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〇フラワーバス
′二“ノペイストリーシェフからのスイーツ

八ネムⅧン頂窪匠必ずご轟莞抗に

ゝプヒmツアWまでおう】ち霊下よい。

罠65日前までに
ご予約完了の場合

（3泊以上ご宿泊の場合のみ）

（12月27日～1月5日除く）

◎お部屋を編料でアップグレード
オーシャンビューヴィラ→

プレミア÷オーシャンビューヴィラ
（空きがある場合のみ）

運95日前までに
ご予約完了の場合

（3泊以上ご宿泊の場合のみ）

（12月27【卜1月5日隙く）

0お部屋を無料でアップグレード
オーシャンビューヴィラ→

謬レミア・オーシャンビューヴィラ
（空きがある場合のみ）

lpトj■ルロリア．トランチ」にて

3コース。ディナー

▼－■、一　・

三二パー／冷菰血、セイブティーボックス、ヘアドライヤーコーヒー＆ティーメーカー

フィットネスセンター 日本語スタッフなど

）三三ダブルベッドルームのご利用になる囁合があります。

；崇トリプルでのご利用はできません。12月31日のプエツクイン不可

三二八一／冷誘瓜セイフティーボックス、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

フィットネスセンター

レストラン＆バー　5（シーフードなど）

その他　　　崇タブルベッドルームのご利用になります。12月31日～1月1日のチェックアウト不可

療頚髄鍵麹

一〇ロマンチック・フラワーバス
71ホテルよりギフト

だハネムーンの旨は必ずこ呈j与党前に八ツ

ヒ仙ツア仙までお射ちせ】さい。

襲45日前にご予約完了の
万限定（3連泊ご宿泊の
場合のみ）

12月2－6日＆12月27日
～1月10日除く

○アクア・バイタル0
プールの利用OK
（滞在中1回／45分）

（1部屋につき2名まで）



‡曇95日前にご予約完了の方限定（4連泊以上の場合のみ／12月27日～1月5日チェックイン除く）

○お部屋を牙日勤や診ビュー・1ベッドルtムヴィラへ無料でアップグレード

：‾・・∴∴∴二～i号．；ご・．・；■、き、1．ij 3泊以上こ宿泊の場合のみ

ミニパー／冷房屈、セイフティーボックス、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

フィットネスセンター 日本謂スタッフなど

12月31日～1月1日のチェックアウト不可

＼到着日にフラワーバスをご用轟

．㌔到着日にフラワーブーケ　∩ハネムーンケーキ
、一4泊以上ご宿泊の方にはランチ（滞在中洞ハ2月27～1月5日チェックイン除く）

こ賞．・ムⅦンの箔は必‾弟二漬菜前にハッピーツア“までお知らせ下さい〉

お2人とも年齢が60歳

以上のカップルで4泊以上
ご宿泊の方には、

（ほ月27日～用5告チェックイン除く）

ヴィラ客室（一例）

お部屋の設用　宗三二才憲：芙㌶竃言ボックス、ヘアドライヤ‾、コ‾ヒ‾＆ティ‾メ‾力‾

12月31日～1月1日のチェックアウト不可

女性のみの
グループで4泊以上

ご宿泊の方には、

（相月27日～用5日チェックイン除く）

i一廿に∴諒‾‾弓▲三三‾’■i．∴≡

0到着日にフラワーブーケ
0ハネムーンケーキ

こき到着日にフラワーパス

4泊以上ご宿泊のまコ合のみ

ゝ「ランチ（滞在中日射12月27日～1月5日除く）

※賞与ムーンの旨は必ずこ；1充溢に
nッビ鵬ツア岬まであ知らせ下さい。

お2人とも年齢が60歳

以上のカップルで4泊以上

ご宿泊の方には、

（12月27日～1月5日除く）

女性のみの
グループで4泊以上

ご宿泊の方には、

（12月27日～1月5日除く）
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ヴィラ客室（一例）

三二八一／冷既屈、セイブティーボックス、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー、ノてスロープ／浴衣、スリッパ、

プライベートプールなど

フィットネスセンター

レストラン＆パー　　3

i／ダブルベッドルームのこ利用になります。〉‡トリプルでのご利用はできません。

；乙‡12言窯末流のお子様の宿泊はお受けできません。

三二八一／冷茂脛、セイフティーボックス、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー、バスローブ／浴衣、
スリッパ、プライベートプールなど

