オプショナルツアーのご案内 (2017
2017 年バリ島)
年バリ島)
NO
1.

ツアー名

1.2 ご利用の航空便に
世界遺産
より異なります。
ボロブドゥール遺跡と
基本は、4:45/±24：00
プランバナン寺院観光
.（昼食、夕食付き）

（スタンダード／デラックス）

2.

3.

1．ホテル発着時間
2．所要時間（食事）
3．催行人数
4．主催会社

デンパサール半日市内観光

3．2 名
4．ジャバト＆メラティツアー

1．09：00／±15：30
2．約 6.5 時間
（昼食付）
3．2 名
4．ジャバト

1．09：00／±18：00
キンタマーニ高原と
2．約 9 時間 （昼食付）
ウブド村観光 3．2 名
4．ジャバト

内

容

料金
（子供）

航空機にてジョグジャカルタへ。世界遺産として有名
なミステリアスな仏教遺跡・ボロブドゥールを観光後,ヒ
ンズー寺院プランバナンを訪れます。
途中、銀細工、バティック(更紗)のお店にも立ち寄りま
す。昼食は、スタンダードコースはハイアットリージェン
シーまたはたシェラトンムスティカにて、デラックスコース
は、アマンジヲにてインターナショナル料理を、ディナー
は、市内レストランにて。

スタンダードコース

*航空機利用のためご予約が取れない場合や所要時間が
変わる場合があります。
*空港税は含まれておりません。*エコノミークラス利用

*対象：2-10 才

デンパサール最大のヒンドゥー寺院・ジャガトナタ寺
院、バリの文化遺産を保管しているバリ博物館、そし
て市場へご案内いたします。最後はバティック工房、
免税店へ。
昼食は中華料理をお召し上がり下さい。

US$ ４３
(US$ ２７*)
２７*)

US$ ３９５
(US$ ３６５ *)
*対象：2-10 才

デラックスコース
US$ ４３５
(US$ ３９５ *)

*対象：2-12 才

バトゥール湖を眼下に見下ろすキンタマーニ高原へ。
迫力ある魔女ランダの顔や、洞窟に数々の彫刻が残
る寺院遺跡ゴア・ガジャや、タンパクシリンなどの観光
へご案内致します。昼食は高原のレストランでお楽し

US$ ６５
(US$ ３３*)
３３*)
*対象：2-12 才

みください。人気のウブド村にも立ち寄ります。

4.

5.

1．09：00／±18：00
2．約 9 時間
（昼食＋ハイティー付）
3．2 名
4．ジャバト

田園風景の広がるウブドを訪れます。
ゴアガジャ寺院、美術館の他、ウブドメインストリート
での１時間のフリータイム、テガラランの美しいライステ
ラスでの ハイティーをお楽しみください。
昼食は、渓谷を臨むレストランにて。

1．09：00／±18：00
芸術の村ウブド散策と
象乗り
象乗り体験 2．約 9 時間（昼食付）

郊外のエレファント・サファリパークにて象の背中に乗っ
てトレッキングをお楽しみ下さい｡ (30 分)
その後、田園風景広がるウブドを訪れます。昼食は、
渓谷を臨むレストランにて。
モンキーフォーレスト、美術館、メインストリートでのフリ
ータイム、木彫りの村を訪れます。

芸術の村 ウブドの散策

3．2 名
4．ジャバト

6.

1．12：30／±22：30
アフタヌーン・ウブド観光と
2．約 10 時間
プリサレン宮殿での
（ハイティー+夕食付）
伝統芸能の夕べ 3．2 名
4．ジャバト

7.

キンタマーニ観光と
ウルワツケチャックダンスと
シーフードディナー

1．09：00／±21：30
2．約 12 時間半
（昼食と夕食付）
3．2 名
4．ジャバト

慌しくなく、ゆったりとした気分で観光を楽しみたいお
客様の要望と、人気スポット「ウブド」をミックスさせた
ツアーです。
ウブドメインストリートでの散歩、田園風景が臨むトゥ
ガララン通り沿いの「カフェ」にてハイティー。
夕食は雰囲気の良いお洒落なレストランにて。
その後、プリサレン宮殿内にて伝統芸能を満喫。
タンパクシリン（入場）、キンタマーニ高原（下車）、キン
タマーニ高原にてブッフェの昼食、テガララン（ライステラ
ス)、アートショップ、インド洋に面した断崖絶壁の景勝
地「ウルワツ寺院」（入場）を見学した後、敷地内の会
場にてケチャックダンスを鑑賞（入場）、波の静かなジ
ンバランビーチの砂浜の屋外レストランで、波の音をＢ
ＧＭにボリューム満点のシーフードバーベキューをお召
し上がりいただきます。（雨天時は屋内の席を利用）

