
グランドミラージュリゾート＆タラソバリ

バリ南部のマリンスポーツで有名なヌサドゥア・タンジュンブノアのビーチフロントに位置します。
空港からは25-30分の距離で、美しいプライベートビーチが自慢のリゾートホテルです。
創業25年の⽼舗ホテルですが、2017年3月に別館の「ファミリーパラダイス館」を新設。2019年3月にガーデ
ンビュールーム、オーシャンビュールームの総リノベーション。同年7月にはインフィニティプール、ジュリス・イタリアン、
ラマエンターテイメントステージを新設して、常に最新・最適なホテルライフを提供しています。
ホテルの徒歩圏内にはコンビニ、レストラン、お土産屋と全てが揃っており、
ビーチからはジェットスキー、バナナボートなどのマリンスポーツもお楽しみいただけます。



2019年7月 ビーチエリアの改装工事終了

2018年11月から開始した大規模なリノベーション工事が2019年7⽉に終了しました。
新たに新設された「インフィニティプール」は18歳未満利⽤不可の⼤⼈の休息を楽しめるプ－ルで
す。また話題の「ウォーターウェディング（水上挙式）」を1日1組限定で⾏っております。
ビーチレストラン「ラ・カスカータ」はエアコン付きの屋内スペースと屋外スペース、またルーフ
トップバーを併設した「ジュリス・イタリアン」へと生まれ変わりました。
毎夜の日替わりのパフォーマンスショーとテーマビュッフェが好評のラマステージも「ラマ ライブ
エンターテーメント」として毎晩の日替わりのショーとビュッフェディナーを提供しています。



（New）本館インフィニティプール



ファミリー棟（ファミリーパラダイス）プール



ファミリー館の家族旅行に特化した充実の施設

遊具が充実のメインプール

電子レンジと簡易キッチン
（共用スペース）

映画とTVゲームルーム コインランドリー



家族・学生同士で楽しく過ごせる新しいお部屋（大人4名1室もOK）
詳しい写真、⾒取り図 :
ttps://www.dropbox.com/sh/6lyb406g6i2fyli/AABskHPUJxrmN3fE_211eMI8a?dl=0

●ファミリーストゥディオ（45平米）計 30ルーム
お子様向けの2(３)段ベッドの部屋と2台のクイーンベッドの部屋から選べます。

●キッズ／ファミリースイート（60平米）計 30ルーム
より広々としたファミリー向けで寝室、バスルームは２つあります。
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●キッズ／ファミリースイート（60平米）計 30ルーム
より広々としたファミリー向けで寝室、バスルームは２つあります。



グランドミラージュのお勧めポイント

・ 371部屋のオンザビーチホテル、ボトムカテゴリーでも４２平米 のお部屋。
・ ９つのレストラン（中華、インド、イタリアンなど）とバー、３つの大型プールを完備
・ プライベートビーチではカヤック、ウインドサーフィンも（ホテル内でマリンスポーツの受付も可能）
･ 「朝食のみ」または「オールインクルーシブ」から選べる滞在プラン

（オールインクルーシブは1泊から付けられます）
･ 全てのお客様に対して無料Wifi,⽇替わりの無料アクティビティー、ゲームラウンジ、ヨガクラス、
ジムへの無料アクセス、キッズクラブをご提供。

･ ボトムのガーデンビュールームは90室がツインベッド。ボトムでも全てバスタブ付き
・ 同施設内には本格的なタラソテラピー「THALASSO BALI SPA」も併設
・ 宴会場、屋外ステージ（250名様まで貸切可能）を完備しておりグループにも対応。
（野外ステージでは毎晩日替わりのパフォーマンス＆ビュッフェディナーを開催）

・ 日本語GROスタッフ2名勤務 （併設のタラソスパには日本人スタッフ常駐）
・ ホテル周辺にはローカルスーパーやスターバックス、お土産屋、レストランが徒歩圏内。
・ 無料のミネラルウォーター、コーