
　クラブメッドバリは、プレミアムオールインクレーシブと
いうシステムを導入しています。これは、宿泊料金の中に食
事やアクティブティなど含まれており、追加料金を気にせず
に多くの活動、プログラムを楽しめる優れたシステムです

（一部の活動、プログラムを除きます）。

エンターテイメントとパフォーマンスで溢れる

クラブメッド
文・写真…草野　渚

この池には、大トカゲ、数種類の魚がいるそう。
時々、大トカゲがひょっこり現れるよ！



　さて、今回私は2度目のバリ。1度目は、3
年前の学生旅行で訪れました。3年前のバリ
と大した変わり様はないだろうと思ってい
た私。それがなんと、空港に着いた途端
びっくり！「うん？なんだ？この空港の綺
麗さは？！」そうなのです。ングラ・ライ国
際空港は、2013年に改装され、白を基調と
した明るい空港に大変身していました。空
港から私の心は、ウキウキ♪ワクワク♪
　空港に迎えに来てくれた車に乗ってしば
らく走ると、海の上に道路が見えてきまし
た。「あれは何？何？」と騒ぐ私に、運転手さ
んが「あれは2013年に完成した海上高速道
路だよ。」と教えてくれました。コバルトブ
ルーの海の上に堂々と立つ姿は、何とも言
えない感動を私に与えてくれました。この
海上高速道路のおかげで、渋滞が緩和され
たそうです。
　空港から約30分、ヌサドゥア地区にある
クラブメッドバリ。車から降りると、笑顔
満点・元気満点のG.Oスタッフのお出迎
えがありました。G.Oとは、ジェントルオー
ガナイザーの略で、お客様のおもてなしを
する世界各国から集まったスタッフのこと
です。ここバリのG.Oは、インドネシア、フ
ランス、アメリカ、韓国、中国そして日本な
ど約20 ヶ国から集まっています。G.Oは、
基本、母国語と英語がしゃべれます。また
中には、片言の日本語もしゃべれるG.Oス
タッフもいます。なので、敷地内を歩いて
いると「こんにちはー。元気―？大丈夫
―？」って話しかけられました。流暢な言語
を取得しているG.Oスタッフには、左胸に
ついているネームにその国旗が書かれてい
ます。
　チェックイン後、青い紐を手首に付け、
長い廊下を通り、これから2泊お世話になる

スーペリアルームへ。私たちの部屋は、
3階にあったのですが、エレベーターはあり
ません。風景、小鳥のさえずり、そよ風など
自然を感じてほしいと部屋まで案内してく
れたマドゥさん。敷地内は、木々、芝生、
花々などで自然がいっぱい！まるで森の中
を歩いているような感じでした。
　部屋で少し休憩してから、私たちはホテ
ルの敷地内をブラブラ散歩にお出かけ。す
ると、どこからかたくさんの笑い声が聞こ
えてきました。野次馬な私たちは、すぐさ
ま声のする方へトコトコ行くと、笑い声の
正体を発見！その正体は、可愛い可愛い子
どもたちの団体でした。家族ぐるみで遊び
に来ているのかなと思いよーく見てみる
と、なんと英語、中国語、韓国語などいろん
な言語が飛び交っているではありません
か！そこにいたG.Oスタッフに聞いてみる
と、これはキッズクラブの団体というこ
とでした。キッズクラブとは、4歳から11歳

以下の子どもを対象とし、G.Oとアクティ
ビティをしたり、ご飯を食べたり、探検し
たりするプログラムです。このキッズクラ
ブだけでも、フランス、オーストラリア、中
国、韓国などの子どもたちが参加していま
した。最初は、親と離れるのが怖くて、泣く
子どももいるが、いつの間にか他国の子ど
もと仲良くなっていると日本人のG.Oス
タッフ。以前、日本人の子どもが参加した
ときは、他国の子どもたちが日本語を覚え
て、みんなの返事の仕方が手を挙げながら

「はーい！」となったそうですよ。可愛いで
すよね！本当に子どもって順応能力、記憶
力に優れて、びっくりします。キッズクラ
ブの他にも、2歳から4歳以下の子どもを対
象（母子手帳の提示と追加料金）としたプチ
クラブや11歳から18歳以下の子どもを対象
としたジュニアクラブがあります。子ども
たちがプログラムに参加している間、親は
ビーチでゆっくり過ごすのもよし、スポー
ツをして汗をかくのもよしです。普段、子
どもの世話や仕事で忙しくて、自分の時間
がない方、デートする時間がない親御さん、
たまには自分の時間を過ごしたり、お二人
でゆっくり過ごしたりしてはいかがです
か？もちろん、お子さんが心配、子どもの
楽しそうな顔を見たいという方は、ご一緒
に参加しても大丈夫だそうです。
　可愛い団体と別れた後は、喉が渇いたの
でキンタマーニバーへ。飲み物の種類