フィットネスセンター 日本吉喜スタッフなど

その他　　　　言ミダブルベッドルームのご利用になります。；宅トリプルでのこ利用はできません。

‡・ノ謹言i，・騨派粗済　　チェックイン時に績賠証明するものが必要です。

フルーツ＆フラワー　rJキングサイズベッド砕約　〇ベッドにハネムーンデコレーション
し到着日スパークリングワイン1本　0カップル・マッサージ50％OFF（1回）

ハネム椚ンの賃は必ずこ堅持嵩1吊にハツヒーツア川までお知らせ手さい。

賽
甘
夢
や
軒
怠



神々が棲む島でココロもカラグも癒されたこ

謳逗田⑳歯蒜監レ臨　　　聖盟慧▲想豊艶略R蝕通塾

l l l 1 l l l �［亘亘亘萱三蜃画福岡発ケ 

匝垂垂］シンガポール着。 
乗り継いで 

団シンガポール発ケ 
［亘互萱≡至萱璽］パリ島着。 

着後、ホテルへ。 
パリ島泊□笹口 

「牙 

Å」 

l l 5 �出発まで自由行動。 
（ホテルは11－12：00頃ま ����でにチェックアウト） 

［互亘空≡更三重∋撃］パリ島発ケ 
15：35～00：20（翌日）予定 ����ソンガ…－ル着 

E l �� 言漸熊 �三芋㍗」 　！ 

書 塵 夜 �回‡一別 �温夢　　脱臣蘇＿＿＿毒 

十一十 �一珊1万÷‡；扉頸与ン‾ 

空港へ ���機中泊塵□□ 

6 �［亘口萱重訂シンガポール発ケ 

［亘直垂衰］福岡着。解散。 　　腐［コ［コ 

日本発着時の利用航空会社 �シンガポール航空 ��大韓航空 

出発日 �直垂画毎日出発 ��［亘画毎日出発 
（総旅行日数8日間まで延泊OK） ��（総旅行日数15日間まで延泊OK） 

利用予定ホテル �旅行代金表をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　旅行代金表は 

食事 �［亘巨訂朝食3臥昼食0臥夕食0回」E這辺l＼上声下さい 匠】朝糾臥昼食0臥夕釦回Y 

最少催行人員 �　　1名 （各追加プランは全て2名以上） �添乗員 ��同行しませんが現地係員がお世話します。 

ご案内
ご注意

※航空機、現地事情によりスケジュールが変更になる喝合があります。
※シンガポール航空利用のシンガポールでの索絹ぎ、大韓航空利用のソウルでの乗継ぎは

お客様自身で行って頂きます。
※観光・送迎において他のお客様と一緒になる場合があります。
崇客室において、シービュールーム、オーシャンビュールームでも、庭のヤシの木などで眺

望がさえぎられる場合があります。予めこ了承下さい。
盗インドネシアの入国には盃書正が必要になります。
※2ページの「ガラディナーのご案内」をご参照下さい。

13胃彪置巳膠′

クラン二二ぢ卜（プール／イメージ）

行動プランに合わせてチェックアウトもお好み次第！

Å幣£更霊㌘ト草
㌻：，′二仁■’

B話芸張詰畠
三．≡／こjこ：：

藍品諾慧品㊤

バリ島での空港から

ホテル間の送迎に
おいてお申込みの

グループだけの専
用車プランをご用意。

‡誓華はお申込みクループのサイズに合わせて車種が

変わります。誉2名様以上でお申込み下さい。

マーク付のホテルは、空港～ホテル間の送迎をお客様ごとの専用車でご案内。
ほ9～11、16～20ページのホテル欄をご覧下さLl。，三三上記追加代金不要

i豪産1て㌻

llす宵藩サファリプラン
シンガポール着後、DFS免税店へご案内。

巨司世界初の夜だけの動物園
「ナイトサファリ」へ。
シンガポール人気Nolのアトラクシ
ョン。トラムに乗って、900匹以上の

夜行性動物たちをお楽しみ下さい。

E司田内でインターナショナルフッフエ
観光後、
空港へ。

8シンガポ仙ルの夜景プラン
シンガポール着後、DFS免税店へご案内。

匡司スチームポートの夕食

その後、リバーボート
に乗指し、クラーク
キーやボートキー
マーライオンの夜景
を観光し、シンガポー
地・フライヤーからマ
リーナベイサンズや
高層ビル群の夜景を
お楽しみ下さい。

観光後、空港へ。
シンガポールフライヤー

大人1与，000円子供13．000円

※パリ暴発1300のフライトご利用の場合のプランです
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き’‘一㌻＿上∴．十・1‥l－∴∴∴．■■■∵∵∴∵∴二二■∵已

