼食のみ）、往復送迎、ウエルカムドリンク、
　　　　　　   サンセットクルーズ ( 宿泊のみ )、グラスボート、ミニ水族館

番9橋桟ルーョチンア＊　00:41 発島　00:80 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１日観光　大人 Rp.     800,000  子供 Rp. 450,000
１泊２日パッケージ　ファミリー・ＶＩＰ　
　　　 週末 大人 Rp. 1,685,000　子供 Rp. 960,000
　　　 平日 大人 Rp. 1,485,000　子供 Rp. 880,000

パンタラ島

含まれるもの：４回のお食事、往復送迎、ウエルカムドリンク、シュノーケル１時間またはカタマラン 30 分
番32、22橋桟ルーョチンア＊　03:31 発島　03:80 発ナーリマ： ルーュジケスのトーボ

１泊２日パッケージ
　大人 Rp. 1,920,000  子供 Rp. 1,290,000



　「千の島」という意味を持つジャカルタ近
海に浮かぶ島々 プロウスリブ。実際には
342 ほどの島があり、その中で人が住んでい
る島はわずか 11 島、人口は計 20,000 人ほど
である。そしてリゾートとなっているのは１
0島にも満たない。
　その中の 1つ Antuk 島に、以前は JAL が開
発したプロウスリブマリンリゾートがあり、
日本からの観光客を受け入れていたが、今は
JAL が経営から撤退し、パンタラリゾートと
して営業を続けている。
　その影響もあり、現在は国内、特にジャカ
ルタからの出発が大多数を占めている状況
である。
よって、平日に船が出港することはほとんど
ない。週末に 10 名以上の予約があった場合
に、島の船が出港しているのが現状である。
とても落ち着けるリゾートでありながら、な
んとももったいない話である。
　また、それぞれのリゾートがローカルレベ
ルの施設になってしまっているのも非常に
残念。
　コテージのバスルームのお湯が出なかっ

たり、水量が少ない部屋もある。食事はイン
ドネシア料理が多く、外国人の口に合わな
かったりする。
　ただ、それでも何度も足を運んでしまうの
はアンチョールから一番遠い島でさえ２時
間で行ける気軽さと、ジャカルタの喧騒を忘
れさせてくれる綺麗な海がそこに広がって
いるからに他ならないのだけれど。
近い島で30分、遠い島で2時間ほど、日帰り可
能な島も多いプロウスリブで優雅な休日を。

注意点
①ほとんどのリゾートが、10 名以上の予約
がない場合船を出港させません。
各リゾートの船ではなく、チャーターボー
トが各島を回ることがありますが、定員
オーバーだったり、安全が確保されない
運航が多いのでお気を付け下さい。
②アメニティはどのリゾートでも期待できま
せん。ご持参されることをお勧めします。
③スピードボート利用のため、酔いやすい方
は酔い止めの服用をお勧めします。

プロウスリブ
Pulau Seribu
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ジャカルタの港、アンチョール港から船に揺ら
れて約2時間、珊瑚礁の島々のひとつパンタラ
島に到着する。
ジャカルタから遠くに行けば行くほど海の透
明度が増すと言われているが、船で2時間の距
離でここまできれいな海を見ることが出来る
とは想像していなかった。
島に到着後、ボートから降りると、以前見たよ
うな風景が飛び込んでくる。
マリンブルーの海から島にかけて続く長い桟
橋。 昔見た日本のツアーパッケージのパンフ
レットの写真だ。

パンタラ島は以前、ＪＡＬが「ＪＡＬプロウス
リブマリンリゾート」として開発、所有してお
り、「ジャカルタから最も近いリゾート」とし
て、日本人観光客に人気の島だった。今は現地

の企業に売却されてしまったが、今なおＪＡＬ
リゾートがマネージメントをしていた時代の
施設が残っている。正直言って大分老朽化して
いるのだが、それでも他の島の施設より安心し
て利用できる。
リゾートは、東島（プロウ・ティムール）、西島（プ
ロウ・バラット）の２島から成り立ち、シャトル
ボートで自由に行き来をしていたが、今は主島
の東島のみオープンしている。