が豊富で、迷う、迷う。しかし、私たちはふ
と気が付きました。「ここの飲み物は宿泊代
に含まれているから、支払う必要はない。
ということは、何杯でも料金を気にせずに
飲める！！」と。そのことに気付いた瞬間の
私たちの顔、相当幸せそうだったのでしょ
うか。G.Oスタッフもビックスマイルに。私
は、ノンアルコールのバリニーズカクテル
にハマってしまい、宿泊している間、何杯
も飲んでしまいました(笑)。
　お腹がすいてきたので、アグンビュッ
フェレストランへ。レストランへ入る
と、欧米やアジアのお客さんたちで賑やか。
マドゥさんによると、日本食があるという
こと。さっそく私は、日本料理を探しにで
たのですが、日本料理がどこにもない！！
シェフによると、毎日違うメニューを提供
しているのでこの日はないのだとか。普段
は、お寿司や、肉じゃが、おみそ汁などがあ
るそうですよ。残念(泣)。明日は、日本料理
ありますようにと願う私でした(笑)。でも
悲しんでいたのは、ほんの一瞬。なぜなら、
インドネシア料理から中華料理、韓国料理、
パスタやピザなど種類が豊富かつ食べ放

宿泊したスーペリアルーム。シンプルだけど
クーラーも温シャワーもあって快適

アグンビュッフェレストラン。
朝食のパンの種類もたくさん！

日本食コーナー
キッズクラブの様子。お子
さんのさらに成長した顔が
見られるかもしれません

キッズクラブ用の室内部屋。ここ
でお絵かきしたり本を読んだり

風景を楽しみながら、ロビー
からお部屋までの長い廊下。



題！私は、大好物なお肉をがっつりと頂き
ました♪食後のデザートには、プチケーキ
とアイスクリームを♪
　美味しく食事を頂いた後は、クラブメッ
ドバリの目玉「エンターテイメント
ショー」を見るために会場へ。この日の
テーマは、「バリニーズ」ということで約5種
類のバリダンスを見ました。どのダンスも
本格的で会場のお客さんはステージにくぎ
付けに。よーく、パフォーマンを見てみる
と、あれ？さっきバーで飲み物を作ってく
れたG.Oスタッフだ！実は、このエンター
テイメントショーはG.Oスッタフたちでや
りくりしているとか。毎晩、次の日の
ショーの確認と練習をしているそうです。
なので、この高い完成度なのかと納得した
私たち。ショーが終わった後は、拍手の喝
采。そして、衣装を着たG.Oスタッフたちと
記念写真タイム！
　次に、浜辺からくる涼しい風にあたりな
がらビーチでファイヤーショーの観賞。こ
れも、G.Oスタッフが行っています。凄いで

すよね。お客さんたちはヒヤヒヤ、ドキド
キ。技がきまるたびに、「うぉー」という歓声
が響き渡っていました。
　エンターテイメントショー後は、みんな
でキンタマーニバーに移動。お酒を飲んだ
り、バーの横で行われているイベントに参
加したり、みんなそれぞれで楽しんでいま
した。私たちはというと、お酒を楽しみな
がらイベントに参加しました。今回のイベ
ントは、G.Oスタッフそれぞれの国の出し
物。日本コーナーでは、お客さんに具材を
選んでもらい、おにぎりをその場で握って
いました。その他にも、モルディブコー
ナーでは、モルディブ語で名前を書いても
らったり、モーリシャスコーナーでは陽気
な演奏を聞いたりしました。バリにいるの
に、多国の人とのふれあい、文化が学べて
楽しい！まるで世界旅行している気分に♪
そんなこんなであっという間に23時に。で
も、まだまだ賑わっていましたよ。みなさ
ん、本当に元気！最近体力の衰えを感じて
いる私は、先に寝ることにしました(笑)。し

