
 

１日目

２日目

３日目

１日目 

各地空港から『神々

（一例

        

 
 
 
バリ島・デンパサール空港到着！

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

ガイドが“

 
 
 
 
ホテル到着後、チェックイン。

長時間のフライトでお疲れの方はホテルでゆっくり

活動的な方は、

但し、

２日目 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

８時００分頃

９時３０分

        

１１時３０分

        

１４時３０分

１５時３０分

１６時１５分

１６時４５分

１９時１５分

２１時００分頃

３日目 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

≪お好きなプランでお楽しみ下さい。

①①①① 

②②②② 

 

各地空港から『神々

一例ガルーダ・インドネシア（

        

バリ島・デンパサール空港到着！

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

ガイドが“お客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

ホテル到着後、チェックイン。

長時間のフライトでお疲れの方はホテルでゆっくり

活動的な方は、ホテル近くを

但し、明日のためにも、到着日は早めの就寝を！

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

８時００分頃 

９時３０分  

        

１１時３０分  

        

１４時３０分  

１５時３０分  

１６時１５分  

１６時４５分  

１９時１５分  

２１時００分頃 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

お好きなプランでお楽しみ下さい。

 １日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。

 －タクシーのように、行きたい場所が伝わらない

 －レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

 －タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

 アユン川ラフティングアユン川ラフティングアユン川ラフティングアユン川ラフティング

＊手つかずの大自然でのラフティングは、バリ島で

最も人気のあるアクティビティーです。

おすすめおすすめおすすめおすすめ

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

ポイントポイントポイントポイント！！！！

ご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中の

不明な点は不明な点は不明な点は不明な点は

各地空港から『神々の住む 

ガルーダ・インドネシア（

成田空港（１１時

関西空港（１１時

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

        ＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

バリ島・デンパサール空港到着！

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

ホテル到着後、チェックイン。

長時間のフライトでお疲れの方はホテルでゆっくり

ホテル近くを散策し

明日のためにも、到着日は早めの就寝を！

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

 ガイドがホテルにお迎えにあがります。

  世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院

        バリ島で２番目に大きく、最も美しい

縁結びに効くパワースポットでもあります。

  世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産ジャティルイジャティルイジャティルイジャティルイ

        バリ島の中央バトゥカウ山の麓にある棚田地帯で、

眺めながら開放的なデッキで昼食をご賞味いただきます。

  ウブドの芸術を学ぶ！

  モンキーフォレストモンキーフォレストモンキーフォレストモンキーフォレスト

  ウブド市場ウブド市場ウブド市場ウブド市場

  ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策

  レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食

 ホテル着 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

お好きなプランでお楽しみ下さい。

１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。

－タクシーのように、行きたい場所が伝わらない

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

－タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

アユン川ラフティングアユン川ラフティングアユン川ラフティングアユン川ラフティングでスリリング体験！

＊手つかずの大自然でのラフティングは、バリ島で

最も人気のあるアクティビティーです。

おすすめおすすめおすすめおすすめ！！！！    長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

！！！！    日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。

ご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中の

不明な点は不明な点は不明な点は不明な点は、お気軽に、お気軽に、お気軽に、お気軽にこのこのこのこの

 地上の楽園・

ガルーダ・インドネシア（直行便）

（１１時００分

（１１時００分

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

バリ島・デンパサール空港到着！ 

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

ホテル到着後、チェックイン。 

長時間のフライトでお疲れの方はホテルでゆっくり

散策し、近くのレストランや食堂（ワルン）などで軽食

明日のためにも、到着日は早めの就寝を！

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

ガイドがホテルにお迎えにあがります。

タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院

バリ島で２番目に大きく、最も美しい

縁結びに効くパワースポットでもあります。

ジャティルイジャティルイジャティルイジャティルイ（＋昼食）（＋昼食）（＋昼食）（＋昼食）

バリ島の中央バトゥカウ山の麓にある棚田地帯で、

眺めながら開放的なデッキで昼食をご賞味いただきます。

ウブドの芸術を学ぶ！美術館美術館美術館美術館

モンキーフォレストモンキーフォレストモンキーフォレストモンキーフォレスト（森そのものが聖域とされ、パワースポットです）

ウブド市場ウブド市場ウブド市場ウブド市場を散策 

ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策

レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食 

お好きなプランでお楽しみ下さい。≫ 

１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。

－タクシーのように、行きたい場所が伝わらない

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

－タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

でスリリング体験！

＊手つかずの大自然でのラフティングは、バリ島で

最も人気のあるアクティビティーです。

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。

ご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中の

このこのこのこのご移動のご移動のご移動のご移動の際際際際

地上の楽園・バリ島バリ島バリ島バリ島へ』 

）の場合、所要時間は約７時間３５

００分）発／バリ島

００分）発／バリ島