覗くとすぐ熱帯魚が泳いでいるのが見える、マ
リンブルーの海に目を奪われながら、桟橋を渡
り、椰子の葉で覆われたインドネシア建築のレ
セプションに向かうと、島のスタッフが楽器を
演奏し出迎えてくれる。海からの風が気持ちい
い、南国情緒溢れるロビーでウェルカムドリン
クを飲みながら、係員が持ってきた宿泊カード
に必要事項を記入し、コテージの鍵を受け取
る。通常、チェックインに時間がかかると多少
イライラしがちだが、気持ちがいい海風に吹か
れていると、このままロビーでくつろいでいた

パンタラ島
Pulau Pantara

アンチョールから出発
注）ご予約のお客様の数によりボートが変更になります。
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いと思うほどである。ジャカルタのような都会
からたったの数時間でこんなのんびりとした
時間を過ごせるのは夢のようである。
島は広さ11ヘクタールで、20分も歩けば１周
出来るほどの小島である。
島全体が椰子に被われ、外周は白砂に囲まれて
いる。その中にスイート2部屋、と55のインド
ネシア建築様式のコテージがある。各コテージ
にはエアコンが完備しており、半外のバスルー
ムには日本人が喜ぶバスタブもあり、もちろん
お湯も出る。コテージは島の外周に配置され、
部屋には海側に面した大きな窓があるので、ヤ
シの木の向こうに海を臨むことが出来る。部屋
にはＴＶやラジオはなく、都会の喧騒から離
れ、自然の中で鳥のさえずりを聞きながら、テ

ラスのデッキチェアーや海岸沿いにあるハン
モックで昼寝や読書の時間を楽しむのもいい
だろう。リゾートとしてのこだわりとして、海
上からの景観を重視し、建物の高さを椰子の高
さ以下におさえ、海面からは建物を見せない配
置にしたという。

部屋にチェックインした後は、いよいよマリン

マリンアクティビティーが充実

カヌーできれいな海にくりだそう

ジェットスキーも楽しめる



アクティビティーに挑戦してみよう。
島でのアクティビティーにはシュノーケリン
グ、ダイビング（ボート、ビーチ、体験）、バナナ
ボート、カヌー、ジェットスキー、釣り等のマ
リンスポーツが充実している。宿泊パッケージ
には１時間のシュノーケリング、または30分
のカヌーが無料で含まれているので、是非トラ
イしたい。シュノーケリングは桟橋から飛び込
むのだが、スタッフがパンくずを投げると、ま
るで飼っているかのように、すごい数の魚が集
まってくる。色とりどりの魚と一緒に泳いでい
るようだ。
マリンスポーツ以外にも、サイクリング、テニ
スコート、卓球、プール、カラオケなどの設備
も充実しており、その他、数あるプロウスリブ
の島々の中でも唯一この島にしかない海水淡
水化施設（日本製だと嬉しそうに紹介してくれ
た）、発電施設もある。

レストランは１か所しかないので、昼食、夕
食、朝食、昼食と４回の食事は同じレストラン
で食べることになるのだが、お客様が飽きない
よう、そしてどのお客様も食事を楽しめるよ
う、インドネシア料理だけではなく、インター
ナショナル料理、肉料理そして魚料理をバラン
スよく出すようにしている、とのこと。ちょう
ど日本人の家族も宿泊していたが、子供が喜ん
で海老フライを食べていた。「以前に比べ日本
人のお客様が減ってしまったので残念、日本人
のお客様にもっと気軽に来てもらえるように
ＰＲして行きたい」、とセールスのハズニルさ
ん。週末は是非ジャカルタに近いリゾートに出
かけてみたい。

水上コテージ風のレストラン

プールや子供用の遊具もある



プロウスリブ諸島のリゾートの中では一番人
気を誇るプトゥリ島。アンチョールマリーナか
らはスピードボートで１時間３０分の距離に
ある。近くにはパンタラ島、セパ島を望むこと
ができる。
プトゥリ島の１番の特徴は宿泊の場合、グラス
ボートとサンセットクルーズが無料で付く点
で、海の中に作った水族館は見せ物の１つであ
る。チェックイン時にグラスボートとサンセッ
トクルーズの時間を確認しよう。