二一¶－．＿‾＝．宣十二二■、．∵㍉∴∵
112：00～12：30頃l

ホテルを出発して、ラマタ・ビンタンリてリヘ

114：00～16：00頃l

テタ・スノⅥこて約90分のトリートメント　　「テク。スパ・ハイサシーqにてトリートメント

－

・■．　　　．1日．1■　　　　　　：‾■∴’　　こ‾・：‘

（下記2つのメニューのいずれかお選び下さい）

●アイランドインスパイアード
マッサージ（90分）

●クリームパス・インフュージョン（90分）

帰国前だから、シャワータイムもご用意。

◆シンガポール航空利用の場合
その後、空港へご案内

◆大韓航空利用の場合

園海が見えるレストラン「マ。ジョリー」
にて。その後、空港へご案内

訂∵〕Lrほに＝コ滋がトぺト∴悠ば行てげ闇

「CIRE」にてお食事約90分の

l■－

アーユルヴェ
ーダマッサー

dごこぞ普三悪
し、第三の目
とされる額にゆっくりと温かい
オイルを垂らしていくシロダー

◆シンガポール航空利用の場合

巨亘萱萱園ホテルを出発して、アリラ・
ヴィラズ・ウルワッへ。インド洋の
絶景を眺めながら、「CIRE」にて
ランチ。その後、スパ。

◇大韓航空利用の場合

匝空頭ホテルを出発して、アリラ・
ヴィラズウルワッへ。到着後、ス
パ。インド洋の絶景を眺めながら、
「CIRE」にてディナー。

ラで深いリラクゼーションへ。　その後、空港へご案内

こ．　　．、1て8　㌢　　　　　　＿　　　　　1■‾　　　　　　ニ

とっておきの旅行に記念日ディナー：

フォーシーズンズ・ジンバランの
“スンタラ”にてディナー＆

ショッピングorケチャツクダンス付き

【メニュー一例】

◇レムラードソースの

ブルースイマー蟹とオイスター

◇ガスパッチヨ摘宅とバリハーブ）

◇メインは魚（タイ）または

オークレイランチ和牛よりチョイス
；←二こて…か

ご案内・ご注意
署長2名以上にて．出発の2週間前までにお申込み下さ

い。主星E本申込み＆日本支払いのみ㌧ウプド滞在の

方は別途4．000円必要です。禦二ユピ（3月31日）、
12月24～25日、12月31日はお受けできません。

インド洋を望むゴージャスなレストラン
ブルガリ“イル・リストランデ’にて
ロマンチック・ディナー

（15‥30頃野中発）【メニュー一例】

甑　　　　　　◇アミューズ

■ショッピングの場合はジ工ンガラ・ケラミックとアジア雑貨店へご案内。
■お申込み時にシヨツピンクまたはケチャックタンスのいずれか1つをお選び下さい。

、■二　　　　　　■－、

■追加代金＆プランに含まれるもの

◆滞在中のホテル→ヴィラへの送迎（専用車で現地係員がご薫れ）

ヴィラでのルームサービスの朝食1臥空港へ専用車でご案内

ホテル �閥拒プラン追臓 �1人部屋追加代金 

アヤナリゾート＆スパ �49，000円 �48．000円 
（1ベッドルーム寸一シャンビューヴィラ） 

フォーシーズンズ・ジンパランベイ �58．000円 �55′000円 

（オーシャンビュー・1ベッドルームヴィラ） 

※ヴィラ滞在が年末年始（12月20日～1月5日＆1月31日～2月8日）

期間にあたる場合はお受けできません。
※2名様以上にて基本コースのご予約と同時にお申込下さい。
※二ユどの日の移動はお受けできません。

◇ツナロインの前菜
◇グリーンピースのスープ
◇シャンパン風味のソルベ
◇牛肉フィレ、大麦のリゾット
◇デザート
◇コーヒーまたは紅茶

、岬TlTT聯

（17．00～17’30頃ホテル発）

十で7㌦十十欄卜＆スハ・ノ
、ルーム・オーニ

ト一一一→‾「

二■　　‾‾　7し、　・＿IL＝二二二1り与？凍㌶詰逗

トロピカルガーデンに囲
まれたプライベートプール
完備の伝統的なパリスタ
イルのヴィラ。敷地面積
298山を誇るヴィラから
は、トロピカルガーデン
と、その先に広がるイン
ド洋の景色がお楽しみい
ただけます。

ml■さ▼11■Lt－暮lエl：m◆1≠．？．Jl監；洗二l

n　　　バリ・ヒンドゥー教独自のサ

カ暦（月の満ち欠けで決まる）
の新年。『悪霊が去るのを瞑想
して待つ静寂の日』で航空機

警　の離発着も行われません。
：ご　　二ユピ前日夕刻は、『オコオ

コ』と呼ばれる山車が街中を
点　　練り歩くお祭りで、悪霊に立ち

撃　去るように促し（交通規制あり。

特にクタ地区）、二ユピ当日は
こコ　悪霊が立ち去るのを瞑想して

待つ。「火や電気を使わない」
「外出しない」「仕事をしない」
1日なのです。これは観光客
にも適用され外出禁止です。

※ホテルのレストラン・スパ等一

部クローズになる場合がありま
す。予めご了承下さい。

※日にちは変更となる場合があ
ります。

洪二ユピ前日の午後一二ユピ当日

∴LJ∵、∴　　　　　　　．1　、

打1一Ⅵ碍叩‾勺鞘H　　　、＿　・　．

プライベートヴィラ
でのロマンティッ
クディナーを。キャ
ンドルの光が映し
出されたプランジ
プールがロマン
ティックな空間を
演出します。

【メニュー一例】◇ツナのカプチーノ　◇チキ
ンスープ　◇ビーフテンダーロインのグリル

◇デザート　◇コーヒーまたは紅茶

柚脚腑卿儲脛那国頭

●：・・シー∴二ノ■・リソートハリーT．L・∵ノ．′＼　■、・’

＿　、、　　　　1、∴∴∴

鞭驚要塞－㌶既習
丘陵の斜面に庁むヴィラ　書
は、プライベートガーデン
に囲まれ、目の前には雄
大な海とジンパラン湾の
絶景が広がります。屋内外
合わせて200nfの広さを
誇るゆったりとした空間
です。

ヴィラにてエキ
ゾチックな花々

をあしらった
テーブルで、ロ
マンティックな
ひとときを。

【メニュー一例】◇まぐろのタルタル　◇フレッ
シュトマトスープ　◇ビーフサーロインクリル

またはマヒマヒのグリル　◇デザート　◇コー
ヒーまたは紅茶 ●i・．．iJ・・⊥

．噌ツ酪野一日4

．　　　．　　1



’．．・∴｛＿蜜愚挙一藷∴

青緑押黙閻邦里長数各では成澤
J r r一　日だ　′′　　rr　／㌻／　　ここで

「㌔㌦惹漂鳥烏膏憲
二‾‾－　　‾・▼　‾　‾、　、∴1・

（0900頃ホテル莞18～19時頃ホテル着）

ウブド観光へ　　　　　隠れ家ヴィラ・

警二軍莞題亘垂肇廻
す■　■、‾．∵　－、‡■　‾∵

相ノ　　　　　　　　　　　ぎき

緑美しいライステラスと芸術の数々の賞を受賞したレストラ

●シア・バター（約90分）
（リラクシンクマッサージ＆

料亭ラ滝壷まあ元等美轟ジ「完茹ご打昔話二iあ　三笠言㌢ツチ◆シアパタ‾
館を観光　　　　　　　　　　ランチ

∴∴∴一∴■　1㌧∴∴11・＿11■．．‾了．・十言㍉∴l
＼　r合っ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

工1・一・一一∴∴∵‾・∴‾　十十十＿・∴■・1こ二・1‾∴十一、‾　■‾∴■■1≒

（1000頃ホテル発19－20時頃ホテル愚）

「「じゃらんじゃらん！

午前はスミニヤツクとレ
ギヤン通りをじゃらん
じゃらん。ランチの後、ク

タのビーチウォークで約

1時間フリータイム。

途中、フレッシュジュース

で休憩タイムも。

∴

環㌍㌢ヰ㌔柑翫鰭膵誉憑㌢麿魔攫濁頼
、：・、、一　一’l二∴∴・－、、◆、∴一一‾∵∵∴＿r＿∴十∴二二1∴■こ‾∴l■　ト二・・1－∴　　‾し

（14～1500頃ピーチエリアのホテル発、20～21時頃ホテル憲。往復送迎はスパの係員が行います（原則英監係員）

パンブースパbyロクシタンにて癒しのスパ休演　オーガニック料理の夕食

ヴァーベナはレモンのような

柑橘系の香りのハーブで安
眠・リラックス効果あり。また、
その昔魔女が媚薬に使った
とされることから「恋する力
を目覚めさせる魔法の香り」
とも言われます。恋に効く
ハーフ・ヴアーベナで癒され

