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4 月からの新料金＆
　　　　　 プロモーション速報！

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）

JAL
エコノミークラス USD  799++～
ビジネスクラス USD2000++～
平日ビジネスクラス
キャンペーン USD1499++～
（ジャカルタ発は日曜～木曜、成田発は火曜～金曜のみ、日本・インドネシアの祭日は除外）

ANA  曜日による変動あり
エコノミークラス USD  800++～
ビジネスクラス USD1850++～
すばらしい
エコノミークラス USD  689++～
キャンペーン 



GA
エコノミークラス　
　　成田・羽田 USD  852++～
　　関西 USD  947++～
ビジネスクラス　
　　成田・羽田 USD2267++～
　　関西 USD2439++～
エコノミークラスプロモ　
　　成田・羽田 USD  430++～
　　関西 USD  450++～
ビジネスクラス
　　プロモ USD1600++～

SQ
エコノミークラス USD  658++～
ビジネスクラス USD3339++～
GV2（2名様以上） USD  530++
期間限定エコノミー
クラスプロモ USD  260++～

* 空港施設使用料、燃油サーチャージ、航空保険特別料金、付加価値税別

詳細はお問い合わせください。



　プンチャック峠の少し手前、ボゴールの
チサルアという場所にあるタマン・サファ
リ。1990年のグランドオープンから今日
まで、動物好きに憩いと思い出作りの場を
提供し続けている。
ジャカルタからはスムーズに行くとわずか
１時間強の距離。＊渋滞の場合は2時間～
2時間半ぐらいかかることもあるので覚悟
が必要。

　高速の出口を降りて、プンチャック峠方
面へ。
右側に動物たちのオブジェが現れたら、そ
の交差点を右折。

  右折後、ニンジンとバナナを売る屋台が
道沿いに並んでいて、子供が店番をしてい
る。外国人には最初ふっかけてくるが、イ
ンドネシア語で話しかけると結構安くな
る。運転手さんなどに交渉してもらうとい
いだろう。
　ジャカルタ市内にもラグナン動物園があ
るが、その違いは何と言っても動物との距
離感。
そのために欠かせないのが、このニンジン
とバナナなのだ。

　午前９時のオープンと同時にチケットを
買って園内へ入る。

インドネシア人
大人（６歳以上）　RP.140,000 / 人
子供（6歳未満）　RP.130,000 / 人
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外国人
大人（６歳以上）　RP.200,000 / 人
子供（6歳未満）　RP.180,000 / 人
自動車
RP.15,000 / 台
　料金体系は上記のようになっているはず
なのだが、僕を含めた日本人スタッフ2名
ともインドネシア人料金で入ることになっ
た。
　特にだますつもりはなかったし、顔だっ
て見せているのにも関わらずである。
この辺もインドネシアのキラキラ文化（注：
インドネシア特有の細かいことは気にしな
いスタイル）ならではだろう。

　園内は、車に乗ったまま放し飼いの動物
を観察するサファリゾーンと、遊園地を併
設し様々なショーが行われているアミュー
ズメントゾーンに分かれている。

サファリゾーン
まず、出迎えてくれるのは絶滅
危惧種に指定されているスマ
トラゾウの一群。
昔はスマトラ島のすべての州の
生息していたスマトラ象も現在
はほとんどの州で絶滅し、現在
は2,400頭前後まで減少してい
ると言われており、そのため、こ
こタマンサファリでもスマトラ
ゾウを保護する運動に力を入れ
ている。

入口

Free Range Wildlife

Amusement Park

レクリエーション
エリア

Safari Trek



こんな立派な角を持つ水牛が、車と並ん
で闊歩している。
窓越しにその迫力を堪能して欲しい。

カバは車が来るたびに、その大きな口を
あけてエサをねだる。老齢なのか、虫歯なの
か上顎の歯はほとんどなく、愛らしさの中
にどことなく哀愁をも感じさせてくれる。

車の窓からニンジンを出すと、ラクダ、シマウマ、
水牛、シカなどがすごい勢いで集まってくる。
手を噛まない配慮なのか、それとも単なる好き嫌いか、
葉の部分にはあまり興味を示さないのも面白い。

油断していると、ラマが車の中に首を突っ込んでき
た。
こんなハプニングにも慌てず、よだれを垂らされても怒
らない穏やかな心で動物達と接するのがタマンサファ
リ流の楽しみ方。

インドネシアを代表する動物オラン
ウータン。
バナナを投げるとスルスルッと寄って
きて、確保するやいなやロープの上へ。
地面の上の方が落ち着いて食べれるだ
ろうにという感覚は、オランウータン
には通用しないようだ。
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百獣の王ライオン。
その佇まいには気高い威厳が感じられる。
迫力を増すためか、それとも暑さにダレているだけか、そ
の真意は分かりかねるが微動だにしない。
それでも、ここでは絶対に窓を開けたりしないように！