US$ ６０
(US$ ３５*
３５*)
*対象：2-12 才

US$ １４０
１４０
(US$ １００
１００*)
*対象：5-12 才

US$ ７０
(US$ ３５*)
３５*)
*対象：2-12 才

US$９０
US$９０
(US$ ４５*)
４５*)
*対象：2-12 才

JABATO OPTIONAL TOUR

8.

9.

10.

（ウブド、タナロット寺院を
１日で周遊）

1．09：30／±2
21：00
2．約 10 時間
（昼食/夕食付）
3．2 名
4．ジャバト

１日でバリ島の観光名所を周る観光プランです。ウブ
ド･アルマ美術館、モンキーフォーレスト、テガララン通
り沿いの田園風景が望めるカフェにて昼食。ウブドメイ
ンストリート周辺自由散策（下車１時間）アートショッ
プ、そして夕陽の名所で幻想的なタナロット寺院へ。
途中、バリで最も美しいといわれるタマンアユン寺院も
訪れます。夕食は、シーフード料理をお楽しみいただ
きます。

タマンアユン寺院とタナロット
寺院＆
ケチャックダンスとシーフード
ディナー

1．
．14:30／±22：00
2．約 7 時間
（夕食付）
3．2 名
4．ジャバト

バリで最も美しいといわれるタマンアユン寺院と夕陽の
名所で幻想的なタナロット寺院を訪れます。ケチャケ
チャという掛け声とともに上半身裸の男性が踊る「ケチ
ャックダンス」を鑑賞の後、レストランにてシーフードディ
ナーをお楽しみください。

1．09：30／±15：00
2．約 5.5 時間
スミニャックの
（昼食付）
おしゃれな雑貨店散策と
3．2 名
癒しの「アユルベーダ」トリートメント
4．ジャバト

最近人気のバリ雑貨の宝庫、スミニャックエリアとレギ
ャンエリアでショッピングをお楽しみいただいた後、人気
のスパ「プラナスパ」にて、第３の目を刺激しながら受
ける女性に話題のアユルヴェーダー(１時間)で心身と
もにリラックス。ランチはプラナレストランで「アジアン・フ
ュージョン」をお楽しみください。

バリ島 ハイライトツアー

女性に人気のショッピングとスパ！

1．08：30／±16：:30
2．約 8 時間（昼食付）
3．2 名
4．バリサファリ＆マリンパー
ク

まる一日サファリパークを満喫できるコースです。サファ
リツアー（約４０分）、アニマルライド（象）、アグンショー
（月曜日を除く）、アニマルフォト、ランチ、アニマルショ
ー、プレゼント、パークーホテル間の送迎が含まれま
す。

1．08：00／±15：:30
2．約 7 時間（昼食付）
3．2 名
4．バリアドベンチャー

ウブド北部にある「エレファントサファリパーク」を 訪れ
ます。ここではスマトラ島から運んできた 20 頭の象が
飼育されています。日本では体験できない象乗りトレ
ッキング（約 40 分）や象のユニークなショーをお楽しみ
ください。象乗りは１頭に 2 人です。ランチ付き。

1．08：00／±16:30
2．約 8.5 時間
（昼食付）
3．2 名
4．OJI バリ倶楽部

ただ観ているだけではなく、マングローブの森やそこに
住む動物たちについての生態を直接感じられるツアー
です。シュノーケリングもただ泳いで海中を見ているだ
けではすぐに飽きてしまいます、このツアーでは、事前
にポイントをお話してからシュノーケリングを楽しんでい
ただきますので、海の中の自然もますます身近に感じ
ていただけます。

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

1．16：00／±21：30
2．約 5.5 時間(夕食付)
3．2 名
4．ジャバト

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」
鑑賞。タイマツを中心に上半身裸の男達が円陣を組
み、「ケチャケチャ」の掛け声とともに踊ります。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
食をお楽しみください。(西洋料理又はインドネシア料
理)

15.

