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プロモーション航空券特集
J NET TRAVEL NEWS

レオの旅行記

ご来光と雲海をインドネシアで

ブロモ山の火口壁へと続く 247段の石段



プロモーション航空券特集

ホテル、ツアー

の予約も

J Net Travel !

区間 : ジャカルタ - 成田 / 羽田
種別 : エコノミークラス
ご出発日 : 2013 年 5月 1日～ 31日、7月 1日～ 30日まで
除外期間 : 2013 年 6月 1日～ 30日のご出発
チケット有効期間 : 14 日間
発券後の変更 : 可、上位クラスへのアップグレードが必要
キャンセル時の返金 : 不可
＊子供料金はございません、幼児料金はパブリッシュ大人料金の 10%になります。

SUPER DEALS 2013SQ

USD331++ ＊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

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 : nobuko@jnet.co.id（室）、reo@jnet.co.id（大塚）

＊2013年 5月 15日の
　発券まで。

区間 : ジャカルタ - 成田 / 名古屋 /関西 /福岡
種別 : エコノミークラス
ご出発日 : 2014 年 3月 31日まで
ピークシーズン : 2013 年 7月 26日～ 8月 9日、
　　　　　　　　2013年 12月 13日～ 28日、
　　　　　　　　2014年 3月 14日～ 31日のご出発
チケット有効期間 : 14 日間
発券後の変更 : 不可
キャンセル時の返金 : 可、返金手数料あり、ただし往路利用後は不可
＊子供料金は上記料金の 75%、幼児料金はございません。
＊上記以外の行き先は　片道USD60　にてお手配可能です。

すばらしい  エコノミークラスキャンペーンANA

USD689++ （ベーシック）
USD795++ （ピーク）

＊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

＊ご出発前7日を過ぎると、
　ご予約、発券することが
　できません。



区間 : ジャカルタ - 成田 / 名古屋 /関西 /福岡 
種別 : ビジネスクラス 
ご出発日 : 2013 年 9月 30日まで 
チケット有効期間 : 14 日間 
発券後の変更 : 可 
キャンセル時の返金 : 可、返金手数料あり、ただし往路利用後は不可 
＊子供・幼児料金はございません。 
＊ご利用可能な曜日 : JL726（ジャカルタ⇒成田）　日曜～木曜、
　　　　　　　　　   JL725（成田⇒ジャカルタ）　火曜～金曜 
　※日本及びインドネシアの祝祭日にはご利用いただけません。 

平日  ビジネスクラスキャンペーンJAL

USD1499++ ＊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

区間 : ジャカルタ - 成田
種別 : エコノミークラス
ご出発日 : 2013 年 7月 8日～ 31日まで
チケット有効期間 : 10 日間
発券後の変更 : 可、変更料あり
キャンセル時の返金 : 可、返金手数料あり、ただし往路利用後は不可
＊子供料金は上記料金の 75%、幼児料金は上記料金の 10%になります。
＊復路成田発の最終出発日は 8月 8日となります。

ラマダン  エコノミークラスプロモーションGA

USD385++ ＊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

区間 : ジャカルタ /デンパサール - 成田 / 羽田 /関西
種別 : ビジネスクラス
ご出発日 : 2013 年 6月 30日まで
チケット有効期間 : 10 日間
発券後の変更 : 可
キャンセル時の返金 : 可、返金手数料あり、ただし往路利用後は不可
＊子供料金は上記料金の 75%、幼児料金は上記料金の 10%になります。
＊日本人限定のプロモーションになります。

ビジネスクラスプロモーション 10日間GA

USD1600++ ジャカルタ発
＊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



ここ数年、日本でも山登りがブームとな
り、男女問わず若者の登山者が急増。はて
は従来の地味な装備ではなく、カラフルで
ファッショナブルな格好で山登りを楽しむ
若い女性を表す「山ガール」なる言葉まで登
場し、登山ブームは依然として盛り上がり
を見せている。
そんな影響を受け（？）前号のタマンサファ
リに引き続き、今回も山間部に焦点をあて
る。
といっても、今回は山そのものに上り、ご
来光を拝み、眼前に広がる絶景を堪能し、
噴煙立ち上る火口を覗きこむ、それはもう
山好き必見の旅企画である。

スラバヤのジュアンダ国際空港からブロモ
山とその外輪山のエリアまでは約3時間。
1時間半を過ぎたあたりから山道へと入っ
ていく。両脇には、この一帯の基幹産業で
もあるサトウキビの畑や養蜂農家が点在し
ている。