かし、このバー、0時まで賑わっているらし
いです。さらに、ナイトクラブに移動して2
時まで楽しむそうですよ。みんな若いです
ね！
　そして、2日目の朝。まず私たちは、アグ
ンビュッフェレストランで朝食を頂きまし
た。なんと嬉しいことに、日本食が！豚の
角煮、白身魚の塩焼き、納豆、味噌汁、佃煮
などがありました！
　朝食後は、敷地内をブラブラ散歩にお出
かけ。今日も、メインプールで楽しそう
に過ごす家族、Zenプール（18歳以下は不
可）でゆっくり過ごす大人たち、キッズクラ
ブやアクティブティではしゃぐ子供たちの
姿が見受けられました。
　私たちは、ボートクルーズ（11歳以上）に
参加するために、予約をしにビーチにある
ウォータースポーツセンターへ。と
ころが残念、ボートクルーズの予約の空き
がありませんでした。ということで、運よ
くまだ空きがあった14時からのシュノー
ケリング（11歳以上）を予約しました。（予
約は午前中の内がお勧めです。）なんやかん
やであっという間に14時に。ボートに乗っ
てシュノーケリング場所に移動。G.Oス
タッフによる注意事項をうけて、海の中へ
レッツゴー！事前にG.Oからもらっていた
魚たちのえさクルプックを握りしめなが

ら、ニモを探しました。残念なことにこの
日は、波が高くてニモには会えませんでし
たが、波と逆らうたくさんの魚たちの姿を
見ることができました。手から餌を外すと
魚たちがよってきて、まるで人魚になった
ような気分に♪１時間たっぷりシュノーケ
リングを楽しみました。
　夜は、2014年に新しくできた「a ka 
carte レストラン」でディナー（ディナー
は、その日の09：30までに予約が必要とな
ります。）を頂きました。ここは、注文制のレ
ストランで、ロマンティックな雰囲気が流
れていました。ゆっくりご飯を楽しみたい
という方に、お勧めなレストランです。
　その後は、エンターテイメントショーを
観賞しにステージへ移動。本日のテーマは、
「ブロードウェイ」でした。観客は、いやらし
さの無いセクシーなG.Oスタッフと完成度
の高いパフォーマンスに釘付けでした。（男
性の方！セクシーなG.Oスタッフに釘付け
になり過ぎて、奥さんや恋人に怒られない
よう注意してくださいね(笑)）ショー後は、

日本コーナー。
梅おにぎりを注文
しました。おいし
かったー♪

大人だけのZenプール。静かなゆったりした時
間が流れていますよ。

a ka carte レストラン。ゆっくりと静かにお食
事が楽しめます。

眼の迫力がすごい！

それでは、シュ
ノーケリングの旅
に行ってきます！

キ ン タ マ ー ニ
バー。夜は、イベ
ントなどで盛り上
がっていますよ！



お決まりの写真撮影！
　キンタマーニバーでは本日のイベントの
カジノ擬きとパターゴルフを楽しみまし
た！ 0時になる前に、ポップな音楽と共に
ダンスが始まりました。G.Oスタッフのな
かに、お客さんも交じって踊ります。私も
一緒に踊りたいという気持ちとは裏腹に恥
ずかしくてなかなか中に入れません。しか
し、G.Oスタッフが一緒に踊ろうと誘って
くれたので私も輪の中に突入！楽しい！楽
しすぎる！国が違っても、ダンスを通して
仲良しに♪その後は、ナイトクラブで交流
を楽しみ、就寝。
　楽しい時間はあっという間でもう最終
日。この日は、ゴルフレッスン、アー

チェリーレッスンなどスポーツを楽し
みました。私、初めてのゴルフだったので
すが、G.Oスタッフが片言の日本語で優し
く教えてくれたおかげでボールを打つこと
ができました！（そのレベル？って言わな
いでくださいね。初心者にとってボールを
打つことでさえ難しいのです (笑 )）そんな
こんなであっという間に、チェックアウト
時間の11時に。私たちは、16時頃のフライ
トだったので、チェックアウト後はレスト
ランでゆっくり過ごし、名残惜しさに泣く
泣く送迎車で空港へ。
　この3日間振り返ると楽しい思い出しか
ありません！私たち、ホテルから一切外出
していませんが、食事、遊び飽きることな
く楽しめました。1週間滞在していた日本人
の方は、何回来ても新しい楽しさがあるか
らやみつきになると。また、初めて宿泊し
た南アフリカのカップルの方は、本当に楽
しかった、また来たいと。本当に何度でも
来たくなるようなパフォーマンス溢れる素
敵なホテル。ぜひ、ご家族やご友人、恋人と
共にクラブメッドに訪れてみてはいかがで
すか？私も今度は、プライベートでおも
いっきり楽しみたいです！
　P.S 読者の皆様、あなた十分楽しんでいた
でしょって言わないでくださいね（笑）