夕焼けのウルワツ・
ケチャックダンス鑑賞と
ブルガリ・ロマンティックディナー

1．16：00／±21：30
2．約 5.5 時間(夕食付)
3．2 名
4．ジャバト

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。タイマツを中心に上半身裸の男達が円陣を組
み、「ケチャケチャ」の掛け声とともに踊ります。その後
は、ブルガリホテル内「リストランテ」にてロマンティックデ
ィナーをお楽しみください。

16.

夕焼けのウルワツ・
ケチャックダンス鑑賞
ケチャックダンス鑑賞と
鑑賞と
ジンバランビーチ沿いのレストラン
ジンバランビーチ沿いのレストラン
でのシーフードバーベキューディナ
ー（ロブスター付き）

1．16：00／±21：30
2．約 5.5 時間(夕食付)
3．2 名
4．ジャバト

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。タイマツを中心に上半身裸の男達が円陣を組
み、「ケチャケチャ」の掛け声とともに踊ります。その後
は、人気のジンバランビーチ砂浜の屋外レストランに
て波の音を BGM にボリューム満点のシーフード BBQ
をお楽しみください。

ブルガリ・アフタヌーンティーと
ウルワツ・ケチャックダンス鑑賞

1．15:00／±20:00
2．約 5 時間
（アフタヌーンティー付）
3．2 名
4．ジャバト

絶景のウルワツに位置するブルガリホテルで優雅なア
フタヌーンティーをお楽しみいただいた後、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。夕日をバックに「ケチャックダンス」を鑑賞。タイマツ
を中心に上半身裸の男達が円陣を組み、「ケチャケ
チャ」の掛け声とともに踊ります。

11.

バリサファリ満喫
（象乗り体験とアグンショー付）
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

12.

エレファント・サファリ
（象乗り体験付き）
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

13.

レンボンガン島 DE
マングローブ
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

14.

17.

US$９
US$９２
(US$ ４６*)
４６*)
*対象：2-12

US$６５
US$６５
(US$ ３５*)
３５*)
*対象：2-12 才

US$１４０
US$１４０

US$ １４５
(US$１２０
１２０*)
(US$
１２０*)
*対象：３-12 才
3 歳未満無料

US$ ９０
(US$ ６５*)
６５*)
*対象：5-12 才

US$ １１５
(US$ ７５*)
７５*)
*対象：6-11 才

US$ ７５
(子供同額)
子供同額)

US$ ２５８
２５８
(子供不可
子供不可)
不可)

US$ ７０
(US$ ４０*)
４０*)
*対象：2-12 才

US$ １３５
(US$ １１５*)
１１５*)
*対象：2-12 才

JABATO OPTIONAL TOUR

18.

19.

2200..

20.

ケチャックダンスと
リスタフェル（王宮）スタイルの
夕食

1．17：00／±22：00
2．約 5 時間(夕食付)
3．2 名
4．ジャバト

男性陣が円陣を組み御、「ケチャケチャ」と声でダンス
を演出するケチャックダンスは有名なバリ名物。観る
人を魅了する迫力満点のショーを鑑賞後、料理を行
列でサーブするリスタフェルスタイルのインドネシア宮廷
料理をお楽しみください。

ジンバランビーチの沿
ジンバランビーチの沿いの
レストランでのシーフードバーベキ
レストランでのシーフードバーベキ
ューディナー
（ロブスター付き）

1．17：30／±20：30
2．約 3 時間（夕食付）
3．2 名
4．ジャバト

夕陽の沈む頃より、波の静かなジンバランビーチの砂
浜の屋外レストランで、波の音を BGM にシーフードバ
ーベキューをお召し上がりください。（雨天時は他の屋
内のレストランになります）

1．A プラン ：
アムルタ
09:30 または 13:30
プール付スパヴィラ貸切り
B プラン ：
エステ三昧
エステ三昧 担当ガイドにご相談下さい
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります

（営業時間10:00-21:00）

21.