プナンジャカン山頂からのご来光

吐く息も白い朝3時半。寝惚け眼をこすり
ながらホテルのロビーへと向かう。
そこには、既に多くのジープがスタンバイ
していた。
ブロモ山周辺の観光には急斜面や砂地な
ど、ジープでないといけない場所が多い。
そのためブロモ山観光のためのジープ連合
には約450台の登録があり、日々山道を駆
け抜けている。

 
今回、私達が乗ったのは写真右の78年製
ランドクルーザー。

レオの旅行記

ご来光と雲海をインドネシアで



運転手のおじさんも1978年から35年余り
何千回と同じ山道を走り続けていると語る
59歳。
山道経験豊富なドライバーとちょっと古め
のジープというコンビか、まだ若手のドラ
イバーと比較的新しいジープのコンビを選
ぶか、非常に難しい判断だが、基本的にリ
クエストは出来ないとのことなので、ドラ
イバーとジープを信じて乗り込もう。
真っ暗な山道を走ること約40分。
 
両脇にジープが停まり、一台分の車線しか
なくなる。
こうなった場所がその日の駐車場になるの
で、ここからは徒歩で山頂まで向かうことに。

オジェック（バイクタクシー）の呼び込みが
かなり鬱陶しいが、日の出への期待を胸に
歩いて登る。今回の場合は徒歩で15分ほ
ど。心地よい寒さと山登りのバランスが絶
妙で体がホカホカしてくる。
ジャカルタではあまり得られない感覚がな
んだか新鮮である。

山頂手前には、マフラーや手袋などの防寒
具やカップラーメンを売る店が軒を連ね、
多くのインドネシア人が店内で暖をとって
いる。
インドネシア人は寒がりなのか、モコモコ
のコートに、耳が隠れるニット帽、手袋と
いった重装備スタイル。それに比べ外国人
観光客は薄手のコートやパーカー。フリー
スといった比較的薄着の人が多い。
 

こんなところで寒がっていてもと思った
我々一行は、誘惑に負け買った焼きトウモ
ロコシ片手にプナンジャカン山（標高
2,770m）の頂へと歩を進める。

と、そこには既に多くの人が！！
急いで場所を取るが、すぐに後ろからも人
が来て一瞬にして満員電車の様相を帯び
る。
明るくなってから分かったことだが、私達
の陣取った場所は一段高くなっている場所
で、実は更にその前に何百人という人がい



たのだ。
絶好のポジションを確保するためには、少
し早くホテルを出発することを考えた方が
いいかも知れない。
 午前5時過ぎ、だんだんと東の空がオレン
ジ色に染まりだす。
と、同時に周辺の景色が鮮明になってき
て、初めて自分たちが雲より遙か上にいる

ことに気付く。
刻一刻と近づくご来光に高まるみんなのボ
ルテージ。

 そして、5時39分。
前日の夜大雨に見舞われ心配された日の出
が、雲に隠されることなくその姿を現して
くれた。

レオの旅行記レオの旅行記





どっと沸きあがる歓声。
寒さも疲れも寝不足も、すべてを吹き飛ば
すほどの美しい日の出に、シャッター押す
手が止まり、しばし見とれた。
はっと我に返り右に目を向ける。
そこに広がる絶景！！
雲海から顔を出す山々。

ジープに戻るまでの山道を、眼下一杯に広
がる雲海を見ながら歩いて下る。
写真では伝わりにくいが、実際に現地で見
れば雲海と周りの山々が創りだすこの神秘
的な光景が、一生忘れられないものになる
こと間違いない。

日が昇った山頂で陽気に歌うインドネシア人。
絶景の中の日の出をバックに、仲間と好きな音楽
を奏でる。こっちまで幸せな気分になってくる。

手前に　バトック山（標高 2,470m）
噴煙を上げるブロモ山（標高 2,329ｍ）
奥に　スメル山（標高 3,676m）

レオの旅行記レオの旅行記



 ブロモ山の火口へ

プナンジャカンの山頂から火口原までおよ
そ30分。かなり急な坂だがエンジンブ
レーキを駆使しながら一気に下りていく。
この坂道と火口原は、ジープ以外はおそら
く走行できない。
軍隊のようにジープの隊列が、ブロモ登山
のスタート地点へと向かう光景、それはそ
れで圧巻である。
白い杭で分けられた境界線の内側には、
ジープは入り込めずここからは馬もしくは
徒歩での移動となる。
杭に繋がれた馬をじっくりと眺め、私の体
重にも耐えきれそうな足腰がしっかりした
馬を選ぶ。
馬に乗っても走るわけではないので、移動
時間にそれほど大きな差が出るわけではな
い。
ただ、徒歩での挑戦は普段歩きなれない砂
地と斜面で体力を消耗することは必至なの
で、「馬に乗ったら登山ではない」というお
叱りの声を受けようが、歩いて登っている
方々から視線を飛ばされようが、ここは乗
馬体験気分で馬に乗っておきたい。
ここから10分ほどの乗馬タイム。目指す
は山頂へと続く階段の起点。噴火の際に
降った火砕物交じりの砂の平原をゆっくり
と進んでいく。
こうやって見ると、山の上半分が見事に吹
き飛んでいるのが分かる。
そして、最後の関門斜度45度、247段の階