す、す、凄 い！！
腕の力だけで体を
支えています。

　一度は行きたいと思っていた Alila 
Villas Soori に 2 泊できることになりとて
も楽しみ。
　一日目、空港から送迎車で Kuta や
Seminyak を通り、まわりになにもなさそ
うな道を延々と（夜だったので何も見え
ず）。我が息子は、「なーママ、まだ～」を
連発、挙句の果てには「ママ、車に酔っ
たみたい」と。おーそれは大変！まだか
まだかと思っていると、突然道しるべと
なる明かりが両側に見え、Alila Soori に
到着した。空港を出発する時はまだうす
明るかったのに、約 1 時間後の到着時は
真っ暗だ。
　車酔いしていたはずの息子は、足取り
軽く Lobby へ行き Welcome drink を飲
んでいた。薄暗くて踏み外しそうな階段
路を通り、バリの雰囲気が漂う南国の木々
でいっぱいの通路を進むと、2 階にある
Ocean pool villa に着いた。インド洋が目
の前に広がり、風が吹いているのに、塩
のにおいがしないのはなぜ？？？
　3 人で過ごすのに十分な広さと清潔な部
屋。普段はソファーベッドで絶対寝ない
子が、まっさきに「ここがおれの寝ると
ころや！」と陣取っていた。この日の夕
食は、Cotta へ。遅い夕食にちょうどよい
量の Kids Menu から私は Bakso、息子は

Bubur を食べた。息子は、香辛料の味が
ついた鶏肉がお気に召さなく期待はずれ
だったようで、部屋に帰ってすぐ
Welcome Fruits を食べていた。その後
シャワーを浴び、就寝。波の音と鳥の鳴
き声以外はまったく何も聞こえず、ぐっ
すり寝ることができた。
　さて、２日目。今日は何をしようかと
話していると、息子が「今日はどっこも
行かへんで！」と。まあまあ、朝食後考
えましょうということで Cotta へ。
Rapped scramble eggs、Muesli、さらに
お勧めされたお好み焼きを食べた。味は
悪くなかったが、朝からは少々重かった。
焼き立てパンの種類も豊富で、特にトー
ストが香ばしくておいしい。息子が食べ
ていたワッフルもおいしそうだったが、
本人はクリームがいやだったよう。難し

J Net Travel モニター体験記
アリラ ヴィラ スーリー

2泊 3日クラブメッドパッケージ
ツアー料金 /名（最少催行人数2名）　有効期限：2015年 4月 18日
                部屋
スーペリア
スーペリアバルコニー
デラックステラス
スイートルーム

     ツイン
USD 536.00
USD 564.00
USD 680.00
USD 826.00

子供（4-11歳）
USD 420.00
USD 437.00
USD 507.00
USD 594.00

＊往復航空券、空港ホテル往復
送迎、毎食付き。

＊ハイシーズン時は上記料金は
適用できません。

＊別途VAT1％が加算されます。

泊まって
みました！



い子や。。。たらふく食べた後は、私は外の
カウチで本を読み、息子は例のお気に入
りの場所で無料 WIFI を使って iPad。い
つも時計変わりにしているお祈りの声が
聞こえず少し困りましたが、時間を気に
せず過ごすためにここに来ているので、
OK ですよね。
　午前中はのんびりし、小腹が減ったので、
またまた Cotta へ。私たちのことを覚え
ていたウエイトレスさんは、何も言わな
くても Kids menu 持ってきてくれて、と
ても気持ちがよかった。えびとグレープ
フルーツのタイ風ドレッシングサラダが、

ーレグのこ「、く曰子息！しよ目た見しよ味
プフルーツのすっぱさとドレッシングの
ちょい辛が微妙でおいしなあ」また、夕
食に食べよう！あまりのおいしさに写真
とりわすれた。。。
　午後は何か活動しよう！ということで、
まずマッサージ。バトラーに電話してす
ぐ持ってきてくれた Spa menu を見ると、
ジャカルタ相場より超高級。しかし、姉
のおごりということで、私は Foot 
massage、姉は Body massage。どうか
なあ～う～ん、マッサージしてるのか何
をしているのかよくわからない。。。なでて
いるのか？？？あまり満足いかない。。。こ
れなら、ジャカルタのほうが値段も安い