テタスパ
「チョコレートインダルジェンス」
「チョコレートインダルジェンス」
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります

＊クタ、ジンバラン、ヌサドゥア（タンジュンベノア含
む）,サヌールエリアのみ送
サヌール
迎付きとなります。
サヌール

テタスパ
「ハニーラブ」
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります

＊クタ、ジンバラン、ヌサドゥア（タンジュンベノア含
む）、サヌール
サヌールエリアのみ送
迎付きとなります。
サヌール

22.

2．A プラン：3 時間 30 分
B プラン：6 時間+
スパタイム(約 1 時間)

3．1 名
4．アムルタ
1．担当ガイドにご相談下さい。
（営業時間１０：００－２3：００）
2．120 分
3．2 名
4．テタスパ

1．担当ガイドにご相談下さい。
（営業時間１０：００－２3：００）
2．120 分
3．2 名
4．テタスパ

1．担当ガイドにご相談下さい。
（営業時間０９：００－２４：００）
2．90 分
（タイ式マッサージ）
3．1 名
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。
＊クタ、レギャン、スミニャック、ジンバラン、ヌサドゥ 4．クィーンローズスパ

「クィーンローズスパ」
エメラルドセラピー

ア（タンジュンベノア含む）、サヌールエリアのみ送迎
付きとなります。

23.

日本人スタッフ常駐なのでいろいろ相談できて、安心
できるクイーンローズスパ。タイの伝統式施術法にオリ
ジナルの技法を取り入れた指圧とタイマッサージのコン
ビネーション。エメラルドテラピーは、体のコリを和らげる
だけでなく、筋肉疲労や美容、性神経にも効果があ
ります。

US$ ５５
(US$ ２７*)
２７*)
*対象：2-12 才

A プラン
3 時間 30 分
US$140
B プラン
6 時間+
時間+ｽﾊﾟﾀｲﾑ
US$235

120 分
US$ １３０

120 分
US$ １２０

90 分
US$ ５５

ベノア港を出港。レボンガン湾沖合いの人工の浮島
(ボントゥーン)を基点に種々のマリンスポーツをお楽し
US$ １００
み頂けます。
(US$ ６５*)
昼食は船内(バイキング) にて。
*対象：4-14 才
*ダイビング・パラセーリングは別途料金が必要です。
3 才以下保護者同伴
*水着のご用意をお忘れなく。
無料

1．08：00／±17：00
2．約 9 時間（昼食付）
3．1 名
4．バリハイクルーズ

ベノア港より、レンボガン島にあるﾊﾞﾘ･ﾊｲ･ｸﾙｰｽﾞ専
用のビーチクラブにご案内。専用プールをはじめ、バナ
US$ １００
ナボートやシュノーケリングなど楽しみ方はもりだくさ
(US$ ６５*)
ん。
*対象：4-14 才
昼食はビーチクラブでのＢＢＱとなります。
3 才以下保護者同伴
*ダイビング・パラセーリングは別途料金が必要です。
無料
*水着のご用意をお忘れなく。

1．16：30／±21：30
バリハイ・サンセット・
ディナークルーズ 2．約 5 時間（夕食付）

ベノア港より黄昏時のヌサドゥア沖をのんびりと走行す
るディナークルーズをお楽しみ下さい。晴天時には海
US$ ６０
洋に沈みゆく美しい夕日をご覧いただけます。夕食は
(US$ ４０*)
４０*)
船内にてショーを楽しみながらのバイキング形式になり
*対象：4-14 才
ます。
3 才以下保護者同伴

バリハイ・ビーチクラブ
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

25.

気持ちをリラックスさせ、感動、幸せな気分を与えてく
れます。また、シワやしみの原因となる活性酸素の酸
化抑制でお肌の老化防止、動脈硬化の予防、アン
チストレス効果があります。＊テタボディーマッサージ
（お好みのピュア・オイルとマッサージテクニックをお選び
ください）、チョコレートとアーモンドのボディースクラブ、
生チョコレートのボディマスク、バナナの葉のボディラッ
プ、お花を贅沢に使ったハニー＆ミルクバスが含まれ
ます。
カップルにお勧めのトリートメントです。
フレッシュハニーは殺菌効果があり、すべすべとした魅
力的なお肌にします。
＊テタボディマッサージ（お好みのピュア・オイルとマッサ
ージテクニックをお選びください）、オートミール＆セサミ
のボディスクラブ、ボルネオ産ハニーのボディマスク、バ
ナナの葉のボディラップ、お花を贅沢に使ったハニー＆
ミルクバスが含まれます。

*対象：2-12 才

1．08：00／±17：00
2．約 9 時間（昼食付）
3．1 名
4．バリハイクルーズ

バリハイ・リーフクルーズ
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

24.