つつ女子力もup▼

・†妄至＿．．．i．だ

クプクプジンパランの

「TOPPENG」レストランで夕食。
メニュー（一例）

■ソトアヤム
◆ヴァーベナリてンブ一・ウェルピーインク・エスケイブ　■ルッコラとイエローフィンツナのタタキ

（約120分）◆ワァーベナ・フットパス→シトラス・バン　　またはパリ風チリソース和えチキン
ブーポリッシュ→ヴァーベナ・フォーミンクバス→ヴアー　■バリ・スイーツ・トリオ
ペナリてンフープユージョンセラピーマッサージ

マジョリーでナシチャンプル　テタ・スパにて約2時間のトリートメント！2コースをご用意。
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★アフタヌーンコーヒーブレンド（約2時間）

天然デトックス成分のカフェインとタンニンがカラタに溜まった老
廃物の除去を促してくれるトリートメント。
◇テク・ボディマッサージ→スマトラ産コーヒーのボディスクラブ
やアロエヴェラ＆キャロット＆キュウリのボディポリッシュ→バナナ

「『岳岳　の秦あ高石与；ラ∴寺ジあー：長講万宕二品；二元卜道

★チョコレートインタルジ工ンス（約2時間）

アンチ・エイジンクに効果的なチョコレートとアーモンドをたっぷ
り使用する贅沢なパッケージ。カカオに含まれるポリフェノールが

災スパメニューなので軽めの夕畠です。
※メニューは変更になる喝合があります。

弾騨脚欄蘭繁潤劇
e稼ハネムーンの方には、

0　スパの際に2名1室確約

害　します（テク・スパ除く）
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16歳以上の大人2名以上で、出発
の2週間前までにお申込み下さい。
日本申込み68本支払いのみ
ウフド滞在の方は別途4．000円必要です。

（イメージ）

ローカルフード「ナシチャンプランタビンタンパリ・リゾート内　肌の老化を防止し、アンチストレスにも。

ル」もマジョリーではかわいい。のスパでゆったり美味しい卜　◇チタ・ボディマッサージーザヨコレートとアーモンドとオートミー

リートメント。　　　　　　ルのボディスクラブ→生チョコレートとハニーのボディ・ポリッシユ　圭※三iピ顔料藩諒壷二盲謹言

右の2コースよりお選び下さい。＆バナナの葉のボディラップ→ミルクをミックスしたフラワーバス　｝12月31日はお受けできません。
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（1500頃ホテル発、1630頃スパ～、1930頃ディナー～、21・00～2200頃ホテル盾）

インド洋の心地よい海風を感じながら、約2．5時間のトリートメントで至福の時間

聖書－，皇空

★ダイヤモンドミラクル（約a5時間）

1日4組限定。フェイスラインを引き締め、美しいデコルテを実現
二言；、言・
階段があります。

蓋琵宝冠菜琵憲試買琵蓋打笑宴要欝還
ワーパス、パールとシルクを含むオイルでの全身マッサージと続：※天候（波の状況）に
きます。そして、最後には「ドゥう・メール」社のダイアモンドを使用
したクリームによるフェイシャルトリートメントでしめくくり。

㌢㍗結渠㌃誉隼憲慈誉誉㌍誉差号一に‾二や　一㌦渾
神々が宿るパリ島で、2人の大切な思い出を残してみません　田野　、も

か？教会の美しいステンドグラスの前や、南国の花々に匪ま

れてパリらしいウェディング写真が残せます。

（）内はパリ式
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猥写真は撮影日から48時間以降にご滞在中にホテルへお届け。滞在日数が不定の場

合、及びウプド、ウルワッ、ウンガサン、チャンクーにご滞在の場合は、後日、日本のご指

定の住所へアルバムまたはフォトCDをお届け（別途4．008円要／現地にてお支払い）
；；≠影不可日＝12月24巳午後、12月25・318、1月1日、日曜午前、二ユビ、祝祭日

環ウプド、ウルワッ、ウンガサン、チャンクー地区からの送迎は、魯5．000円追加代金要。

掛衣裳をお持込みの方はウエディングドレス1点2万円、タキシード1点1万円、また

衣兼用小物をお持込みの万は1点につき2．000円必要。

■運行事業者＝ミッシェルリゾートウエディング

■取消料＝機影日前日の30～6日前＝30％、5－3目前＝50軋2日前以降＝全農　　芸‡撮影開始時間1130／1400

メイク着付け●揃

農基法鮨　美しいインド洋を眺める
空軍ヱ禦竺聖」「ダヴァ」で6コースのディナー

●ハリ婚礼衣裳一式●新郎＆新婦にヘア

艶損影開始時間（1日l組限定1230）

●ホテル施設宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです。

15g戎汐辞汐′！志琶認漂㍑豊品苫農芸讐讐語法叢諾三才…要荒志孟提認諾畿悪霊吾慧冤諾賢諾二警莞悪賢浣志が必配射ます。1人郡匿利用の招合、憤怒必駅前
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アヤナ・リゾート＆スパ・バリ
部屋指定なし

ジンパランのインド洋に面した77haの敷地に立地。ゆったりした客室は大理石の
床がひんやりして気持ちよい。2011年度コンデナストトラベラー誌アジアのペスト

リゾート。夕喝が美しいロックパーも人気。

ホテルのPOINTJ　　　　も

●到着日にお部屋にフルーツ

●ヌサドゥアへのシャトルバスサービス

3泊以上こ宿泊の方には、更に

●「パディ」レストランにて3コースディナー

（滞在中1回／12月24日～1月5日除く）

UPGRADEPLAN

クラブリレーム　　●

天蓋付きベッドがロマンチッ
クな雰囲気。海が広々と見渡
せるクラブラウンジも利用で
きます。

クラブのサービス

紺◎紺暦軒描鷹咤豚射靴過掴
む到着時にウェルカム・フラワーブーケやチョコレートディップ・
ストロベリーをサービス（滞在中1回）仁ハネムーンギフト
′ハネムWン氾旨精鉱すご琉莞一㍉にハツヒ仙ツアーバ‾揖扇．匪渡す封
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65∈浦までにこ予約完了の場合（12月24巳～1月5日に滞在鮒かる場合を偉く）

