
ダイニングのおすすめメニュー
センシズでのご朝食、ザ・ビーチグリルで楽しむシーフード、伝統的なインドネシア料理をご用意するブジ
ャナなど、リゾート内の6か所のレストランでは、厳選された素材と風味ゆたかなメニューの数々をご提供
しています。その中でも特に人気のメニューをご紹介！ご滞在中にぜひお試しください！

ビーチ沿いのレストラン「ビーチグリル」では、毎

週日曜日サンデーブランチをご提供！新鮮な食材

を使った選べるコースと

さわやかなお飲み物がセ

ットになった五感を満た

す最高のエクスペリエン

スです。

時間：11：30～15：30

料金：IDR 598,000++

（Ｆｏｏｄのみ）

SPA

バリの沐浴場をイメージして造られた、こ
ぢんまりとしたプールでは、トリートメン
ト後に余韻を楽しみながら静かにお過ご
しください。施術をお受けにならないお
客様もご利用いただけます。

独立したスパ棟、格調あ
るエントランスホール。美
の追求と癒しの空間にふさ
わしい造りの玄関となって
います。

人気スパメニュー  

メニューに迷って
しまったら、是非
こちらからお選び
ください！

コリドー（通路）
ロビーを通って右側のコリドー
はスパヴィラ、トリートメントル
ーム、更衣室、バリニーズバスへ
とつながります。

シングルトリート
メントルームは
全14室、スパヴィ
ラは全4棟ご用
意しています。

ハイドロバイタルプール

バリニーズバス（バリ式沐浴プール）

ヨガスタジオ

ザ・リッツ・カールトン スパで
心身のトータルウェルネスを
海のもつ癒しのパワーをもとにご用意したくつろぎの場所。バリに古来から伝わる伝統的なセラピー

やリチュアルをもとにデザインされたシグネチャートリートメントでは、インド洋から贈られる自然の

恵み、海藻と真珠を取り入れています。心地よいトリートメントのほかにも男女別のアクアサーマルゾ

ーンやハイドロバイタルプール、バリ式沐浴プールなどをご用意しております。

アクアサーマルゾーン

ハイドロ・バイタルプールは、心身共
に若 し々さと活力を取り戻してくれる
ハイドロセラピーのためのプールです
。

横になりながら、おだやかなハイ
ドロセラピーを受けることで深い
リラックスが得られます。

エントランス＆ロビー

スパ見取り図

男性用女性用

スパ
ヴィラ

スパ
ヴィラ スパ

ヴィラ

ハイドロバイタルプール

スパ
ヴィラ

リフレックスゾーン

セレニティーゾーン

リジュービネーションゾーン

デ‐ストレスゾーン

リラクゼーションゾーン
心地よい気泡が全身に行き渡るベン
チに腰を掛け、リラックスしながら筋
肉をなめらかに整えていきます。

床から噴き出す気
泡が足の裏を刺
激することで全身
の血行を促します
。

全身をマッサージしながら筋肉の
コリをほぐし、血行を促します。同
時にリンパの循環を整えます。

スワンネック型のシ
ャワーや滝型のシャ
ワーが上背や肩に
心地よい圧力をか
けることで、凝り固
まった筋肉をほぐし
ていきます。

ハイドロバイタルプール

ジム＆ヨガスタジオ
ミューズ・ジャパニーズ・サロン

トロピカルガーデンを見渡すヨガ
スタジオにて、初心者から上級者まですべ
てのレベルのゲストが楽しんでいただける
様々なヨガレッスンをお楽しみください。
また、ヨガ以外にも、ストレッチやベーシ
ックピラティスなども！

重力に反して行うユニー
クなフライハイヨガ（スケ
ジュールは別紙参照）。

�シングルトリート
メントルーム

男女の更衣室にはそれぞれ、サウ
ナ、フアールプールなどが備わって
います。血行促進や、トリートメン
トの後の余韻に浸るなど、ゆっく
りお過ごしいただけます。

↑サウナ ↑フアールプール ↑リラクゼーションラウンジ

DININGBest3

スペシャルダイニングザ・リッツカールトンバリだけの

ロマンティックディナー フローティングブレックファスト サンライズブレックファスト

美しいインド洋が目の前に広がるビーチフロントのガゼボで、心地よ
い波の音を聴きながらロマンティックなディナーをお楽しみください
。熱帯の星空の下でのディナーはさらに親密度もアップ。私どものシ
ェフが、愛を込めてキュートなディナーを用意します。

プールにアクセスできるヴィラまたはスイートにご滞在のお客様に
オススメのプラン。プールに浮かべたシェフ特製の朝食をお楽しみ
ください。プールでゆっくりと寛ぎながらの朝食はまさに理想の休
日です。

ビーチサイドのガゼボでの朝食でゆっくりと一日をスタート！アメリカ
ン、インドネシア、ヘルシーエナジャイザーの朝食セット、またはアラカ
ルトメニューからお選びいただいた朝食を注文し、朝の爽やかな潮風
を感じながらお召し上がりください。