人気のヘアースパ「アムルタ」にて、プライベート貸し切
りヴィラでのスパ体験！
A プラン 1 日 2 組限定。
インドネシアン・ハーバルマッサージ（90 分）、ヘアスパ
（90 分）、スパタイム(30 分）
B プラン 1 日 1 組限定。
8 種類のメニューからお好みのもの 6 時間(360 分)を
現地でお選び頂けます。

US$ ６２
(US$ ３２*)
３２*)

※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

3．1 名
4．バリハイクルーズ

無料
JABATO OPTIONAL TOUR

26.

ドルフィンウォッチングツアー
(ルンバルンバツアー)
ルンバルンバツアー)
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

1．±07:30／±12:30
2．約 5 時間（軽食付）
3．2 名
4．ＢＭＲ

インドネシア語でイルカのことを「ルンバルンバ」と言い
ます。バリ周辺には野生のイルカの群れが多く生息し
ています。イルカと出会える確率は年間を通して 90％
以上です。

US$ １２０
(US$ ６０*)
６０*)
*対象 8-12 才

*イルカに遭遇できなかった場合は、グラスボトムボートか
バナナボートへ振り替え、又は T シャツのプレゼント。

27.

1．±07：30／±14:30
2．約 6.5 時間
（昼食付）
3．2 名
4．マリンウォーク

バリ島より鮮明度の高いマリンブルーの海を持つレン
ボンガン島でマリンウォークが楽しめます。
他にも大自然を満喫できる様々なアクティビティを思
う存分楽しめます。（カヤック、サイクリングなど）

1．1 日 3 回催行
＜アユン川＞
午前Ａ：08:00/14:30
午前Ｂ：09:00/15:30
午後Ａ：12:30/19:00
＜トゥラガワジャ川＞
1．08:00/16:00
2．6-8 時間（食事付）
3．1 名
4．ソベック

ゴムボートに乗って､自然いっぱいのウブドの渓谷アユ
ン川（初級者向け）を下る大迫力のアクティビティ。ラ
フティングの後は、川辺のレストランにてお食事(インド
ネシア料理バイキング)をお楽しみ下さい｡
バリ最高峰アグン山の清流トゥラガワジャ川での川下
りは、スリル満点で絶え間なく続く急流に大絶叫！
（中級者向け。）

1．±07:30／±16:00
2．約 8 時間（食事付）
3．2 名
4．バリアドベンチャー

キンタマーニから 26Km の道程のサイクリングをお楽し
みください。道中、ガイドが寺院や村、田園へご案内
します。ツアーの最後はタロ村のエレファントサファリパ
ークでビュッフェランチをお召し上がり下さい。

1．±12:00／±22：30
アフタヌーンラフティング＆
ナイトサファリとディナー 2．約 9.5 時間

熱帯の魅力がいっぱいのこの川は、ウブドの森に深く
刻まれた谷間を蛇行し、ゆったりした流れの合間に等
級２-３の急流が点在しています。高く切り立った断崖
やそこから流れ落ちる大小の滝、そしてトロピカルな雰
囲気がぎっしり詰まったジャングルが見もの。絶叫のス
リルと興奮以外にもラフティングには楽しみがいっぱ
い。ラフティングの後はウブドのタロ地区にある「エレファ
ント・サファリパーク」にご案内します。パーク内に足を
踏み入れると、3.5 ヘクタールもの広大な植物庭園や
森林に囲まれてくつろぐ象たちの大群が目に入りま
す。楽しいエレファントショーを見学後、ほの暗い森林
の中を象の背に乗って行くナイトサファリをお楽しみい
ただき、最後はパーク内のレストランで４コースディナ
ーをお楽しみ下さい。

マリンウォーク
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

28.

