
ジャカルタ

ソロ

ジョグジャカルタ

 

ソロで 

インドネシアの 

「伝統」「歴史」「自然」 
に触れる 

「伝統（バティック）の有名な場所は？」

「歴史（遺跡）の有名な場所は？」と聞くと

大半の人が「ジョグジャカルタ」と答えるだ

ろう。しかし、ジョグジャカルタの隣町「ソ

ロ」も「伝統」「歴史」に溢れていることをご

存知だろうか。 

ソロは、バティック店で有名な「ダナール

ハディ」の本店、現在も王が住んでいる王宮

「マンクヌガラン」、ヒンドゥー教の寺院「チ

ュト」等ジョグジャカルタに引けを取らない

古都である。日本で例えると、ソロは奈良、

ジョグジャカルタは京都という感じだろう

か。 

また、ソロ中心部を少し離れると自然が広

がっている。山や棚田、茶畑の風景を楽しむ

ことができる。いつもクーラーをつけている

ドライブも、思わず窓を開けて自然のおいし

い空気を吸いたくなるだろう。 



〈スケジュール 1日目〉 

9:00     ジャカルタ発（GA222） 

10:20     ソロ着 

11:00-11:50   ゴエラクラパレストランにて昼食 

12:10-12:50   マンクヌガラン王宮観光 

13:00-14:30   ダナルハディ博物館にて見学と買い物 

14:40-15:00   スラビノトスマンにておやつタイム 

15:20-16:30   カンプンバティックラウェヤンにて買い物 

17:00         ホテルチェックイン 

 

①ゴエラクラパレストランにて昼食 

②マンクヌガラン王宮観光 

Goela Klapa Restaurant 
インドネシア料理レストラン。ソロの名物料理、パスタやハンバ

ーガーもある。 

 

住所：Jl. Menteri Supeno No.3 Manahan Surakarta 57139 

営業時間：10時～22時 

 
バティックやワヤンの飾り物でインドネシア風の空間の店内。 

混ぜると… 

ごはんの中に

隠れていた魚

フレークが出

てきます。 

「Nasi Bakar Tongkol Goela Kelapa」 

ソロの名物料理をお願いしたはずが、ナシバカールは特にソロ

名物ではないことがオフィスに戻ってから判明…笑 

でも美味しかったのでツアーに入れちゃいます！ 

 

ごはんと魚を混ぜて石焼ビビンバ風。 

おこげがぱりぱりしていて美味しい！ 

 

Puro Mangkunegaran 

 

1757 年に初代マンクヌゴロ王

が建設。現在は、9 代目の王

が住んでいる。 

隙間を覗くと生活感が溢れた

風景が見える。「王がこの扉の

先にいる」「王もこの道を歩い

ているのかな」と思うと少しど

きどきしてしまう。 

また、王宮の一部は博物館と

なっており、王家のコレクショ

ンを見ることができる。 

 

開館時間： 

月～土 8時半～14時 

日   8時半～13時 

 

プンドポアジェンという大理石の広

場。ここで、行事が行われていた。 

現在も、毎週水曜日の 10時から 12時

は舞踊、毎週土曜日の 10時から 12時

はガムラン演奏が行われている。 

会議室。現在もここで会議を行うことがある。 

 

現在の9代目の王

の肖像画。 



 

③ダナルハディ博物館にて見学と買い物 

④スラビノトスマンにておやつタイム 

⑤カンプンバティックラウェヤンにて買い物 

Museum Danar Hadi 

ダナルハディは、インドネシアでも有名な

バティックブランド店である。サントサドゥエ

ラー氏によって1967年に設立。ダナルハデ

ィの名は、妻ダナルシーのダナルと義理父

ハディプリジョノのハディをとってつけられ

た。 

また、ダナルハディ博物館は、スカルノ大

統領の娘メガワティスカルノプトゥリによっ

て 2000年に設立。ここは、各地域のバティ

ックや古い貴重なバティック、バティックの

材料など展示されている。バティックの歴

史や地域ごとの特徴を知れる。今まで何も

考えず着用していたバティックに、こんなに

深い歴史や意味があったことに驚き、大変

感慨深かった。 

 

開館時間：9時～16時 

ソロの名物お菓子「スラビ」がおいしい有名店。 

その他にもインドネシアの伝統的なお菓子が売られている。 

 

営業時間：5時～16時 

Serabi Notosuman 

米粉とココナッツで作られている。

ひと口噛むと口の中にココナッツ

風味がふわっと広がり、中はトロ

ッ、そしてモチモチとした食感。周

りのおこげもパリパリしていてお

いしい。この素朴な味たまりませ

ん！ 

手際よく作っているおじちゃん。 

Kampung Batik Laweyan 
カンプンバティックという名がつくだけあっ

てこのエリアは、バティック店がたくさんあ

る。どのバティック店に入るか迷ってしまう

ほど、どこの家もバティック店の看板が掲

げてある。 

自分のお気に入りのバティック店を探して

みよう！ 
斜め向かい側にバティック店、数メートル先

にもバティック店。 

スタンプを押して模様をつ

ける。1ミリでもずれてしま

えば、失敗作となる。忍耐力

と集中力が必要だ。 
ダナルハディ商品が販売されている。 

ジャカルタにある店舗より安く購入できる。 
＊土曜日 14 時以降、日曜･祝日
は、作業過程は見学できません。 



 