IDR3,888,000++/カップルから* 料金: IDR500,000++/お一人様* 追加料金： IDR300,000++/お一人様*
*ご予約は前日の17時までにフロントまでお問い合わせくださいませ。
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THE BEACH GRILL

オランダ植民地時代

から親しまれてきた「

ライステーブル」とい

う意味をもつファミリ

ースタイルのリスタフ

ェルディナーでは、イ

ンドネシア諸島から集められた風味豊かな人気料理をご用意してい

ます。ブジャナからは、リゾートの壮大な敷地やインド洋の全貌が広

がり、壮大な景色も自慢のひとつ！

1
BEJANA

新鮮な素材を使い、熟練

シェフがご用意するさま

ざまなお寿司は、トラディ

ショナルからクリエイティ

ブな創作寿司まで、食べ

るのが惜しいと感じるく

らいの美しさ。日本酒と

共にゆったりとお楽しみ

ください。

3

ACTIVITIES
ザ・リッツ・カールトン バリの
リゾートアクティビティーは毎日充実！

リゾートアクティビティーのスケジュールは別紙またはバギー乗り場等に設置しております案内ボードをご参照ください。会場と内容等は変更となる可能性
がございます。詳細はスパ受付までお問い合わせください。キッズアクティビティーの詳細はリッツキッズまでお問い合わせください。

毎日午前中に催行されるヨガは、ベーシ
ックなハタヨガ、カパヨガ、ヴィンヤサヨ
ガをはじめ、変わったところではアクア
ヨガ、フライハイヨガも！他にもメディテ
ーションやティラピス、ストレッチクラス
なども！ご用意しています。

カクテルクラス
モクテルクラス

レストランスタッフと
一緒に、モクテルや
バリ島の地酒アラッ
クをベースにしたカ
クテルを作ってみま
せんか？作った後は
もちろん試飲もでき
ます！

モクテルクラス

ヨガ
いろいろ

ビーチやガー
デンなど自然
の中で行うヨ
ガはなんとも
気持ちいいも
のです。

当ホテルでは、お客様にリゾート内でのご滞在をより有意義にお過ごしいただけるように毎日バラ

エティーに富んだ無料アクティビティーをご用意しています。バリの文化や自然、エクササイズなど

、ザ・リッツ・カールトン バリでのアクティビティー体験が楽しい思い出となりますようお手伝いさ

せていただきます。

フライハイヨガ(※）

ヨガメディテーション

カクテルクラス リンディック
体験

優しい音色を奏でるバリ島の
伝統竹楽器「リンディック」。一
緒に演奏してみませんか？

リゾートアクティビティーのご紹介
一部

クッキング
クラス

インドネシア料理教室(※）

寿司料理教室(※）

(※）前日17時までにスパ受付（または内線：3599）にて
　　ご予約が必要なクラスです

シェフと一緒に、インドネ
シア料理や寿司作りにチ
ャレンジ！作った後はご
試食いただけます。

星空の下
映画鑑賞

満天の星空の下、クッ
ションに寝そべりなが
ら…という、優雅なシ
チュエーションでの映
画鑑賞はいかが？

サーフ入門

「サーフィンのメッカ、バ
リ島」に来た！からには
サーフィンに挑戦！波の
穏やかなビーチの沖合で
レッスンします。

爪楊枝などをうまく使って、ラテアー
トに挑戦！完成後はご試飲いただ
けます。

ラテアート
クラス

夜の海をバックにビーチで焚き火は
いかがですか？焚き火を使ってパン
を焼いたりなどして楽しめます。

ボン
ファイヤー

キッズアクティビティーも！

凧揚げ体験

リトル
フィッシャーマン

海からの風にうまく乗せて
バリ伝統の凧をあげてみま
しょう！

海の浅瀬にはカニや子魚な
ど小さな生物がたくさん！

寿司ロール
RAKU

インドネシア料理、
和食、グリルなど様
々な料理をご堪能い
ただけます！

シーココナッツ・シークレット

ッツミルクバス

バリニーズ・オーシャンドリーム

伝統的なバリニーズマッサージ、リラックス効果のエッセンシャルオイル

120分間

90分間

オーシャン・ハーベスト・ボディセラピー

海のミネラルや栄養素を含んだ海藻が、お肌を再活性化させます。（スクラブ＆ボディラップ）

60分間

1

2

3

両替

両替について　Money exchange
フロントにて日本円、米ドル等、主要外貨からルピアへの
24時間承っております。フロントにご用意している現金には限
りがありますので、ご理解頂ければと存じます。ホテル両替レ
ートはその日の相場によって変動いたします。両替後、必ずそ
の場で金額のご確認をお願い致します。

電話のご利用方法　Telephone

●外線：インドネシア国内の携帯電話「９」→携帯番号
●外線：バリ島内の固定電話「９」→0361を除いた６桁若し　
くは７桁の番号
●日本への国際電話 「９」→「００１」→「８１」→０を除いた
　電話番号又は携帯番号
●ホテル内お部屋間の通話「７」→お部屋番号