リバーラフティング
アユン川又はテラガワジャ川
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

29.

マウンテン サイクリングツアー
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

30.

（夕食付）

※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

31.

ナイトサファリ・
アンダーザスター
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

32.

欲張りマリンスポーツ５種
（パラセーリング、ドーナツボー
ト、バナナボート、ジェットスキ
ー、シュノーケリング）

3．2 名
4．バリアドベンチャー

US$ ９８
(US$ ７５*)
７５*)
*対象 8-11 才
(8 歳未満参加不可)

＜アユン川＞

US$ ５８
(US$ ５０*)
５０*)
*対象：7-15 才
＜トゥラガワジャ川＞

US$ ５８
(US$ ５０*)
５０*)
*対象：7-15 才
(6 歳未満参加不可)

1. ±16:00／±22;30
2．約 6.5 時間(夕食付)
3．2 名
4．バリアドベンチャー

バリ島で唯一の夜のエレファントサファリ。ほの暗い森
林の中を象の背に乗って行くナイトサファリは、日中と
はまた違った体験です。ライドの後はパーク内レストラ
ンで４コースディナーをお楽しみ下さい。

1．担当ガイドにご相談下さい。
2．約 3 時間(軽食付)
3．2 名
4．BMR

軽食、マリンスポーツ＝ホテル間の往復送迎付き

1．担当ガイドにご相談下さい。
2．約 4 時間(軽食付)
3．2 名
4．BMR

軽食、マリンスポーツ＝ホテル間の往復送迎付き

US$ ８２
(US$ ５３*)
５３*)
*対象：5-12 才

US$ １４８
１４８
(US$ １０５*)
１０５*)
*対象：５-12 才

US$ １２０
(US$ ８５*)
*対象：５-12 才

US$ ８５
＊海洋状況・・天候などでパラセーリングが出来ない場合、代替
アクティビティは、バナナボート（１５分）または、ドーナツボート（1
ラウンド）となります。

※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

欲張りマリンスポーツ 5 種
＋マッサージ（６０分）
（パラセーリング、ドーナツボー
ト、バナナボート、ジェットスキ
ー、シュノーケリングとマッサージ
<６０分>
６０分>）

＊海洋状況・・天候などでパラセーリングが出来ない場合、代替
アクティビティは、バナナボート（１５分）または、ドーナツボート（1
ラウンド）となります。

US$ １０５

※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

JABATO OPTIONAL TOUR

33.

バリ衣装のメモリアルフォト
※主催会社のシャトルバスでのご送迎となります。

34.

1．担当ガイドにご相談下さい。
（営業時間０8：００－21：００）
2．約 2 時間
3．2 名
4．福インダ

1．担当ガイドにご相談下さい。
ハンダラ廣済堂 C.C.
2．約
8 時間
ゴルフツアー

(18 ホール／パー72)

3．2 名
4．ジャバト

豪華で豊富なバリニーズコスチュームコレクションの中
からお好きなものをお選びいただき、プロのスタイリスト
が撮影終了までポーズ指導など親切丁寧にお手伝
い。写真 12 ポーズ、すべてのデーターを入れた
CD-ROM が含まれます。

世界ランキング 50 位に入る名門コース。
US$ １７９
バリの北部（空港から車で約１．５～２時間）高原
１７９
避暑地ブドゥグル（標高１，０００ｍ）に位置し、緑豊
かな山や湖を望める美しいリゾートコースで快適なゴ
ルフをお楽しみいただけます。合計７７室のホテルとバ ＊レンタルクラブ
US$25
（スタンダード）～
US$25（スタンダード）
ンガロー、会議室、テニスコート、和食もあるレストラ
US$50
US$50（プレミウム）
プレミウム）～
ン、日本式大浴場の付帯施設もあります。
ヤーデージはレギュラーで６，４３２ヤード
＊レンタルシューズ
＊レンタルシューズ

*料金にはｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ､ｷｬﾃﾞｨｰﾌｨｰ､ｶｰﾄ、ｶﾞｲﾄﾞ、往復送迎が含まれています。
*レンタルシューズ・クラブ、キャディー・チップ、ボールは含まれておりません。

1．担当ガイドにご相談下さい。
バリ・ナショナルゴルフ C.C.
2．約
6 時間
ゴルフツアー

(18 ホール／パー72)

35.