〈スケジュール 2日目〉 

7:30     ホテル出発 

9:00-10:00  チュト寺院観光 

10:30-11:00 スクー寺院観光 

11:10-12:00 ジュモグ滝観光 

13:00-14:00 アデムアヤムにて昼食 

15:00    空港着 

17:15    ジャカルタ着 

①チュト寺院観光 

Candi Ceto 

ソロ中心部から車で約 1時間半、海抜約 1500 メートルに位置す

るヒンドゥー教寺院。ジャワ島でイスラム教が勢力を増してきた

15世紀頃に造られた。ヒンドゥー教は奇数が神聖な数字とされて

いるため、13 のテラスで構成されている。聖地として造られたの

か、マジャパヒト王国時代の王ブラウィジャヤ 5 世のお墓のため

に造られたのかは、まだ明らかになっていない謎に包まれた寺院

である。 

寺院の規模としては小さい
ながらも、独特な何か魅了さ

れるようなものがあり感銘
を受けた。今までいくつかの
寺院を見てきたが、神秘を感

じたのはここが初めてだ! 
 
 

 

リンガ（男性のシンボル）とヨニ（女性のシ

ンボル）。リンガはヒンドゥー教の神シヴァ、

ヨニは妃ドゥルガーの象徴と言われており、

この組み合わせは平和や繁栄、不死を意味す

る。 

テラス 13にある本殿。ここでお祈りをする。お祈りの仕方は、

この本殿の周りを奇数の回数周って最後に手を合わせる。 

周る回数で誰に向けてのお祈りなのかが変わり、3周は自分、

5周は家族、7周はご先祖、9周は恋人･友人になる。 

チュト寺院がある集落。ここは、人口の 90％がヒンドゥ

ー教である。標高が高いため、気候の変化が激しい。到

着した時は青空が広がっており美しかった集落の景色

が、40分後には霧で埋もれてしまった。肌寒さと霧によ

ってさらに神秘的な空間を創りだしてくれる。 

チュト寺院に近づくと、玉ねぎやキャベツ、茶畑が見

えてくる。ただの畑が、急斜面につくられたことによ

り感動と衝撃を与えてくれる。この写真は霧がかかっ

ているが、晴れているときは真っ青な空と鮮やかな緑

の絶景が広がる。 

山の斜面に建てられた

ため、次のテラスにいく

ごとに階段を登る。 

カップルで訪れるロー

カル人が多く、この日も

何組かのカップルがい

た。また、ナンパも多い

そうだ(笑) 

寺院の入り口

で力強く守る

門番。 



 

②スクー寺院観光 

③ジュモグ滝観光 

④アデムアヤムにて昼食 

Candi Sukuh 

Air Terjun Jumog 

Adem Ayam 

チュト寺院から車で約 30分、海抜約 950 メートルに位

置するヒンドゥー教寺院。 

スクー寺院から車で約 5分の場所にある滝。 

インドネシア料理レストラン。 

 住所：Jl.Slamet Riyadi 342 Solo 

営業時間：6 時～21時半 

「Nasi Gudeg Istimewa」 

ソロの名物料理。卵や鶏肉などをココナ

ッツ煮込みに仕立てた。ココナッツの味

は強くなくクリーミーで美味しい。 

駐車場から徒歩で約 15分。 

滝の近くまで行って、ハイポーズ。 

雨季のため水量が多く、ずぶぬれ。 

川の流れる音、鮮やかな緑の景色、美味しい空気を楽しみながら

山道を歩く。マイナスイオン注入です(笑) 

ガルーダが洪水

からヘビを守っ

ている。これに

は、ながーい物語

がある。 

古代ジャカルタ文学のスダマラ

物語を石に描いている。 

話が繋がっているボロブドゥー

ル遺跡とは違い、1つの石毎にエ

ピソードがある。 

本殿。 

残念ながら修理中。。。 

実物は、ピラミッドの

形をしているそう。 

ヒンドゥー教寺院には、

必ずといっていいほど

あるリンガとヨニ。 



 

スラカルタクラトン 

ブンガワン ソロ 

サンギラン博物館 

パサール トゥリウィンドゥ 

Keraton Surakarta 

瞑想する場所。 

Museum Manusia Purba Sangiran 

Bengawan Solo 

Pasar Triwindu 

全長約 600 キロメートルでジャワ島最長

の川。インドネシアの民謡になった。 

雨季のため水量が多い。 

ソロ中心部から車で約 30分に位置する博物館。 

ジャワ原人の骸骨や動物の化石などが展示されている。 

1996年に 593番目の世界遺産に

登録された。 

入り口を入るとジャワ原人の銅像がお

出迎え。 

狩りの様子を忠実に再現している。 

アンティーク市場。ワヤンやお面、

絵画などが販売されている。 

年月が経って良い味がでている

アンティークたち。 

バクブウォノ王が建てた王宮。 

現在、王は住んでいない。 

王と客が会う場所。 

地に張った根っこの強さから王様の

シンボルになったガジュマルの木。 

 