●スパカフェでアフタヌーンティー
（滞在中1回／1部屋2名まで）

●クラブラウンジにて下記のサービス
01日5回のフードプレゼンテーション

700～1030コンチネンタル朝食／1100－1400ライト

ランチパ4■30～16●30アフタヌーンティー／1700－1930

ライトディナー／2000－2300チョコレート＆リキュール

○オープン時間内（0700～2300）のドリンク

（ピール、ワイン含む）
●ランドリーサービス（1部屋につき4枚まで／滞在中1回）

●プレスサービス（1部屋につき2校まで／毎日）
●テニスパヴィリオン、18ホールのゴルフリてッテイング
コースの利用無料　●到着日にお部屋にフルーツ

●クラブラウンジにてプライベートチェックイン＆アウト

●ライブラリー　●フィットネスセンターの利用無料
●クラブラウンジにてWIR無料

お1人1泊　9．000円追カロ
消12歳未満のお子様のご利用はお受けできません。

1さ坐些二ム・オーシャンビュー・ヴィラ
エレガントでモダンなバリ・スタイルのヴィラ。更に高速
無線インタWネット簿続やポⅦズスピ仙カーと卜PC滴、

DVDプレーや…や42インチのプラズマTVなどの設備

をそなえた快適なヴィラで優雅なバカンスを。

ヴィラのサービス
●到着日にフラウ一・ハスのセットアップ

●到着日にお部屋にフルーツ　●テニス・パヴイリオン、18ホール

のコルフ・パッティング・コースの利用無料

●ライブラリー＆ヴィラでのWIF聞1閤無料

●バトラーサーヒス

お1人1泊　29．000円追加
（12月24日～1月5日はご利用頂けません）

レストラン＆パー　12（和良

目本旨スタッフなど

モダンインターナショナルなど）

インターコンチネンタル・
シンガラジヤ・ルーム

ホテルのPO】NTJ　3泊以上こ宿泊の1詣（全宅室共通）

●チェックアウトを1400まで無料で延長OK（12月24
日～1月10日チェックアウトを除く）●フィットネスセン
ターの24時間利用無料　●スパのジャグジー、サウナの

利用無料　●到着日にお部屋にフルーツ　●客室＆パブ
リックエリアでのWiFl利用無料

3泊以上ご宿泊の方には、更に　　　ヰ

リゾート・バリ

ジンパランでは珍しい500mに渡る
オン・ザ・ピーチの立地。静かな回廊
やシックな客室に加え、壮麗な割れ
門や石像がパリの宮殿のような雰囲
気のリゾート。プール＆海の両方を
存分に眺めながら、デッキチェアで
のんびり過ごしたい。

謙膵鍾謄写鍼◎◎糾弾建胴
gcn一別レス／トクリンク・ワイン1本…

…⑥ストロベリーl皿　　　　　　く

警僅フランジパ二・フラワー

●スパにて50分のバリニーズマッサージ滞在中1回　　¢

（1部屋2名まで／3人日は6．000円有料／要予約・　冨
お申し込み時にご希望の日時をお知らせ下さい。）　e

シンガラシャ・ウインクにご宿泊の方には

●専用レセプションサービス（DVD＆本レンタル、コーヒー＆

紅茶、クッキー、フルーツを専用レセプションでサービス）

UPGRADEPLAN・￥
シンガラジャ・デュプレックス・スイート

伴にリビング＆ダイニングエリア、2Fにベッド＆

代スルームがあるゆったり広いスイートルーム。
■■丁⊇■一：‾‾㌦　r　　′　　　．町　－‾

お1人1泊
4，000円追加

■、、ミニー　‾・一・一日．∵　∴∵．．－．・日　　　　－‾
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45日前までに

ご予約完了の場合

●スパ20％OFF
（1部屋につき2名まで）

リンパ・ジンバラン・バリ
ヒルサイドルーム

2013年9月オープンのアヤナリゾート＆スパの姉妹

ホテル。インドネシア語で「森」を現すリンパは美し
い自然に囲まれたナチュラルなデザイン。1haもの
広さを占める多層式のプール、コンテンポラリーな
客室などリラックスあふれる空間。

ホテルのPO暮NT♪
卿針準摘臓釧照闇鴎

；詩語照葱琵讐冤：要登無護≡≡‾
マランリぐリスパーアヤナ／ヴィラロビー→クブピーチ）　　◎　グiジヒWツアWま惹，紅絹を放下さい

、、・し、、」■、　　　　＿・・、．。．＿　・、こ　こ・ニ　＿　・ご

UPGRADEPLAN瑚

ジンパランベイルーム

お1人1泊4′000円追加

●ホテル施臥宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6日10日現在のものです○
●上記ホテルの各種スポーツアクティビティスパなどは情報鰯供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●裏表紙の“ご案内とご注麓■’旬を必ずお鰐み下さい。
※お部屋の「アップグレードプラン」をご利用される椙合、琶本のお節巨のチェックアウト追加代金に加え、18時まで利用する椙合は「アップグレード」追加代金の半田（パドマは全顎）が必要となります。

1人郡E利用の和合、倍翫必空です。
測光無形レ牒鳩



グランドハイアットバリ
グランドルーム

ざ三一・　．＿

水の宮殿をイメージして造られた、パリ島最大級
のリゾート。広大な敵地の中でピーチやプールな
どホテル内で存分に遊びたい。アーユルヴェーダ・
メニューも充実のパリ最大級クリヤスパも人気。

