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アマンリゾーツ in インドネシア
無料アクティビティ・リスト

J NET TRAVEL NEWS

Aman Resorts in Bali
アマンリゾーツ in バリ



アマンリゾーツ in インドネシア

ホテル、ツアー

の予約も

J Net Travel !

アマヌサ （バリ島ヌサドゥア）
ルームレート : ガーデンスイート　USD683 より

無料アクティビティ・リスト泊まれば1つ
付いてくる

ご宿泊の時期や泊数によって A～C から 1 つ選べます。
A＆B は J NET トラベルでお申し込みのお客様だけのスペシャルチョイス！

＜共通条件＞
＊宿泊料金は1室1泊あたり、2013年 12月20日までのご宿泊に有効　＊1%の付加価値税が加算されます　＊上記料金には、2名
様分の朝食、アクティビティ大人1名につき１つ、空港送迎が含まれます（アマンワナはアクティビティのみとなります）
＜アクティビティについて＞
6月 30日のご宿泊まで（1泊より）：(A)(C) より１つお選びください
6月30日のご宿泊まで（2泊より）：(A)(B)(C) より１つお選びください
7月01日～ 12月20日のご宿泊まで（1泊より）：(C)より１つお選びください
※複数のアマンリゾートに連泊されるお客様は、いずれかのリゾートにて１つお選びください。

A シェフ直伝のスフレクッキングクラス、プロによるテニス又は
 スイミング教室
　
 B プライベートビーチのバレ（東屋）でランチ
　
C バリニーズマッサージ、プライベートビーチのバレで朝食、
 ウルワツ寺院ツアー
　
お子様向け無料アクティビティ
 ぬり絵、ビーチ遊びのおもちゃ、ライブラリーでゲーム

アマンダリ （バリ島ウブド）
ルームレート : ヴィレッジスイート　USD683 より

A シルバー工房訪問又はショッピングツアー（お車のご利用 2時間まで）
　
 B シルバー工房訪問又はショッピング・カルチャーツアー
 （お車のご利用 3時間まで）、
 アユン川トレッキング＆ピクニックランチ
　
C アマンダリマッサージ、アユン川トレッキング＆ピクニック朝食、
 ローカル市場ツアー、シルバー工房訪問、プライベートヨガクラス
 （曜日により）
　
お子様向け無料アクティビティ
 ダンス教室



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）

アマンキラ（バリ島マンギス）　
ルームレート : ガーデンスイート　USD683 より

A 東部バリツアー（ブダケリン村＆トゥガナン村でのショッピング付き）
　
 B プライベートバレでのイブニングカナッペ
　
C アマンキラマッサージ、東部バリのトレッキング又は
 サイクリング又はツアー
　
お子様向け無料アクティビティ
 ビーチ遊びのおもちゃ、お子様向け絵本、ぬり絵やお絵かき帳、
 バリダンス教室（追加料金にてバリダンサーの衣装体験あり）、
 バリのお供え物作り、自転車レンタル（追加料金にてガイドツアーあり）

アマンジウォ（ジョグジャカルタ）　
ルームレート : ガーデンスイート　USD611 より

A 中部ジャワ特産のバティック店にてバティック作り体験、
 エレファントライド（象乗り・20分）
　
C 馬車又は自転車によるビレッジツアー、ジャワニーズ
 マッサージ、ボロブドゥール遺跡又はプランバナン寺院への
 ツアー（午前 6時以降）
　
お子様向け無料アクティビティ
 プールクラブでのポニーライド（子馬乗り）、凧作り、
 お面のペインティング

アマンワナ（モヨ島）　
ルームレート : ジャングルテント　USD575 より

C アマンワナマッサージ、トラディショナルボトムフィッシング、
 ビーチダイブ（ライセンス保有者のみ）
　
お子様向け無料アクティビティ
 魚の餌付け、ヤシの葉を使った工作、砂のお城作り、
 お子様向けDVD、ヘアー三つ編み



　バリ島に数多あるホテルの中で間
違いなくトップクラスに入りながら
も他のデラックスホテルとは一線を
画しているアマンリゾーツ。そのせい
か、多少近寄りがたいイメージがない
とは言えない。
　今回はそんなバリ島にある3つのア
マンリゾーツを厳選してご紹介。その
料金ゆえに敷居の高いイメージは拭
えないが、泊ってみると納得、そして
満足のおもてなしがそこにはある。
　泊る、食べる、遊ぶetc…、アマンな
らではの魅力を存分に感じていただ
きたい。