ニルワナ・バリ G.C.
ゴルフツアー
(18 ホール／パー72)

3．2 名
4．ジャバト

2014 年に改装されたゴルフ場。ヌサドゥアのリゾート地
区内に位置するため、最も便利なロケーション。
谷と海などさまざまな景色が楽しめる美しいコース。

*料金にはｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ､ｷｬﾃﾞｨｰﾌｨｰ､ｶｰﾄ、ｶﾞｲﾄﾞ、往復送迎が含まれています。
*レンタルシューズ・クラブ、キャディー・チップ、ボールは含まれておりません。
*料金にはｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ､ｷｬﾃﾞｨ
ｰﾌｨｰ､ｶｰﾄ、ｶﾞｲﾄﾞ、往復送
迎が含まれています。
*レンタルシューズ・クラブ、キ
ャディー・チップ、ボールは含
まれておりません。

1．担当ガイドにご相談下さい。
ニュークタゴルフクラブ
2．約
7 時間
ゴルフツアー

(18 ホール／パー72)

3．2 名
4．ジャバト

車＆ガイドチャーター
ワゴン車利用定員６名様まで
７名様以上はご相談ください。

1．担当ガイドにご相談下さい。
2．5 時間と 10 時間
3．1 名
4．ジャバト

US$ ２１７
＊レンタルクラブ
US$ 50～
50～
＊レンタルシューズ
＊レンタルシューズ
US$8～
US$8～

US$11～
US$11～

２００７年１２月にオープンしたバリで一番新しいゴル
フ場です。インド洋を望むウルワツエリアは、近年土地
US$ １９９
の開発が目覚しい場所で、その海岸線沿いにある、
ニュークタ・ゴルフは、立地も、景観も素晴らしい、バリ ＊レンタルクラブ
島の高台にある美しいコースです。バンカーやグリーン US$28
US$28（レｷﾞｭラー
ｷﾞｭラー）
ラー）～
設計が見所で、攻略の楽しさが味わえるコースです。
US$48
US$48（プレミｱム
プレミｱム）～
ヤーデージは、７，５００ヤ－ド

*料金にはｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ､ｷｬﾃﾞｨｰﾌｨｰ､ｶｰﾄ、ｶﾞｲﾄﾞ、往復送迎が含まれています。
*レンタルシューズ・クラブ、キャディー・チップ、ボールは含まれておりません。

37.

US$7～
US$7～

ニルワナバリゴルフクラブは、バリ島中西部（空港から
車で約１時間）に位置し、パンパシフィックニルワナホ 平日：US$
平日：US$２
US$２３８
テルに併設しております。２００２年にはアジアのベスト 週末：US$
週末：US$２４９
US$２４９
コースに選ばれました。設計はグレッグノーマンによる
（土・日・祝祭日)
もので、海越えやクリーク、棚田、ブッシュ、バンカーな
どのハザードが多く待ち受けており、距離は比較的短 ＊レンタルクラブ
US$55
US$55（タイトリスト）
タイトリスト）～
いですが、難易度はバリ一番です。
US$49（テイラメイド）
テイラメイド）～
ヤーデージは、リゾート(白)６，００２ヤード、チャンピオ US$49
ン（青）６，２９３ヤード、シャーク（黒＜プロ上級向き
＊レンタルシューズ
＊レンタルシューズ
＞）６，８０５ヤード

*料金にはｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ､ｷｬﾃﾞｨｰﾌｨｰ､ｶｰﾄ、ｶﾞｲﾄﾞ、往復送迎が含まれています。
*レンタルシューズ・クラブ、キャディー・チップ、ボールは含まれておりません。

36.