赤ちゃんを守る母猿は、バナナを争奪
する猿の輪になかなか入れないで遠
巻きに見ていた。
赤ちゃんの瞳は吸い込まれそうなぐら
い澄んでいる。 かわいいー♪

アニマルショー

こちらはトドのショー。
3頭はいずれもカリフォルニア
の動物園から贈られたトドで、
18歳のサフルルくんは既に12
年ここで過ごしているという。
豪快なジャンプを披露している
のは、7歳のラファエルくん。

園内それぞれの会場で毎日アニマルショーが開催されている。
インドネシアには珍しく時間通りに始まり、10分～15分でどれ
も終わってしまうので、園内の看板などでスケジュールチェッ
クし、遅れないようにしたい。



エレファントショーは入口入ってすぐ。
ゾウを主役にした演劇調のパフォーマンス。
インドネシア語が分からなくても、見ていて
どこかほっこりするのがゾウの魅力なのだろ
う。

ジャワ海から来た4頭のイルカのリーダーは、9歳のナルトくん。
バレーボールを尾ひれで蹴り、観客席最上段まで飛ばしたり、息の合った
立ち泳ぎなどに幼稚園児は大喜び。
前列は濡れる可能性が高いので、ご注意を。



レオの旅行記レオの旅行記

トラのショーも迫力満点。
常日頃からひっかかれてるよと笑うトレー
ナーと仲良さそうにじゃれている。見ているこ
ちらがハラハラしっぱなし。
木の上から跳べば、軽々客席まで届いてしまう
ように感じるのは僕だけだろうか？

園内のレストランはインドネシア料理がほとんど。
インドネシア定番のアヤムゴレンを始め、各種インドネ
シア料理が味わえる。
ただ、辛い物が苦手なお子様は、お弁当を持って行くこと
も考えた方がいいかもしれない。



オランウータンのボス。
顔の両側にあるヒダのようなものは、フランジ
と呼ばれ、そのオスの強さとリーダー性を誇示
するものだとのこと。
確かに、他のオスにはフランジは見られず、彼の
周りに置いてあるエサに、他のオランウータン
は近寄る気配すらなかった。

こちらはオランウータンの
グループ。
てんでバラバラな場所にいた彼ら
が、近くにいたトレーナーが名前
を呼ぶと、すぐに集まってきて、
一枚の写真に収まる集合隊形を
作ってくれた。

この鼻！テングというより鉄腕アトムに出てくるお茶の水
博士そっくりの鼻ではないか。
マンガの世界を地でいくテングザルに、みんなシャッ
ター押す手が止まらない。



レオの旅行記レオの旅行記

笑顔、笑顔、笑顔。
動物とじかに触れ合うと、みんな自然といい笑顔。
触れて初めて分かる肌の感じやぬくもり、そしてふ
つふつと湧いてくる愛おしさ。
タマンサファリに行った際は、このふれあいを楽し
んで想い出に残そう！

現在タマンサファリには、およそ 270 種
類 2600 頭の動物が生活している。
その中には、前述のスマトラゾウの他にも
マンドリル、オランウータンといった絶滅
が危惧されている動物も多い。
森林の伐採や乱獲といった人間のエゴが介
在し、動物の住環境を奪っている事実から
は背を向けられない。
そういった動物達をサポートしてるのが、
およそ 440 人のスタッフと 2000 年から
姉妹提携を結んでいる群馬サファリパーク

である。
群馬サファリパークは、毎年森林保全基金
をタマンサファリに贈っているのに加え、
インドネシア人飼育員の教育などにも協力
している。
私たちもこの動物達の生活環境を守るため
に何をすべきか、何を守るべきか、そういっ
た意識を常に忘れないようにしたい。
地球は決して人間だけのものではないのだ
から。

Mini Zooで

動物と一緒に写真が撮れる！！
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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

インドネシアでどこが一番楽しい？って私はタマンサファリ、
まだいらしたことのない方は是非。お勧めはやはりオランウー
タンとのワンショット（え）

プンチャックの朝を甘く見て、半袖一枚で取材へ。そして、午
後には突然のスコール。冷え切った体を温めてくれたのが、表
紙のオランウータンでした。ありがとう！（れ）

動物にはあまり興味のないワタシ・・・ですが、今月号でオラン
ウータンたちに会ってみたくなりました。重い腰を上げて一度
行ってみますか～！？（の）

タマンサファリに隣接する宿泊施設　サファリロッジ

清潔・快適を求めるならLodge タイプだが、
せっかくの機会、珍しいCaravanをおススメし
たい。
クイーンベッドとシングルの2段ベッド。
ご家族みんな翌日の動物との出会いに胸躍らせ
ながら眠れそうだ。

Lodge………  プイタルテホ的般一 RP.650,000 + VAT１％ ～
Caravan……  プイタスウハーラーレト  RP.700,000 + VAT１％ ～
Bungalow…  プイタ屋小山造木  RP.1,050,000 + VAT１％ ～

Lodge

Caravan
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