ホテルのPOINTJ　　2泊以上ご侶泊の場合のみ

●到着日にお部屋にウェルカム・フルーツプレート
●ベイクラブ・フィットネスセンターの利用無料

（サウナ、ジャクジー含む）
●チェックアウトを14．00まで無料で延長OK

（12月25日～1月4日チェックアウトを除く）

UPGRADEPLAN J′

グランドクラブ。ガーデンピュp　　　●

クラブの特典
●クラブラウンジにてコン

チネンタル・プレックプア
スト、オープン時間中の
コーヒーG紅茶サービス、

㌫ヲ吉誤認誌望遠う芳冠
のサービス　　　　　5．000円追加

諸派謝服常緑攫獲紳棋独創弗
富徳ホテルよりハネムーン・ギフト　　冨

冨簿フラワーバス（滞在中1回）　　芸
忘※八ネム仙ンわ旨牲必ずご漬菜釣にハツ　0

㌦∴∵∴∵、ノ∴’1工「上し．∴、∴、

ムリアリゾート
ムリアシグネチャーオーシャンコート

2012年ヌサドゥアのビーチフロントに登場。
スイートに匹敵する57∩了の広い客室と大型ホ
テルならではの充実した施設が魅力。アウトサ
イドリビングからはインド洋を一望できます。

ホテルのPOINTJ

●フルーツを毎日お届け

●フィットネスセンターの利用無料

●WIFl利用無料

●キッズクラブの利用無料

●11月1日～3月31日（12月27日～

1月10日除く）期間に4泊すると5泊

日（7日間）が無料で延長できます。

UPGRADEPLAN y
オーシャン
コート

スイート　●

お1人1泊

8，000円追加

棚卸服削棚誹沖膵闇掴
・○スパークリングワイン

仁一ストロベリーのチョコレートディップ
11‾．、・一‘．1；’1．・、二：、二，■｝T．＿・㍉　′し∴　■・1‥，、

■1■十一・Li　二い
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コンラツド・バリ
デラックス・リゾート

ヌサドゥアの北に建つ、350mのピーチと33mのメインプールと広大なラクー
ンプールが気持ちいいリゾート。客室＆バスルームはコンテンポラリー＆スタイ
リッシュ。JIWAスパは落ち着いた優雅な雰囲気。ゴージャスなホテルを思い切
り堪能したい。

ホテルのPOmT♪　3泊以上ご宿泊の1指揮　冨

●24時間オープンのジムの利用無料　●プーサイドア冨

メ＝ティ（冷たいタオル、ウオーター・スプレイ、ミネラル⑳

ウオーター）無料●到着時にお部屋にホテルよりギフト　㌔

●ロビーでのWIFi無料　●2日目にマッサージ1時間（1

部屋につき2名まで）●チェックアウトを14．00まで無

料で延長OK（12月25日～1月5日チェックアウト除く）

UPGRADEPLAN　⊥￥

デラックスうグーン

ラグーンアクセス

のお部屋。

お1人1泊

9．000円追加

緋瓢撼釣棚誹鍾膵闇掴
瑞到着日にフラワーバスをご用慈芸
r F∴・‾】ニ∴一、二日■∴∵こ※－■・▲∴∴

賞ッヒ叩ツア間諒でお知ら泣下さい　　◎

サ些即l■1帽lⅢMi甲I＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－

グランド・ニッコー・バリ
デラックスビーチフロント（旧ニッコー・パリ・リゾート＆スパ）

ヌサドゥアの南、オンザビーチの断崖沿いに建
つ、パリ島では珍しい高層ホテル。ウオータース
ライダー、ピーチプール、子供用とパリ島最大級
のプールが充実。マンダラ・スパも人気。キッズ
クラブ「ジャングル・キャンプJも充実。

ホテルのPOINT♪3泊以上ご宿泊の場合のみ磯
㌔　●ホテルからお土産（ビーチバック＆コーヒーパウダー≡

をお部屋に1つ）●メモリアルフォト（お部屋に1つ）

●スパでのバリニーズマッサージ50分またはビーチサ

イド「ザ・ショア」でのディナー、いずれか滞在中1回

●チェックアウト1400まで無料で延長OK

（12月21日～1月5日チェックアウト除く）

●到着日にフラワーバスをご用憲

●
●

捌REFHDAYPRES針、ml
●バースデイケーキ　　　　　　　●

※ハッピーツアーまでパスポート：

のコピーをご提出ください。　　●

MH…HHM●㌔

沖■照草伸輔・一丹hH．、
癒到着日にフルーツ＆フラワー　　害

綴ネック＆ショルダーマッサージ（15分）冨

㊥スパ25％OFF　　　　　　　…

（除外メニュー有り）　　　　≡
※ハネム仙ン碍旨は必ずご漬菜轟滋や
■、し1＿・一・・、・・■一一．．．．∴∵∴∴∴■こい、

得

●ホテル施設　宿泊サービス　特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです。

ド　‾■・守：’■‾　二こ　て・●●二　＿了　、●・－∵∵一二、・・十‾‥一一・†．‾十十・‥・一一、∴ニ∴÷二一十∴■＼■い．　　　　　、



シェラトン・バリ・クタリゾート
デラックスルーム

2012年12月オープンしたリ
ゾート。新しい大型ショッピング
センター・ビーチウオークに隣
接。ピーチや街歩きで疲れた後
は、シエラトン・スイートスリー
パーベッドで快適。