US$ ５０
(子供同額)
子供同額)

ガイドブックに載っている有名な場所から、地元の人し
か知らない場所まで、お客様のご希望に沿って、専
用ガイドがご案内いたします。半日 （５時間）と１日
（１０時間）のプランをご用意しております。
入場料、食事代等は、含まれておりませんので直接
お支払いください
※時間延長の場合は、US$20（１時間毎、最大延
長 2 時間まで）が必要となります。

＊レンタルシューズ
＊レンタルシューズ
US$11～
US$11～

半日１台
1-2 名：US$
名：US$ ８５
3-4 名：US$
名：US$１００
US$１００
5-6 名：US$
名：US$１３５
US$１３５
終日１台
1-2 名：US$
名：US$１３５
US$１３５
3-4 名：US$
名：US$１５５
US$１５５
5-6 名：US$
名：US$２１５
US$２１５

JABATO OPTIONAL TOUR

＊＊＊オプショナルツアーに関するご案内と注意事項＊＊＊
＊お申し込みは担当ガイド又は日本語ホットダイヤルにて承ります。
＊精算は担当ガイドが承ります。直接お支払いください。
＊お支払いは表示通貨以外に日本円・インドネシアルピアでもお支払いが可能です。
（但し、表示通貨からの換算レートは。弊社規定の換算レートとなりますのでご了承下さい。）
＊トラベラーズチェック・クレジットカード（VISA・JCB・マスター）でのお支払いも可能です。
クレジットカードでお支払いの場合は、事前に担当ガイドまでお知らせ下さい。カード照会のためカード番号などをお伺いする場合があ
りますのでご了承下さい。
＊また、クレジットカードでご精算の場合は、お支払いの際に
クレジットカードでご精算の場合は、お支払いの際に 3%-4%の手数料が加算されますのでご了承下さい。
の手数料が加算されます
(精算はルピアとなります)
＊お子様料金は、特に記載されている場合を除き、満 2 歳から 12 歳未満が対象となります。
＊表示されております料金は 201
2017 年 4 月 01 日から 2017
2017 年 9 月 30 日の期間に実施されるオプショナル・ツアーの料金です。但
し、予告なしに料金が改定される場合がありますので、お支払い時にご確認下さい。
＊最小催行人数に達しない場合は中止とすることや他のツアーと一緒に実施する場合があります。
＊天候その他の現地事情により、オプショナルツアーのスケジュール変更または中止することがあります。
＊コースにより満員となりご希望のツアーにご参加いただけない場合があります。
＊お申し込み後に取り消される場合は、以下のとおりお取り消し料がかかりますのでご了承下さい。
お取り消し日

お取り消し料

参加日前日の 10：00 まで

無

料

参加日前日の 10：00 以降 17:00 まで

オプショナルツアー代金の 50 %

参加日前日の 17:00 以降、参加日当日
及び連絡のない不参加

オプショナルツアー代金の 100%

＊「ボロブドゥール遺跡とプランバナン寺院観光」につきましては、下記のお取り消し料がかかりますので、ご注意下さい。
お取り消し日
お取り消し料
お申し込み後から催行日 4 日前まで
参加日 3 日前以降、参加日当日
及び連絡のない不参加

お一人様：ＵＳ＄１５０
お一人様：ＵＳ＄１５０
オプショナルツアー代金の
オプショナルツアー代金の 100%

航空機遅延などの理由によるキャンセル
ＵＳ＄１５０
＊弊社以外が主催するツアーの場合、送迎時日本が話せるドライバー、車掌がいない場合があります。
＊ホテル等で別会社及びホテルのオプショナルツアーにご参加されて、万が一、事故等トラブルが発生した場合、
当社は一切責任を負いません。予めご了承下さい。
＊記載料金は、ビーチエリア発（ヌサドゥア、ジンバラン、クタ、サヌール）の料金です。これ以外の地区発の場合、追加料金がかかり
ます。詳しくは、お申し込み時にご確認ください。
＊1 名様でのご参加の場合は、追加料金がかかります。詳しくは申し込み時にご確認ください。
オプショナルツアーのお申し込み・お問い合わせは・・・
担当ガイド 又は、ジャバト インターナショナル ツアー＆トラベル
☆バリ営業所〈プサンガラン
☆バリ営業所〈プサンガラン/
〈プサンガラン/デンパサール〉 TEL：
TEL：（０３６１）７１０４６２
（０３６１）７１０４６２
☆バリ営業所〈日本語専用ダイヤル〉
TEL：
TEL：０８１－１３９－６７９６
(月～金曜日 08:308:30-17：
17：00 /土曜日 08:308:30-14:30 / 日祝 休み)
休み)

JABATO OPTIONAL TOUR