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

長時間のフライトでお疲れの方はホテルでゆっくりと、

、近くのレストランや食堂（ワルン）などで軽食

明日のためにも、到着日は早めの就寝を！                    

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

ガイドがホテルにお迎えにあがります。

タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院タマンアユン寺院 

バリ島で２番目に大きく、最も美しい

縁結びに効くパワースポットでもあります。

（＋昼食）（＋昼食）（＋昼食）（＋昼食） 

バリ島の中央バトゥカウ山の麓にある棚田地帯で、

眺めながら開放的なデッキで昼食をご賞味いただきます。

美術館美術館美術館美術館を見学 

（森そのものが聖域とされ、パワースポットです）

ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策

レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食

 

 

１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーター１日専用車＆日本語ガイドチャーターでお好きな場所へＬｅｔ‘ｓ

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。

－タクシーのように、行きたい場所が伝わらない

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

－タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

でスリリング体験！ 

＊手つかずの大自然でのラフティングは、バリ島で

最も人気のあるアクティビティーです。 

 

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。

ご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中のご案内途中、バリ島についてのことや、ご滞在中の注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。

際際際際等等等等にににに担当担当担当担当ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。

 

、所要時間は約７時間３５

発／バリ島・デンパサール

）発／バリ島・デンパサール

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

と、 

、近くのレストランや食堂（ワルン）などで軽食

                    

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

ガイドがホテルにお迎えにあがります。 

バリ島で２番目に大きく、最も美しいと言われています。

縁結びに効くパワースポットでもあります。 

バリ島の中央バトゥカウ山の麓にある棚田地帯で、

眺めながら開放的なデッキで昼食をご賞味いただきます。

を見学 

（森そのものが聖域とされ、パワースポットです）

ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策ウブドのメインストリートを自由散策（約１時間）

レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食

でお好きな場所へＬｅｔ‘ｓ

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。

－タクシーのように、行きたい場所が伝わらない、渋滞のため、舞踊時間に間に合わない等が

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

－タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

＊手つかずの大自然でのラフティングは、バリ島で 

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。日本語ガイドがご宿泊ホテルまでご案内します。ホテルへのホテルへのホテルへのホテルへの

注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。

ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。

、所要時間は約７時間３５分）

・デンパサール（１７時３５分）着

・デンパサール（１７時２０分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。

お出口にて白地に南国のカラフルなお花をあしらったシャツを着た日本語を話す

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。

、近くのレストランや食堂（ワルン）などで軽食

                    

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

言われています。 

バリ島の中央バトゥカウ山の麓にある棚田地帯で、美しい棚田を

眺めながら開放的なデッキで昼食をご賞味いただきます。 

（森そのものが聖域とされ、パワースポットです）

（約１時間） 

レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食

でお好きな場所へＬｅｔ‘ｓ Ｇｏ！

＊交通の便が良くないバリ島では、専用車チャーターが大変便利です。 

、渋滞のため、舞踊時間に間に合わない等が

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

－タクシーに乗ったら、交渉制のタクシーで、高い料金を支払わされた 

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

ホテルへのホテルへのホテルへのホテルへの 

注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。

ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。ガイドにお聞きください。 

） 

（１７時３５分）着

（１７時２０分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。 

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。 

＊日本国籍で観光目的、かつ３０日未満のインドネシア滞在であればビザは不要です。 

す 

客様のお名前のかかれたボード”を持ってお待ち致しております。 

、近くのレストランや食堂（ワルン）などで軽食などはいかがでしょうか？

                    

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい）

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

美しい棚田を 

（森そのものが聖域とされ、パワースポットです） 

レストランにて伝統舞踊を鑑賞しながら、インドネシア料理の夕食 

Ｇｏ！ 

、渋滞のため、舞踊時間に間に合わない等が

－レストランで食事後、タクシーが全然捕まらないというようなことがありません。

 

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。

注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。注意事項などご案内致します。 

（１７時３５分）着 

（１７時２０分）着 

などはいかがでしょうか？

                    （バリ島 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食（南国ならではの美味しいフルーツを是非ご賞味下さい） 

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】

 

（バリ島 

、渋滞のため、舞踊時間に間に合わない等がありません。

 

＊現地のお得な情報をもとに、ご相談いただきながら、お買い物などに使用してもＧＯＯＤ！ 

長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！長時間のフライトに備えて、トラベル枕やマスク等準備されるとＧＯＯＤ！ 

機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。機内では、機内食（昼食）や飲物、ハーゲンダッツのアイスクリームサービス等があります。 