ホテルのPOINTJ　3泊以上こ肩′∃鵜合

●WIFi利用無料
●お吉β屋にフレッシュフルーツ
●芹き呂冨占訂躍琴諸酎
●椙脇露戸イナ‾滞在中咽

ミニハーノ冷扇風セイブティーボックス、ヘアドライヤー
コーヒーGティーメーカー、スリッパなど

ホテルの施設　　プール、フィットネスセンター、スパなど

レストラン＆バー　3（イタリアンなど）

・、タプルベッドルームになる喝合があります。

パドマ・リゾート・バリ・アット・レギャン
デラックス・シャレー

ホテルのPOmTJ
3泊以上ご宿泊の1ヨ合

●到着日にお部屋にフルーツ＆フラワー
●フィットネスセンター＆サウナ＆

スチームの利用無料
●チェックアウト14■00まで無料で延
長OK（12月24日～1月5日チェック
アウト除く）

●クリームパス（50分ヘッド＆ショル
ダーマッサージ）クーポン

●スパ25％OFF（除外メニュー有り）
●お部屋でWiFi利用無料
●チェックアウト後に出発ラウンジがご

利用できます。

凋馴腰摘臓別冊闇鉦
≡態／＼ネムーンケーキ　　　　　≡

…莞昌二震豊霊姦豊ぎ芸も　喜
・・－1　日（．1、－、1日・、・UJ　∴　ハ　一、、・一二蕾へ・7㌧・〉■

レギヤンの真ん中なので本当に便利
な立地。45mのプールや、ラグーン
プール、スパなど施設も充実
の案内など、きめ細かいサー
ピーチもシヨツピン
人におすすめのリゾートです。

〕PGRADEP仏N

ガーデン・クラブ・シャレー●

お1人1泊　4′000円追加

ガーデン・クラブのサービス

●到着日にお吉B屋にウエルカムフラワー＆フルーツ

●ランドリーサービス（滞在中1回／5校まで無料）

●クラブ特典がご利用できます

○オープン時間内（1000～2300）のコーヒー紅茶・ソフトドリンケ

クッキーのサービス　01430～1630　アイスクリームサービス

○ほ00－1700アフタヌーンティー01700～1900イブニ

ングカクテル　○インターネット利用無料

●朝食が選べます（ルームサービスまたはレストラン）

ミニパー／冷扇麺（冷感康のれアイテムは要達文）、セイフティー

ボックス、ヘアドライヤーコーヒー＆ティーメーカー、スリッパなど

ホテルの施設　　プール、フィットネスセンター、スパ、日本語スタッフなど

レストラン＆パ【　7（和食など）

詔デラックスシャレー及びガーデンクラブシャレーは
その他　　　　12書写屋1棟の建物です。

脳醜薗監護整重き重罰ア鵬二三三重醸車重轟

アイズ・スミニヤツク
デラックスルーム

●ツインベッドルームを確約

レギャン・ビーチ・ホテル
スーペリアルーム

レギヤンピーチに面する約4haの広大な敷地に緑豊かな
ガーデンと大きな2つのプール、パリの伝統的彗葺き屋
根のコテージとホテル様が並ぶ。カジュアルな雰囲気。

ホテルのPOINT♪　　　　3泊以上ご宿泊の場合

●サンセットハイティー（17．00～サンセット）●到着日にお部屋にウェ

カムスイーツをご用意　●ホテルからギフト　●リゾート内WIFi利用無料

●チェックアウトを1500まで無料で延長OK（12月21日～1月5日チェッ

アウト除く）●ホテル主催の太極拳、ヨガレッスンの参加無料

。　賢昭刷軌緋汚職軋蛸

…芸窺冒諾㌶V．EWW．。”。て
≡　サンセットカクテル1杯
、　●、■・＿∴・いこい■∴・‥こ∴．∵■、・

√　・・、．日′‾TL二仁∴い

お部屋の設儲∃二定一蒜フ二三二完二、女リツパなど

ホテルの旅設　プールスパ、フィットネスセンター、日本語スタッフなど

ヒ珊プア血？皇レストラン＆バー

、：・∴・。、J：1・・ご＼一　・、二「・、→亡、→りく・・●（－r，I■・し、1、

バリラ二ホテル
部屋指定なし

南クタ、カルテイカプラザ通りに立地。小規模ながら、プール
やスパなどもあり、客室も清潔感があり快適。ビーチまでも
徒歩数分程臥ショッピングセンター「セントロ」はすぐ前。

12月31日のチェックイン＆アウト不可

ホテルのPO】NT♪　3泊以上ご宿猫合　す…聖だ‡禦≡RES巨・下毛
●ナシコレン1回付き（1部屋につき2名まで）●マッサージ＆スパ：※ハッピーツアー才でパスポー；

トのコピーをご提出ください。；
、l■　■　▲　●　●　●　■　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●

1800まで無料で延長OK（12月24日～1月5日チェックアウト除く）●●●

15％OFF　●ホテル内での飲食10％OFF　●チェックアウト

．、i．ふ忙」．＿、；＆ノ′リ＿　　　　　；そ、＿㌣㌣∵∵㍗∵ニ…・∴∴∴∴∴∴こJ

お郡屋の設閤　ションにて、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティ‾
メーカーなど

35E］前までにご予約

完了の方隈定（3連泊
以上こ宿泊のⅦ合のみ）

●アフタヌーンティー（憫屋2名まで）

●ホテル施設宿泊サービス・特典の内容などについては妥軋こなる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです。
○上記ホテルの各租スポーツアクティビティ・スパなどは棺舶供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●表表紙の‘‘ご案内とご注意【糟を必ずお読み下さい。
※お部屋の「アップグレードプラン」をご利用される椙合、琶本のお部屋のチェックアウト追加代斜＝加え、18日寺まで利用する場合は「アップグレード」追加代金の半詔が必要となります。1人部屋利用の用合、信田必要です。

測光生野レ溌鳩

「」」」」」㍊



リージ工ント・
バリ

デラックススイート・ガーデンビュー

2013年6月、サヌールエリアにリージェントがOPEN。

90n了の害室はパリらしいインテリアで、海を望む

プールなど快適なバカンスを。

霊慈志蕊∴∴‥　‥諭＋∴∴遜拶胡艶＿
ホテルのPO削甘♪　　　　　　　　ギ

●お部屋のリフレッシュメントセンターのソフトドリンク、スナック無料

●サヌールエリア内のシャトルサービス　●シューシャインサービス
●ロクシタンのパスアメニティー　●お部屋にモー二ンクコーヒー＆
シェフズマフィンのサービス（毎日）●イフ二ンクカナッペ（17．00～
19．00／ロビーラウンジ＆テラスにて）●24時間バトラーサービス