しもうちょっと上手。しかし姉の方は、
とても上手だったそうで、明日も同じ人
に Cream bath をやってもらうそう。そ
れはよかった！私たちがマッサージして
いる間、凧つくりをしていた息子。もう
あかん、暑いという顔で凧あげをしてい
て私を見るなり、さっさと凧あげをやめ、
はよかえろ～。以外に大きい凧、ジャカ
ルタに持って帰れるかな？手荷物で飛行
機大丈夫かな？
　少し休憩してから、サイクリングに行
くことに。簡単な地図と水をもらって、
Villa の外へ出たものの、バイクと車がバ
ンバン走っていてしかも道が狭く舗装も
されてないため、大変怖い！なので、安
全な Villa 内をサイクリングすることに。

海風を浴び、新鮮な空気をすって、のん
びり楽しんだ。日が暮れ始めた頃、部屋
の外から海岸を見ていると、この方々、
どこから来たのかしら？と思うくらいた

くさんの人、人、人。みんなお散歩して
いるようだ。でも、気にならないくらい
静かでここちよい夕方のひと時だった。
　夕食はまたまた Cotta。今思えば、もう
一つの Ombak にも行けばよかった。た
しか、コース料理だったような。息子は
Kids menu よりハンバーガー、私たちは
シーフードグリルと Sayur Asam。どれも、
量味ともに文句なし。Villa 内をブラブラ
散歩して、バスタブにつかり、そして、
また波の音と鳥の声を聴きながら熟睡。
お祈りの声が聞こえない分、なぜか時間
がたつのが早く感じた。
　最終日の朝は、日替わりジュースのフ
レッシュフルーツミックス。おいしい！
朝食後、姉は Cream bath に行き、私と
息子は海岸を散歩。ダイニングの横に小
さいお寺があり、ちょうどお供えを持っ
てきた Villa の方と一緒にお祈りをし、フ
ランジパニの花をつけてもらった。バリ
はジャカルタに比べて華やかな感じがす
るのは、生活にいつも花があるからなの
かなあと思った。海岸の散歩は暑かった
けれど、ゆったりしていて気持ちよかった。
波が高いので、波に向かって走り波に追
いかけられ、結構楽しめました。また、
従業員が着ている服やウエストポーチ、
Villa で使われている雑貨等が売られてあ

る shop で買い物をして楽しんだ。ここで
買ったウエストポーチを腰で巻いたり、
肩にかけたり、今でも重宝している。そ
して出発の時間。基本、空港までの送迎
は宿泊費に含まれているが、次の宿泊先
に行く途中にスミニャックで買い物した
いので、$15 追加で送迎してもらった。
　Aman Resorts と同じような質素な無駄
のない造りの Villa だったが、Aman のほ
うが明るく華やかで、テレビがないぶん
もっとゆったりした時間が流れていた感
じがした。でも、どこにも行かず、のん
びりゆっくり静かに Villa で過ごすには
うってつけで快適だった。スタッフみん
な明るくて英語が話せ、感じのいい対応
で部屋も十分な広さと清潔さ、プライベー
トがありよかったです。食事も日替わり
でおいしく、2 ～ 3 日滞在してもあきない
と思う。もう１泊できたら、周辺を散策
したりしてもっと楽しめたかな。みなさ
んも一度 Alilla Soori に泊まってみてくだ
さい。ジャカルタの忙しい日々から脱出
して、Villa で何も考えずゆっくりのんび
り休暇を過ごしてみてはいかがですか。
以上、私たち家族の Alilla Soori　体験記
でした。

2泊 3日アリラヴィラススーリー・パッケージ
ツアー料金 /名（最少催行人数1名）　有効期限：2015年 3月　
                 部屋
マウテンプールヴィラ
ビーチプールヴィラ
オーシャンプールヴィラ

     シングル
USD 1,126.00
USD 1,256.00
USD 1,406.00

      ツイン
USD 666.00
USD 731.00
USD 806.00

＊往復航空券、空港ホテル往復
送迎、毎朝食付き。

＊ハイシーズン時は上記料金は
適用できません。

＊上記料金はKITAS及びインド
ネシア人のみ適用できます。

＊別途VAT1％が加算されます。