セーフティーボックス　Safety Box

●お部屋のクローゼットの中にセーフティーボックスをご用意し
ております。「４桁から６桁のお好きな番号」をご入力の後、「
LOCK」で施錠。また、「設定いただいた番号」→「OPEN」で解
錠されます。
●暗証番号を間違って押した場合やエラーで自動ロックがか
かった場合には、担当マネージャーがお伺い致しますので交
換台（0番）までご連絡下さい。当ホテルでは、お部屋での貴
重品の紛失や損失に関しての一切の責任を負いかねます。

当ホテルではエコプログラムを推薦しており、バルコニーのド
アが開いている状態ではエアコンは作動せず、温度調節も一
切できませんのでご注意下さい。ドアを（カギまで）お閉め頂
きますと自動的に元に戻ります。

みか

野生動物について　Wild animals

幣リゾートは緑豊かな土地に位置し、猿などの野生動物を
ける機会もあるかと存じます。できるだけ野生動物との距離を

の際は、客室のバルコニーの扉を閉めていただき、バルコニー
にはお菓子や果物など置いたままにされないようご協力とご
理解をお願い致します。

客室清掃サービス　Housekeeping

●当ホテルでは、１日に２回お部屋の清掃サービスがございま
す。08:00～17:00の間を目安に一度目のお部屋全体の清掃を
、18:00～21:00の間を目安にご就寝前の準備を各お部屋にて
行います。その際にタオルの交換や備品の補充もさせていた
だきます。

●環境保護活動の一環として、ベットのリネンの交換は２日に

１度とさせていただいております。毎日シーツ等の交換をご希
望のお客様は、お手数ではございますがゲストサービス（内
線０番）まで事前にご連絡いただきますようお願い致します。

●「Do Not Disturb」の赤いランプがついている間は、お部屋
の一切のサービスを中止いたします。外出をされる際にはラ
ンプを消すか、「Make Up Room」の黄色いランプを点灯さ
せて下さい。

チェックアウト後のお過ごし方　After your departure

●スーツケース等の大きな荷物はベルデスクにて、２４時間お
預かり致します。貴重品がございましたら、フロントの金庫に
て２４時間無料でお預かり致します。
●プールやスパの施設は、チェックアウト後もご利用いただ
けます。また、ロビー階にございます、ラク・ラウンジ「Raku 
Lounge」は、チェックアウト後も２４時間無料でお使いいた
だけます。シャワールーム、お飲み物をご用意しておりますの
で、どうぞお荷物のおまとめや身支度にご利用くださいませ
。

　

ポジ

保証金（デポジット）のご案内 Deposit

●ご宿泊の全てのお客様よりご宿泊期間中の保証金（デ
ット）として、ご宿泊料金以外にご１泊につき日本円約２万円
程（2,000,000ルピア）の額をクレジットカードの承認、又は
現金にてお預かりしております。
●これによりリゾート内でのお食事やスパ等のご利用分をサ
インひとつでお部屋付けにし、ご出発時にまとめてご清算頂
く事が可能となります。
●お部屋付けの金額が、チェックイン時に頂戴しましたデポ
ジットの金額を超えた場合は、クレジットカード情報にて、フ
ロントより追加のデポジットを頂きますこと、ご了承ください
ませ。
●お預かりした現金は、ご出発時にルピアに換金して返金い
たします。クレジットカードの場合は、承認時にご利用限度額
が一時的に減額されますが、約２週間営業日後に元に戻りま
す。
●デポジットを預けられない場合には、ミニバーのご利用や
客室からの外線通話がご利用頂けなくなりますことをご了承
下さい。また、ご滞在中に発生したご利用分はその都度ご清
算頂きますよう、ご協力お願い申し上げます。

エアコン調整　Air Conditioner

温度調節ボタン

モード切り替え

冷房　　　　　　換気

電源
長押しでON/OFF切り替え

エコモード
温度は25度、弱風に自動設定されます

ホテルインフォメーション

ソーシャルメディアをご利用ください。思い出のひとときをご投稿ください 

@ritzcarltonbali @ritzcarltonbali

The Ritz-Carlton, Bali

www.ritzcarlton.com/jp/hotels/indonesia/bali

バギーのお呼び出しなど、
すべてのご用は

サービスセンター(0番)までお
知らせください。

#RCMemories #ritzcarltonbali

WELCOME TO BALI
リゾートマップ＆インフォメーション

この度はザ・リッツカールトン バリへお越しいただき誠にありがとうございます。

当ホテルではご滞在中、お客様により楽しくお過ごしいただけますよう、

リゾートマップ＆ホテルインフォメーションをご用意いたしました。

快適なご滞在となりますよう、スタッフ一同心よりお祈り申しあげます。

リスタフェルディナーリスタフェルディナー
リスタフェルで
インドネシアの島々を
巡るグルメの旅へ！

リスタフェルで
インドネシアの島々を
巡るグルメの旅へ！

ビーチを目の前に、ゆったり食事を…
食通も大満足のブランチコース
ビーチを目の前に、ゆったり食事を…
食通も大満足のブランチコース

サンデーブランチサンデーブランチ
厳選された食材、
一流の料理人が創り出す
舌にも目にも楽しい創作SUSHI

厳選された食材、
一流の料理人が創り出す
舌にも目にも楽しい創作SUSHI