プロウスリブ諸島の珊瑚はジャカルタの海の
玄関、タンジュンプリオク港から近いこともあ
り、残念ながらほどんとが死んでしまっている
が、シュノーケルは十分に楽しむことができ
る。朝食のパンを盗んで桟橋のポイントへ出か
けよう。コテージの前から海に入ることもでき
るが、ウニやナマコがいるので運動靴を履いた
方が安全である。

コテージは竹でできた古いコテージと新しい
コテージがある。島に向かってレストランの右
手、プールまでのコテージがお勧め。予約時に
部屋番号の指定ができるので必ずリクエスト
を入れていただきたい。
お部屋はダブルとツインベッドの部屋があり、
冷蔵庫、テレビ、エアコンが付いている。１部
屋に４人まで利用できるがマットレス使用に

なる。２部屋４人利用でも料金は同じなので２
部屋予約すると良い。

お食事は一般的なインドネシアンで魚、肉、
スープ、ご飯と果物が調理法を変えてほぼ毎回
同じである。特別辛い料理はないが決して美味
しいとは言えない。ふりかけなどをこっそり忍
ばせたい。

シュノーケルやグラスボート、サンセットク
ルーズの他にはジェットスキーやバナナボー
トなどのマリンスポーツを楽しむことができ
る。海で遊んだ後はプールで、木陰で読書、ま
た島の散策をしてみよう。島を１周すると２０
分くらいかかるが、横断するのはほんの２，３
分の距離である。島内にはコモドドラゴンなら
ぬオオトカゲが放し飼いになっているのでご
注意あれ。

プトゥリ島
Pulau Putri

P u l a u  S e r i b u



　アンチョールからスピードボートで1時間40
分の旅。
　ボートは結構揺れるので、酔い止めでも飲ん
で寝て過ごすといいかも。
　そうすれば、起きる頃にはアンチョールの黒
かった海が透き通ったとっても綺麗な海へと
姿を変えている。

　セパ島は歩いて15分もあれば１周できる小
さな島。北半分はジャングルになっていて、ス
タッフの宿舎が建っている。
　そして、南半分が宿泊施設と砂浜の広がるリ
ゾートエリアとなっている。
ちなみに、スタッフは1 ヵ月泊まり込みで働い
て、ジャカルタに戻って10日間ほど休むとい
うローテーション。
　仕事の期間が長いこともあり、家族と共にセ
パ島に来ているスタッフも多く、子供たちは毎

日海で遊んでいるらしい。
羨ましいことこの上ない。

　島に上陸すると、まず出迎えてくれるのは子
ガメの大群。聞けば、ある程度まで育てて海に
帰しているとのこと。
　そういえば、このリゾートの一番いい部屋

で語アシネドンイ（」uyneP「くなはでetiuS、は
“海亀 ”の意）。
なるほどカメとともに生きる島といったとこ
ろか。

セパ島
Pulau Sepa

P u l a u  S e r i b u

エントランス



　子ガメに別れを告げ右手に進むと、そこには
船酔いでクラクラしている人の目も覚ますよ
うなホワイトビーチ！！
　浅瀬でぱしゃぱしゃするちびっこあり、まっ
たり泳ぐカップルあり、音楽を流しながら椰子
の木陰で読書する人あり、みんな気持ちよさそ
うに海を満喫。
　桟橋に目を移すとビール片手に釣り糸を垂
れる人、大海原と他の島をバックに記念撮影を
する老夫婦、その沖合にはカヌーでぷかぷか浮

かぶ人、ジェットスキーやバナナボートでは
しゃぐ若者。
　シュノーケリングやダイビングをすれば、た
くさんの魚に囲まれ自然と笑顔に！　みんな
笑顔！！満開の笑顔！！！
セパ島！その楽しみ方は人それぞれ！！
　食事はインドネシア料理のブッフェスタイ
ル。1泊2日パッケージの場合、4食全てパッ
ケージ料金に含まれている。
　レストラン外に料理を持っていくことも可