などはいかがでしょうか？ 

 泊） 

【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】【バリ島・世界遺産＆人気の芸術の村・ウブド散策（昼食・夕食付）】 

 泊） 

ありません。 



４日目

５日目

 

◎お得なバリ島

 お得なバリ島旅行（一例）

 バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

    羽田空港発着羽田空港発着羽田空港発着羽田空港発着

２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発

 

夏の旅行

２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発

（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（

 

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

③③③③    

  

  

  

  

④④④④    

  

  

  

  

  

   

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

４日目 

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

＊さあ、

①①①①    

  

    

②②②② 
  

  

 
その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。

＊ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

いただくことが可能です。

     

    

５日目 

（一例

        

お得なバリ島旅行の

お得なバリ島旅行（一例）

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

羽田空港発着羽田空港発着羽田空港発着羽田空港発着    最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発

の旅行もお得！

２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発

（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

    バリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブ

  ＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！

  ＊宝探しなどのキッズプログラムを

  ＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

  ＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。

    バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）

  ＊バリ島一の

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

  ＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

  ＊象乗り体験も出来ます。（象乗りは１頭に２名です。）

  ＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

  ＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

   ミュージカルです。

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

＊さあ、バリ島・

    スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！

 一例『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』

    デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

までリラックス

 ご友人などへのお土産を纏めて購入したい方には、

  バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

  定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！

その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

いただくことが可能です。

      
    空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内

一例ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

        

旅行の手配もお任せ下さい！

お得なバリ島旅行（一例） 

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発２０１６年５月３１日出発（（（（

もお得！（一例） 

２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発２０１６年８月０９日出発    

（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（（フリープラン）（２名様以上２名様以上２名様以上２名様以上

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

バリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブ

＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！

＊宝探しなどのキッズプログラムを

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。

バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）

＊バリ島一の規模を誇るサファリパークで、バリやインドネシアをはじめ

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊象乗り体験も出来ます。（象乗りは１頭に２名です。）

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

ミュージカルです。 

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食

バリ島・最終日、お好きなプランでお楽しみ下さい！

スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！

『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

までリラックスして

などへのお土産を纏めて購入したい方には、

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！

その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

いただくことが可能です。

空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

バリ島・デンパサール

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

        ＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

手配もお任せ下さい！

 

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

（（（（２名様以上２名様以上２名様以上２名様以上）お）お）お）お

 

    アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定

２名様以上２名様以上２名様以上２名様以上）お）お）お）お1 人様人様人様人様

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

バリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブバリハイ・ビーチクラブ・・・・クルーズクルーズクルーズクルーズできれいな海でマリンスポーツ三昧！

＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！

＊宝探しなどのキッズプログラムをあり

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。

バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）

規模を誇るサファリパークで、バリやインドネシアをはじめ

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊象乗り体験も出来ます。（象乗りは１頭に２名です。）

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

ご滞在ホテルにて、ビュッフェのご朝食 

お好きなプランでお楽しみ下さい！

スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！

『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

していただけます。

などへのお土産を纏めて購入したい方には、

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！

その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

いただくことが可能です。 

空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

バリ島・デンパサール（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

手配もお任せ下さい！ 

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

）お）お）お）お1 人様人様人様人様    

アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定

人様人様人様人様    ￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

まずは、お気軽にお問合せ下さい！！

お

できれいな海でマリンスポーツ三昧！

＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！

あり、小さいお子様もお楽しみいただけます。

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。

バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）

規模を誇るサファリパークで、バリやインドネシアをはじめ

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊象乗り体験も出来ます。（象乗りは１頭に２名です。）

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

 

お好きなプランでお楽しみ下さい！

スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！スパの聖地と言われるバリ島にて、スパ体験！ 

『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』『バンブースパ・バイ・ロクシタン』は、女性に絶大

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

いただけます。その他、ご希望に応じて様々なスパをご案内致します。

などへのお土産を纏めて購入したい方には、

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！

その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

    ￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から

アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定

￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

まずは、お気軽にお問合せ下さい！！

お問合せ

できれいな海でマリンスポーツ三昧！

＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！

、小さいお子様もお楽しみいただけます。

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。

バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）バリサファリ満喫（象乗り体験とアグンショー鑑賞付）で動物とのふれあい

規模を誇るサファリパークで、バリやインドネシアをはじめ

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊象乗り体験も出来ます。（象乗りは１頭に２名です。） 

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

お好きなプランでお楽しみ下さい！ 

は、女性に絶大な人気を誇るブランド「ロクシタン」がプロ

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

その他、ご希望に応じて様々なスパをご案内致します。

などへのお土産を纏めて購入したい方には、専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！

その他、観光などご希望にあわせて、手配を致します。 

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

バリ島の数あるホテルの中でも、海にせり出したロックバーが大人気の“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から

アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定

￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

まずは、お気軽にお問合せ下さい！！

問合せ 

できれいな海でマリンスポーツ三昧！ 

＊バリ島の海よりも一段と美しい、砂浜のビーチ、青い海に行きたい方！ 

、小さいお子様もお楽しみいただけます。

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊皆でワイワイとグループでお楽しみいただくことも可能です。 

で動物とのふれあい

規模を誇るサファリパークで、バリやインドネシアをはじめ 

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

な人気を誇るブランド「ロクシタン」がプロ

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

その他、ご希望に応じて様々なスパをご案内致します。

専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ローションです）など、担当ガイドにおすすめをお聞き下さい！ 

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

空港へご案内途中、さよなら免税店ショッピングへご案内（＊軽食サービスがございます。）

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分）

（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。

“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定

￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から

アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定

￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）からからからから

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！

まずは、お気軽にお問合せ下さい！！ 

 

 

、小さいお子様もお楽しみいただけます。 

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

で動物とのふれあい 

 

世界中の動物がいて、トラムに乗って動物たちを見て回るツアーが人気です。 

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。

＊動物たちと一緒に写真が取れる「フォト・ウィズ・アニマル」も人気です。 

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。

な人気を誇るブランド「ロクシタン」がプロ

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

その他、ご希望に応じて様々なスパをご案内致します。

専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター専用車＆日本語ガイドチャーター！！！！

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

（＊軽食サービスがございます。）

ガルーダ・インドネシア（直行便）の場合、所要時間は約７時間００分） 

（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着

＊フライトスケジュールは予告無く変更となる場合がございます。 

＊利用航空会社により、フライト時間や経由地などが異なります。 

“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島

最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定最終日も夜までたっぷりお楽しみいただけるフィリピン航空（エコノミークラス）指定（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン）

￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から￥８６，８００－（燃油サーチャージ込み）から手配が可能です。

アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定アヤナ・リゾートに泊まる！フィリピン航空（エコノミークラス）指定    ５日間５日間５日間５日間

￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）￥１２３，８００－（燃油サーチャージ込み）からからからから 

その他、ご希望のホテルやお部屋タイプにて手配をするオーダーメイドの旅行手配もお任せ下さい！ 

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。

＊ショーは、２つ。１つは、小動物のショーともう１つは、エレファントショーです。 

＊園内の屋内劇場で行われる「アグンショー」は、動物たちも出演するバリの神話をベースにした 

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

を鑑賞。その後は、高台にあるレストランで夜景を楽しみながらの夕食をお楽しみ下さい。 

（バリ島 

な人気を誇るブランド「ロクシタン」がプロ

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く

その他、ご希望に応じて様々なスパをご案内致します。 

！！！！が便利です 

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用

（＊軽食サービスがございます。） 

（機内 

（００時５０分）発／成田空港（０８時５０分）着 

バリ島・デンパサール（００時４５分）発／関西空港（０８時１５分）着 

“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島“アヤナ・リゾート”に泊まるバリ島    ５日間が、５日間が、５日間が、５日間が、

（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン）

手配が可能です。

５日間５日間５日間５日間 

＊ホテルのプールは混んでおり、ビーチへはなかなか出かけられないというカップルにもおすすめです。 

 

◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』◆人気ＮＯ．１のオプショナル『夕焼けのウルワツ・ケチャックダンス鑑賞とロマンティック夜景ディナー』 

インド洋を見下ろす断崖絶壁の景勝地「ウルワツ寺院」を見学した後、夕日をバックに「ケチャックダンス」

 泊） 

な人気を誇るブランド「ロクシタン」がプロ 

デュースしたスパで、極上のトリートメントが人気です。フレッシュな香りに包まれて、心の奥深く 

 

バリ島には、お手頃価格の雑貨やコスメが人気です！「エリップス・ヘアビタミン」（超人気のヘアートリ

ートメント。髪に抜群のホホバオイル配合の洗い流さないヘアートリートメント（ヘアービタミン））や、 

定番のお土産Ｎｏ．１の「ナチュラルソープ」、「グッド・クリームバス」（自宅で簡単ヘアケアクリームバ

スが出来ます）、「チトラ・ボディローション」（暑い島のバリ島では重宝しそうなサラサラタイプのボディ

ホテルチェックアウトは、１２時となります。ご希望により、追加料金にてご出発までお部屋をご利用 

 泊） 

５日間が、５日間が、５日間が、５日間が、 

（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン）（フリープラン） 

手配が可能です。 


