
 

 

 

 

 

ご宿泊のホテルをチェックアウトした後、

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

バリ島での最終日をゆっくりとお過ごしください。

注意 

 

＜モデルプラン

１３：３０

１４：００

１４：００－２２：００

１５：００－１７：００

１７：００－１８：００

１９：００－２０：００

２１：３０

最少催行人員：２名様

ご宿泊のホテルをチェックアウトした後、

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

バリ島での最終日をゆっくりとお過ごしください。

 

＊お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

モデルプラン＞ 

１３：３０       

１４：００       

１４：００－２２：００

１５：００－１７：００

１７：００－１８：００

１９：００－２０：００

２１：３０       

最少催行人員：２名様

ご宿泊のホテルをチェックアウトした後、

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

バリ島での最終日をゆっくりとお過ごしください。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

ＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡ

 

       ホテルお出迎え（ビーチ地区）

       チェックイン

１４：００－２２：００ お部屋でのんびり

１５：００－１７：００ アフタヌーティーサービス

１７：００－１８：００ １時間のマッサージ

１９：００－２０：００ ご夕食（セットメニュー）

       空港へご出発

最少催行人員：２名様   

ご宿泊のホテルをチェックアウトした後、航空機の搭乗まで

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

バリ島での最終日をゆっくりとお過ごしください。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

ＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡＳＡＤＡＲＡ    

ホテルお出迎え（ビーチ地区）

チェックイン 

お部屋でのんびり

アフタヌーティーサービス

１時間のマッサージ

ご夕食（セットメニュー）

空港へご出発 

   ／   

航空機の搭乗まで

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

バリ島での最終日をゆっくりとお過ごしください。 

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

    ＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅ

 

 

 

ホテルお出迎え（ビーチ地区）

お部屋でのんびり 

アフタヌーティーサービス 

１時間のマッサージ 

ご夕食（セットメニュー） 

 

 ツアー主催会社：ジャバト・インターナショナル

航空機の搭乗までに空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

ＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅＢｏｕｔｉｑｕｅ    

 

 

 

ホテルお出迎え（ビーチ地区） 

バリ島では珍しく、日本人がオーナーのリゾート

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

ゆっくりとお過ごしいただけます。

2017

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室）

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

2017

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室）

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

３名様目のセットディナー

３名様目の６０分マッサージ

料金に含まれるもの：

＊お部屋のご利用（

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる）

＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）

＊Ｗｉ－Ｆｉ接続無料

＊１回＊１回＊１回＊１回    

                

＊１回＊１回＊１回＊１回    

＊サダラブティックリゾートからの空港へのお送り

ツアー主催会社：ジャバト・インターナショナル

空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

トの特典が受けられない場合もございますので、予めご了承下さい。 

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

    ＢｅａｃｈＢｅａｃｈＢｅａｃｈＢｅａｃｈ
バリ島では珍しく、日本人がオーナーのリゾート

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

ゆっくりとお過ごしいただけます。

料金（料金（料金（料金（

2017 年９月０１日

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室）

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

2017 年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース）

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室）

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

３名様目のセットディナー

３名様目の６０分マッサージ

料金に含まれるもの：

＊お部屋のご利用（1

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる）

＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）

＊Ｗｉ－Ｆｉ接続無料

    ｘｘｘｘ    ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ

                または、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれか

    ｘｘｘｘ    セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）

＊サダラブティックリゾートからの空港へのお送り

ツアー主催会社：ジャバト・インターナショナル

空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

 

＊取消規定については、ご利用ホテルにより異なりますので、お問合せ下さい。 

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート

ＢｅａｃｈＢｅａｃｈＢｅａｃｈＢｅａｃｈ    ＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔ
バリ島では珍しく、日本人がオーナーのリゾート