Aman Resorts 
 in Bali



welcome
　南国の空の下に映える白いユニフォー
ムと歓迎の笑顔。バリの空港出口でアマ
ンリゾーツの出迎えプレートを探す誇ら
しさに少し胸がワクワクしてしまう。
　空港でのご案内を専門とするスタッフ
に誘導されて乗る車はまるでプチアマン。
冷たい飲み物やスナック、iPodにはアマ
ンセレクション。ドライバーさんとお
しゃべりを楽しむもよし、道中の景色を
楽しむもよし。そこからもうアマンでの
滞在はスタートしている。
　ホテル到着後のアマンのウェルカムポ
イントは3点。ウェルカムドリンク、ウェ
ルカムフルーツ、そしてお持ち帰り自由
の雑貨類。それぞれ、ホテルからゲストへ
の愛情が隅々まで詰まっていて、思わず
手を付けるのが惜しくなる。

ウェルカムフルーツは目にも鮮やかな旬ものの組み合わせ。
すぐに食べられるようカットされ盛り付けられている。（ア
マヌサ）

手を付けようとして思わず「？」ちょっとユ
ニークスタイルの大人味のウェルカムドリン
クとミニクッキー。（アマンキラ）

チチャ（ヤモリ）のモチーフがユニークな
ルームキー（アマヌサ）

ナチュラル素材のバッグと、ケース付き
のサロン（腰巻）はゲストへのプレゼント。
サロンは寺院への観光にも使えるように
とのホテルからの気配りでもある。（アマ
ンダリ）



stay
　窓を多く取り入れたとても明るい室内。
開け放てば心地よい風が吹き抜けていく。
まるで一軒家のような広々とした敷地で
は隣人の気配は全く感じられず、涼やか
な木々のさざめきや高く低く繰り返す波
音だけがオリジナルのBGMとなる。
　ルームタイプの違いは、主にビューの
違いやプライベートプールの有無となり、
基本的なお部屋の造りやアメニティはほ
ぼ変わらない。
　屋外にはのんびり寛げるデイベッド、
お昼寝にちょうどいい。クローゼットの
スペースも十分すぎるほど。ダブルの洗
面台やバスルームにも細かい気配りが感
じられ、快適に過ごすことができる。

四方から光が差し込む客室は、
夜になると朝が来るのが待ち
遠しくなる。（アマヌサ・プー
ルスイート）

バスタイムも楽しまな
きゃ。クリスタルのよう
なバスソルトと軽石まで
揃っている。（アマヌサ）

自分たちだけで使うのはもったいないほ
どの大きさ。プライベートプール付きと
いってもオマケのようなプランジプール
が多い中、このサイズはさすが。（アマヌ
サ・プールスイート）

1軒ごとに塀はないがゆ
とりのある配置のため他
の部屋は気にならない。
闇の中に浮かび上がるス
イートはとてもムー
ディ。（アマンキラ・オー
シャンスイート）

天井も高く、贅沢なほどに広々とした室内、エキストラ
ベッドを入れても余裕の広さ。（アマンダリ・プールス
イート）

お部屋の中で過ごすか外で過ごすかはその日の風で決めよう。
見渡す限りの緑と海を独り占めできるのはアマンキラゲストの
特権。（アマンキラ・オーシャンスイート）



eat
　快適なベッドで清々しく目覚めた後は
待ってましたの朝食タイム。アマンでの
お楽しみのトップスリーに入るだろう。
渡されたアラカルトメニューからお好き
なものをお好きなだけチョイスして注文
できる。
　朝食会場であるレストランはどこも素
晴らしいビューと共にある。爽やかな風、
目にも優しい渓谷の緑のコントラスト、
朝日を跳ね返す海の青など全てがワンラ
ンクもツーランクも上の贅沢な時間を作
り出してくれる。朝食すら一つのイベン
トになってしまうほどだ。
　ただしそれぞれのお皿はなかなかのボ
リュームなので欲張ってあれこれ頼んで
しまうと食べきれないのでご注意を。

レストランとプールは渓谷側に。まぶしい日差しやセ
ミの声も一緒に楽しみながら。（アマンダリ）

芸術の村ではバターまでもがアート。持っ
て帰りたくなるほど。（アマンダリ）

プライベートビーチで楽しむ朝食もアリ。早起きすれば日の出
が見られるかもしれない。（アマヌサ）

フルーツプレートもこのボリューム、皆でシェアするのがお
勧め（アマンキラ）

目にもまばゆい景色もご
ちそうだ。（アマンキラ）



view
山あり海あり緑あり、どのアマンリゾー
ツを選んでもはずれはないどころか、ど
こにしようか迷ってしまうかもしれない。
自然に癒され、自然と遊び、自然に守られ
ている。アマンのそばにはいつもさりげ
なく自然が寄り添っている、そんな気さ
えする。
それもまたアマンの贅沢の一つなのだ
ろう。