王宮の一部が博物館になっている。 

王の所要品やヒンドゥー教の遺跡が

展示されている。 



 

サテ ブントゥル 

ティムロ 

Sate Kambing Mbok Galak 

地元人に人気なサテブントゥルのお店。 

サテブントゥルは、ミンチ状にしたヤギ

肉とヤギの油で固め棒にさし、甘いソー

スをつけて焼いたもの。 

住所：Jl. Mangun sarkoro 122 

営業時間：7時半～18時 

これで、Rp38.000。ヤギ臭さはなく、つくねのような感じ。 

こしょうやケチャップマニスをかけるとさらに美味しくなる。 

この店の一番人気は、サテカンビンとサテブンテゥルのコンビ

ネーション「サテダギン」。 

ローカル中のローカル店。ちょっと小汚い場所

が苦手な方は厳しいかも。。。 

Timｌo Sastro 

ウェブでソロのおすすめの店を調べるとヒットするティム

ロの老舗店。日本のソーセージとは程遠いソーセージ

（茶色で長方形にカットされたもの）が入ったスープ。他

にも甘く煮た卵、鳥のレバー等が入っている。 

 

 

これで、Rp19.000。 

優しい味でホッとする

スープ。 

黒い卵が不気味だが、

見かけと違い甘くてお

いしい。 

果物を販売しにくるおじさんがちらほら。 ソーセージ。 

伊達巻を薄くしたような

感じ。初めての食感と味。 

住所：Jl. Kapten mulyadi I pasar gede 

営業時間：6時～15時 



 

Alila Solo 

ソロにニューオープン！ 

2015 年 11 月、空港から車で約 30 分のソロのゲート

ウェイにオープンした。30 階の高層からは、ソロ市街

地が一望できる。豪華さの中に、バティック柄を融合

させ、贅沢とジャワの伝統が味わえる。 

ソロ中心部から近いため、観光客やビジネス客におす

すめだ。また、キッズ用プールやキッズクラブのファ

シリタスもあり、お子様連れも安心。全てのお客様が

満足できる居心地の良いホテルとなっている。 

デラックスルーム 

ダブルまたはツインベッドがある。内装は、豪華さを残しつつ、

淡いベージュで落ち着いた雰囲気になっている。 

このルームタイプの他に、エグゼクティブ、エグゼクティブスイ

ート、アリラスイート、プレジデントスイートがあり、全ての部

屋はシティビューになっている。 

 

プール 

6階に設置された屋外プール。ここは、6時から 22時まで利用できる。 

プールの他に、ジムやスパのファシリタスも用意している。 

ダイニング 

朝食会場の Épice。朝食タイムは、6時から 10時まで。 

インドネシア料理はもちろん、朝にぴったりのパンやヨー

グルト、フルーツも揃っている。 バティック柄のクッション 

部屋のアクセントにバティック。 



J NET ツアー 

 

1 日目 ジャカルタ－ソロ  

ソロ空港到着後、ゴエラクラパにて昼食。その後、マンクヌガラン王宮、ダナルハディ博物館へ。ソ

ロの名物お菓子スラビを食べた後、カンプンバティックラウェヤンにて買い物。その後、ホテルへ。 

2 日目  ソロ－ジャカルタ 

ホテルにて昼食後、チュト寺院、スクー寺院、ジュモグ滝へ。アデムアヤムにて昼食後、空港へ。 

料金/名（最少催行人数 2名）                                有効期限:2016年 12月 

ホテル 部屋 
大人 

1 名 1 室 2 名 1 室 

アリラソロ 
デラックス 384 万ルピア 340 万ルピア 

エグゼクティブスイート 421 万ルピア 358 万ルピア 

 〈含まれるもの〉 

*往復航空券（ガルーダインドネシア Sクラス）   *行程中の全送迎   *1泊分の宿泊 

*食事（朝食 1回、昼食 2回）   *日本語またはインドネシア語ガイド   *行程中の入場料と駐車料金 

 
〈フライトスケジュール〉 

*ジャカルタ－ソロ *ソロ－ジャカルタ 

  GA 222   CGK 09.00   SOC 10.20   GA 221   SOC 16.00   CGK 17.15 

 

1泊 2日ソロツアー 

チュト寺院 

* 上記料金は KITAS保持者及びインドネシア人のみに適用できます。 

* 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。 

* 上記料金及びスケジュール等は事前の告知なく変更となる場合もございます。 

王宮、名物料理、遺跡、バティック 
そしてやすらぎを堪能する旅... 
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