段。
ここは、まだ見ぬ火口の中の景色に思いを
馳せ、自力で登るしかない。既に気温は上
がり、上着を脱いで半袖一枚で、一歩一歩
登っていく。
火口壁は２，３mの幅しかなく、右を見て
も左を見ても崖。火口側には滑落防止の柵
が一応あるものの、長年の風で浸食され少
し頼りなさが残る。
高所恐怖症の人には足がすくむ角度と高さ
だが、絶景とは得てしてそういう場所にあ
ることが多いのもまた事実である。



火口は綺麗なすり鉢状になっており、その
中心からはご覧のような噴煙があがってい
る。
そして、火口壁から登ってきた方を見た景
色もまた壮大。左に聳えるバトック山。
朝もやが残る登山道と、中央奥のヒン
ドゥー教の寺院。その奥に引かれた一本の
ジープの車列。
登り切った人にしか見えない光景と味わえ
ない感動がそこにある。

レオの旅行記レオの旅行記



シドアルジョのメタンガス・
泥噴出孔

ジュアンダ国際空港からブロモ山へ向かう
道の途中シドアルジョという街に、メタン
ガスと泥が絶えず噴出している孔がある。
これは2005年に事業の一環として行われ
たガス田の試掘により、その周辺から地下
に溜まっていたメタンガスや泥が噴出した
ものであり、今日までに16の村と高速道
路などをその泥の下に沈め、数多くの避難
民を出している。
インドネシアが国を挙げて、その制圧と避
難民への対応に乗り出しているが、地元の
方に聞いたところ、家や仕事を失った人へ
の補償が終わるまでにはまだまだ時間がか
かるだろうとのことだった。
泥の流出を防ぐために作られた１５ｍの防
壁の上に上ると、見渡す限りの泥沼の向こ
うにガスが立ち上っているのが確認でき
る。
そして、後ろを振り向くと（2枚目の写真）
本来の地面の高さがよく分かる。

空港からブロモ山への道すがらにあるRawon 
Ngulingという創業1942年の老舗レストラン。
おススメは店名にもなっているNasi Rawon
で、店内ほとんどの人がそれを食べている。
牛肉がほろりと崩れるまで煮込んだちょっと
スパイシーなスープが白ご飯にかけられてい
る。付け合せで出てくる豆もやし、卵の塩漬け
などと汗をかきながら一気に食べる。
登山前に一杯、降りてきて一杯。それぐらいお
いしい一品。



今回驚いたのはその観光客の多さである。
朝日が上がった時の歓声、ジープの車列、
火口壁での人垣、ブロモ山観光の人気をひ
しひしと感じた。実際、前述のホテルの4
軒の内、ブロモコテージ以外は満室で、部
屋の取材が出来なかった。それ以外のロス
メンにも、欧米人が多く泊まっていた。

ロスメンなどはたくさんあるものの、
一般的な日本人観光客が泊まれるか
なといった宿はブロモ山界隈にはお
そらく4，5軒という感じがする。
今回泊まったのは、その中の1軒ブロ
モコテージ。ホットシャワー完備で、
涼しいためエアコンはもともと必要
なし。
朝食はパンケーキとナシゴレンと
ミーゴレンという炭水化物3品のブッ
フェだが、山奥情緒といえばそれまで
である。

日本人があまり行かないのは、山道の移動
と宿の問題が大きいのかなと思ってしま
う。
ただ、それを考慮してもなお余りある魅力
がブロモ山一帯にはある！！あの景色を見
た一旅行者として、そう断言できる。

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

航空券の新料金が４月に出揃って、プロモチケットもぼちぼち
発表になります。お見逃しなく。。。　（え）

前回タマンサファリの反省を踏まえ、防寒の長袖を購入してブ
ロモ山へ。いざ着てみると、山道と階段でさながらサウナスー
ツ状態に…。　運動不足の諸氏にぜひお勧めしたい登山ダイ
エット。（れ）

5月・6月の飛び石連休の行き先はもうお決まりでしょうか？駆
け込み乗車は危険ですよ～。（の）

レオの旅行記レオの旅行記