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

ゆっくりとお過ごしいただけます。

料金（料金（料金（料金（おおおお1111 人様人様人様人様

０１日～１０月

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室） 

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース）

クラシックルーム（４２㎡／４７室）

プレミアルーム（４２㎡／２８室）

スィートルーム（７０㎡／３室） 

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室）

３名様目のセットディナー 

３名様目の６０分マッサージ 

料金に含まれるもの： 

1４時～２３時）

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる）

＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）

＊Ｗｉ－Ｆｉ接続無料 

６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ

または、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれか

セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）

＊サダラブティックリゾートからの空港へのお送り

ツアー主催会社：ジャバト・インターナショナル

空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

サダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾートサダラ・ブティック・ビーチリゾート    

ＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔ    

バリ島では珍しく、日本人がオーナーのリゾート

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

ゆっくりとお過ごしいただけます。 

人様人様人様人様あたりあたりあたりあたり））））    

～１０月３１日（ご利用日ベース）

クラシックルーム（４２㎡／４７室） ＠ＵＳ＄

プレミアルーム（４２㎡／２８室） ＠ＵＳ＄１００／１名

スィートルーム（７０㎡／３室） ＠ＵＳ＄１３５／１名

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室） ＠ＵＳ＄１４５／１名

年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース）

クラシックルーム（４２㎡／４７室） ＠ＵＳ＄

プレミアルーム（４２㎡／２８室） ＠ＵＳ＄１１０／１名

スィートルーム（７０㎡／３室） ＠ＵＳ＄１４

ロイヤルスィート（１０５㎡／２室） ＠ＵＳ＄

 ＋＠ＵＳ＄２５

３名様目の６０分マッサージ ＋＠ＵＳ＄２５

４時～２３時） 

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる）

＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）

６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ６０分のフットマッサージ    または、指圧または、指圧または、指圧または、指圧

または、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれか

セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）

＊サダラブティックリゾートからの空港へのお送り

ツアー主催会社：ジャバト・インターナショナル 

空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

利用いただけます。お買物に、スパに、お食事に、ご出発の直前までリゾートライフを満喫いただけます。 

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

バリ島では珍しく、日本人がオーナーのリゾートにつき、ホテル

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

    

（ご利用日ベース）

＠ＵＳ＄ ９０／１名

＠ＵＳ＄１００／１名

＠ＵＳ＄１３５／１名

＠ＵＳ＄１４５／１名

年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース）

＠ＵＳ＄１００／１名

＠ＵＳ＄１１０／１名

＠ＵＳ＄１４５／１名

＠ＵＳ＄１５５／１名

＋＠ＵＳ＄２５

＋＠ＵＳ＄２５

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる）

＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）＊アフタヌーンティーサービス（１５時～１７時）    

または、指圧または、指圧または、指圧または、指圧    

または、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれか

セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）

＊サダラブティックリゾートからの空港へのお送り 

空港へ出発までの間、ホテルやプライベートヴィラの客室をご

お食事やスパトリートメントが含まれるプランの場合、ご予約時にご希望のお時間をお知らせください。当日のご

予約の場合レストランやスパの空き状況により、ご希望のお時間にお食事をご用意出来ない事やスパトリートメン

ホテル

スタッフの日本語対応はもちろん、スタンダードの客室から全室

バスタブ付き、ツインベッド（注意：スィートは全室ダブルベッ

ド）も多く取り揃えており、日本人の好みにあった運営がされて

おり、オンザビーチの立地やお部屋の広さから、リピーターに大

変人気のあるホテルです。最後までバリ島を満喫いただきながら、

（ご利用日ベース） 

９０／１名 

＠ＵＳ＄１００／１名 

＠ＵＳ＄１３５／１名 

＠ＵＳ＄１４５／１名 

年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース） 

０／１名 

＠ＵＳ＄１１０／１名 

／１名 

／１名 

＋＠ＵＳ＄２５ 

＋＠ＵＳ＄２５ 

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス 

＊ヌサドゥアエリアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる） 

または、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれかまたは、バリニーズオイルマッサージのいずれか1111 つつつつ    

セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。）セットディナー（お飲物は別途料金となります。） 



 

ラマ・ビーチラマ・ビーチラマ・ビーチラマ・ビーチ・リゾート＆ヴィラ・リゾート＆ヴィラ・リゾート＆ヴィラ・リゾート＆ヴィラ    

ＲＲＲＲａｍａａｍａａｍａａｍａ    ＢＢＢＢｅａｃｈｅａｃｈｅａｃｈｅａｃｈ    ＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔ＆Ｖｉｌｌａ＆Ｖｉｌｌａ＆Ｖｉｌｌａ＆Ｖｉｌｌａ    
 

 

 

 

 

＜モデルプラン＞ 

１３：３０       ホテルお出迎え（ビーチ地区） 

１４：００       チェックイン 

１４：００－２２：００ お部屋でのんびり 

１７：００－１８：００ １時間のマッサージ 

１９：００－２０：００ ご夕食（セットメニュー） 

２２：００       空港へご出発 

 

 

ラマビーチリゾート＆ヴィラは、ビーチから徒歩5 分。美しいト

ロピカルガーデンに囲まれたバリらしいホテルです。空港から程

近く、クタの中心街からは少し離れている為、静かにお過ごしい

ただくことが出来ます。但し、クタスクエアまでのシャトルバス

はございます。また、リッポーモールやディスカバリーショッピ

ングモール等には徒歩圏となる為、買い物などもお楽しみいただ

けます。 

 