誰もいないビーチで朝日と向き合う。（アマヌサ）



プライベートビーチへは車で 5分ほど。バレ（東屋）やレストラン
もあり、ホテルの中と同じように寛げる。（アマヌサ）

神々の島、バリ。敷地内にもたくさん
の神が宿っている。（アマンダリ）

広々としたプールの向こうにはヌサドゥアの丘が
見渡せる。海側とはまた違った景色。（アマヌサ）



遮るものがない。現実を忘れられる
ひと時。（アマンキラ）

これぞアマンキラ、このプールに憧れた人は
少なからずいるはず。（アマンキラ）



activity
　アマンリゾーツには滞在中に楽しめる
アクティビティがいっぱい。ホテルの中
で、外で、それはもう悩んでしまうほどの
バラエティだ。
　アマンリゾーツだからできる選りすぐ
られた上質のアクティビティ、その貴重
な体験はアマンでの滞在により鮮やかな
色を添えてくれるだろう。
　またJ NETトラベルで申し込むとアク
ティビティのチョイスも広がるからさら
に嬉しい。

スフレクッキングクラス（アマヌサ）

アマヌサ歴20年という
チーフペストリーシェフ
によるスフレクッキング
クラス。チャチャチャッ
とものの数分で卵白を泡
立ててしまうパワーはさ
すがシェフ。

まずはキッチンでお味
見。ヘタッているのもご
愛嬌。

出来上がったスフレはか
わいく盛り付けられレス
トランで試食。眼下に広
がるヌサドゥアの海を見
ながらのんびりと。

自分たちだけでは入っていくこ
とのない自然の中をズンズンと
進んでいく。

気持ち良い汗をかいたらお待ちかねのランチ。
ピクニックと言えどもそこはアマン、ホテル内
と同じクオリティを再現。

アユン川トレッキング＆
ピクニックランチ

（アマンダリ）



activity

epilogue

イブニングカナッペ（アマンキラ）

アマンキラからドライブすること約15分。隠れ
家、バレ・アビアンチャナンに到着。そこには思
いもよらぬ景色が広がっている。ヤシの木の絨
毯と海のコラボに思わず小さな歓声があがる。

バリらしい白黒チェックの中に映えるオレンジ色が今日の
主役、アマンキラダイキリ。暮れゆく空の色と共にゆったり
と楽しんで。

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 インドネシアのアマン5軒を既に制覇した方はどれぐらいいらっしゃるのだろ
うか…。と呟いていたら、そんな事考える前に、まずはどこかひとつ行ってアマ
ンの魅力にどっぷりハマってみるのが一歩目でしょ！という声が隣から飛んで
きた。まずひとつ！！（れ）

自分のお家にいるように寛ぐアマンリゾーツ。是非インドネシアご滞在中に至
福のひと時をお過ごしください。（え）

年の功で勝ち取った（？）今回のアマン取材、大変貴重な体験をさせ ていただき
ました。バリには他にもたくさんのラグジュアリーホテルがありますが、やは
りアマンは一味違います。KITASをお持ちのうちにぜひ！（の）

インドネシアのアマンリゾーツを全制覇する野望が叶わぬままジャカルタを離
れることになりました。本当に心残りですが今度は世界各地のアマンリゾーツ
に宿泊することを夢見つつ・・・
皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。ありがとうございました。（き）

　写真ではうまく伝えられないが、実は忘れて
はいけないものがまだあった。
スタッフの温かさ、気配り、そしてホテルマン・
ホテルウーマンとしての能力だ。
今回の滞在の中で私が一番強く感じた「アマン
らしさ」は、実はお部屋よりも何よりも、これ
だった。
インドネシアではどうしても施設などのファシ
リティにはある程度限界があるが、マンパワー
にはそれがないのだと思わせてくれたのは彼ら
だった。

 
「お客様に喜んでいただくという計り知れない
価値を持っている、こういった人々こそアマン
リゾーツそのものなのです」　（創始者エイドリ
アン・ゼッカ）
 
まさにそうである。さすが、アマン。
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