●お部屋でWIFl無料　●ランドリーサービス（毎日）

3泊以上ご宿泊の場合、憂さに

●チェックアウト引8：00まで無料で延長OK（12月26日～1月5日チェックアウトを除く）

4泊以上ご宿泊の場合、更に

●30分のフットマッサージ（12月26日～1月5日除く／滞在中1回／1部屋2名まで）

朝：腋糟常緑燈だ軒膵診ゝ㌔　　　　蔦
・nシグネチャー・ピンクマカロン㊥フラワーバスをご用恵　　宗

こくニjホテルよりギフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草

．．．－∴・∴L　」二■ご：　‥∴■jL1∴’■∴．＿∴、∴∴　＿∴　、■

UPGRADE PLAN

デラックススイート
オーシャンビュー

お1人1泊　2．000円追カロ

マカ・ヴィラズ＆
スパ・スミニヤツクー

1ベッドルーム・プールヴィラ

スミニヤツクに2011年オープンしたヴィラ（ビーチまで

徒歩約15分。クンジヤのそば）。明るいスタイリッシュな

ヴィラはリビングスペースがインドアだったり、女性好み。

スパの他、アジアンフュージョンのレストランもあり。

快適なバカンスを。

ホテルのPOgNT♪　　2泊以上ご宿泊の場合　瑚

●到着日にフルーツ　●朝食が選べます（レストランまたはヴィ
ラにてアラカルト）●WIF挿り用無料　●スミニヤツクエリアの
シャトルサービス（スケジュールはホテルにてご確認下さい）
●バトラーサービス　●「MASE」キッチン＆パーでの食事
10％OFF　●スパ15％OFF　●ヨガクラス無料（火・金曜の
み／07：00－08：00）

3泊以上ご摺泊の場合、更に

●ランチ（滞在中1回無料）
●チェックアウトを14．00まで無料で延長OK

4泊以上ご都農の場合、更に

●バリニーズマッサージ（60分／滞在中1匝け

2人で100歳以上のカップルの方に

●チェックアウトを16．00まで無料で延長OK　●ホテルよりギフト

弾準野鰯準則髄軋
るこ到着日にお部屋をデコ¢

…レーションこ倒着日にフ喜
ホラワーバスをご用舌　〇八〇

冨ネムーンギフト　　　　0

打彗隼㌣璧聖書華笹㌍
；賞東予ナ㌣増万緑・匠再‾拍車り　芸
■　、、㌧’：■‾1＼．‾　J　　－　く　一．L H、　　、l■

アナンタラ・スミニヤツク
リゾート＆スパ

アナンタラ・スイート

スミニヤツクのピーチフロントに立地し、

ルーフトップのバーrSOS（SunsetonSeminyak）」

全59室は、スイート仕様で約80山の広さ。

スタイリッシュな大人のリゾート。

空撃墜

ホテルのPO閻T　　　2泊以上ご宿泊のぢ拾

●お部屋でチェックイン●お部屋にフレッシュフルーツを毎日お

届け　●ライブラリーでのインターネットアクセス＆CDレンタル無
料　●フィットネスセンター＆ビジネスセンター＆ライブラリー＆
レンタル自転車の利用無料　●ショッピングモールへのシャトル

サービス無料　●チェックアウトを1400まで無料で延長OK

（12月24日～1月7日チェックアウト除く）●サンセットティー

テイル（17：00－18：00）

3泊以上ご宿泊の場合、更に

●「ワイルドオーキッド」でのディナー（滞在中1回）

4泊以上ご宿泊の場合、更に

●スパでのトリートメント（90分／滞在中1回）

UPGRADE PLAN；三夕塑●転

溝渕汎鵬掛澗戯
…　3泊以上ご宿泊のま3台のみ

≡∈ニリ＼ネムーンケーキ
G〈∋到着日にお部屋にプラ

喜　ワーアレンジメント
ロだハネムーンの旨は必　こ
し　出」l、．‾lに■＼　ヒ一・、＿－′■－

までお知らせ下さい′】
0＼ノ

ザ・バレ
シングル・パヴイリオン

ヌサドゥアの小高い丘に建つ、ジャワ産の白い石と水が印

象的なリゾート。清潔でシンプルでモダン。プール付のシン・

プルリマヴイリオンはゆったりとした大きさ。スパも充実。

こんなスタイリッシュなホテルには、

お酒落して滞在したい。

・∴＆＿▼▼＿＿＿　　　　　　　　　＿＿“＿＿艶叡＿＿．．＿＿．＿．

ホテル¢）PO月NTJ

●ウェルカム・マッサージ（スノ引こて15分肩またはフットマッサー

ジ）●三二八一のソフトドリンク無料●24時間バトラーサービス

●ジムライブラリー・ビーチクラブの利用無料　●ヌサドゥアエリ

ア内のプライベートカーによる無料送迎サービス　●リゾート内

Wi－Fl利用無料　●お部屋にフルーツ＆フラワー＆ホームメイドク

ッキー（毎日）

3泊以上ご宿泊の場合、更に

●スパ（60分）（トラディショナル／アロマテラピーのいずれか）

（滞在中1回）●2日日の朝食をルームサービスに変更OK

昭酎昭か膵マ摘。
2泊以上こ宿泊の場合のみ　三

〇到着日にハンドブーケ≡
くノ1ホテルよりプレゼント　害
く○ロマンチックリぺスの①

セットアップ　　　　害

、∴．い．．、一．・く㌦川∴「、．、

八、は仙ツア山d拍純ち宝‾盲さもi′望

●ホテル施設・宿泊サービス特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6即0日現在のものです。

19は汐が汐′！去監禁漂器だ業荒業品器禁雷讐芸急告農芸讐誓言要言諾吉富；志望？濃艶烹悪琵琶諾腎諾禁莞羞悪霊認誌が必要となります。1人部訓用の肱倍馳配鶴