料金（料金（料金（料金（おおおお人様人様人様人様あたり）あたり）あたり）あたり）    

2017 年９月０１日～１０月３１日（ご利用日ベース） 

デラックスルーム（４８㎡） 

２人１部屋利用時のお1 人様あたり 
＠ＵＳ＄ ８５／１名 

大人と同室の子供料金（２～１１歳） ＠ＵＳ＄ ４０／１名 

デラックスルーム（４８㎡） 

１人１部屋利用時のお１人様あたり 
＠ＵＳ＄１５５／１名 

2017 年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース） 

デラックスルーム（４８㎡） 

２人１部屋利用時のお1 人様あたり 
＠ＵＳ＄ ９５／１名 

大人と同室の子供料金（２～１１歳） ＠ＵＳ＄ ５０／１名 

デラックスルーム（４８㎡） 

１人１部屋利用時のお１人様あたり 
＠ＵＳ＄１７０／１名 

 

料金に含まれるもの： 

＊お部屋のご利用（1４時～２３時） 

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス 

＊クタスクエアへのシャトルサービス（ﾎﾃﾙｽｹｼﾞｭｰﾙによる） 

＊Ｗｉ－Ｆｉ接続無料 

＊１回＊１回＊１回＊１回    ｘｘｘｘ    ６０分のバリニーズ６０分のバリニーズ６０分のバリニーズ６０分のバリニーズ式式式式マッサージマッサージマッサージマッサージ（子供含まず）（子供含まず）（子供含まず）（子供含まず）    

＊１回＊１回＊１回＊１回    ｘｘｘｘ    ３コース３コース３コース３コースセットディナー（お飲物はセットディナー（お飲物はセットディナー（お飲物はセットディナー（お飲物は含まず含まず含まず含まず。）。）。）。） 

＊送迎料金（宿泊ホテル=>ラマビーチ=>デンパサール空港） 

 

 

 

 



インターコンチネンタル・インターコンチネンタル・インターコンチネンタル・インターコンチネンタル・バリ・バリ・バリ・バリ・リゾートリゾートリゾートリゾート    

ＩｎｔｅｒｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌＩｎｔｅｒｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌＩｎｔｅｒｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌＩｎｔｅｒｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ    ＢａｌｉＢａｌｉＢａｌｉＢａｌｉ    ＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔＲｅｓｏｒｔ    

 

 

 

 
＜モデルプラン＞ 

１４：３０       ホテルお出迎え（ビーチ地区） 

１５：００       チェックイン 

１５：００－２２：００ お部屋でのんびり 

１７：００－１８：００ １時間のマッサージ 

１９：００－２０：００ ご夕食（セットメニュー） 

２２：００       空港へご出発 

 

ジンバランビーチに建つゴージャス感が人気の最高級大型リゾ

ートホテルです。オンザビーチの広大な敷地には、美しい庭園や

ラグーン、伝統的な石造が置かれていてバリムード満点です。 

バリ島の最後の時間を最高級リゾートホテルでお過ごしいただ

きたい方向けです。サンセットや空港をプライベートビーチから

のぞむことが出来ます。 

設定除外日：2017 年12 月24日＆25 日＆31 日 

2018年1 月01 日 

料金（料金（料金（料金（おおおお人様あたり）人様あたり）人様あたり）人様あたり）    

2017 年９月０１日～１２月２３日 及び 

2018年１月０６日～３月３１日（ご利用日ベース） 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

２人または、３人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄２５０／１名 

大人と同室の子供料金（２～１１歳） ＠ＵＳ＄１００／１名 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

１人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄３３５／１名 

2017 年７月０１日～８月３１日（ご利用日ベース） 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

２人または、３人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄２６５／１名 

大人と同室の子供料金（２～１１歳） ＠ＵＳ＄１００／１名 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

１人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄３７０／１名 

2017 年１２月２６日～2018年１月０５日 

（ご利用日ベース） 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

２人または、３人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄３００／１名 

大人と同室の子供料金（２～１１歳） ＠ＵＳ＄４４５／１名 

リゾートクラシックルーム（４８㎡） 

１人１部屋利用時 
＠ＵＳ＄１００／１名 

料金に含まれるもの： 

＊お部屋のご利用（1５時～２２時） 

＊ご到着時にウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりのサービス 

＊Ｗｉ－Ｆｉ接続無料 

＊１回＊１回＊１回＊１回    ｘｘｘｘ    ６０分のバリニーズ式マッサージ（子供含まず）６０分のバリニーズ式マッサージ（子供含まず）６０分のバリニーズ式マッサージ（子供含まず）６０分のバリニーズ式マッサージ（子供含まず）    

＊１回＊１回＊１回＊１回    ｘｘｘｘ    セットディナー（お飲物は含まず。）セットディナー（お飲物は含まず。）セットディナー（お飲物は含まず。）セットディナー（お飲物は含まず。）    

＊送迎料金（宿泊ホテル=>インターコンチネンタル=>空港） 

（3名様利用時の簡易ベッド手配はありません。） 

 