ヤマハ製最新鋭ジェットスキー カヌー



編集後記編集後記編集後記

制作：PT. J Net Travel
営業：大塚 玲央　reo@jnet.co.id
広報：室 信子　nobuko@jnet.co.id
企画：清水 貴舟　kifune@jnet.co.id

長かった雨季ももうすぐ終わ…るはず！！レバラン予約と併せ
て小連休の国内旅行もそろそろご検討を♪（れ）

インドネシアへ住むきっかけになったプロウスリブ。今でも
ジャカルタの煩わしさから抜け出したい時に訪れるとホッとす
る。（え）

レバラン予約はまだまだ先のことではありませんよ～、お日に
ちによってはそろそろ埋まってきております。是非ともお早目
にご検討ください。（の）

ジャカルタから飛行機を使わずに数時間で気軽にビーチリゾー
トへトリップ。これもジャカルタ在住ならではの贅沢かも。
（き）

能なので、バンド演奏されている屋内より、風
が心地よいビーチサイドでゆっくり楽しむと
いいだろう。

　宿泊はコテージ。
　お勧めはPenyuタイプ。シャワーは水だが、
比較的広い部屋にテレビとエアコンが付いて
いる。
　それ以外のお部屋は、シャワーヘッドがなく
手桶で水浴びスタイルの部屋や、シングルベッ
ド2台で既に手狭なお部屋などなど。ローカル
スタイル好みの旅達者にぜひともこちらをお
ススメしたい。

　お手頃価格で、綺麗な空とビーチを。
　ふらっと週末行ってもよし！日帰りだって
もちろん可能！！
　そうだ セパ島、行こう♪

Penyu タイプのコテージ



今年の

レバラン休暇の予約は

すでに受け付けており、

　混み始めています。

PT. J Net Travel
Intiland Tower 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.32, Jakarta 10220
Tel : (+62 -21) 5790-0481    Fax : (+62 -21) 5790-0482
Email： reo@jnet.co.id（大塚）、 jnet-eriko@cbn.net.id（光武）　     www.jnettravel.com

日本人スタッフ4名常駐
お気軽にお問い合わせください。

ホテル・ツアーの予約もお手伝い致します。

特に国際線の
ご予約はお早めに
お入れください。



CTakeuchi@bankbii.com 
SMegasari@bankbii.com

お申し込みからカードの発行・お届けまで、日本語できめ細やかなサポートを
いたします。お申し込みはBIIジャパンデスクまで、Ｅメールをお送りください。

※ご入会にあたっては所定の審査がございます。

30％割引
（2013年４月30日まで）
30％割引

（2013年４月30日まで）

全店舗

30％割引
（2013年6月30日まで）
30％割引

（2013年6月30日まで）

10％割引
（2013年6月30日まで）
10％割引

（2013年6月30日まで）

港空ルーサパンデ・ 港空タッハノルカス

免税店

インドネシアでもJCB加盟店は拡大中。

スターバックスやハーゲンダッツなど

１０万店以上でご利用いただけます！

JCBカードのお支払だけでお得な割引・プレゼントが

受けられる優待店も盛りだくさん

ご存じですか？
ご存じですか？

さらに！さらに！

インドネシアでも

JCBカードが

お申込みいただけます

10％割引
（2013年3月31日まで）
10％割引

（2013年3月31日まで）

ジャカルタ市内の
全店舗

BIIJCBプラチナカード
会員限定優待もあり！

10％割引10％割引
（2013年3月1日まで）（2013年3月1日まで）

全店舗

最新情報は、ホームページでチェック！

www.jcbcard.com/idn/

ご安心ください！
ご安心ください！

30％割引30％割引
（2013年2月28日まで）（2013年2月28日まで）

（SOGO併設店除く）

20％割引
（2013年４月2日まで）
20％割引

（2013年４月2日まで）

全店舗
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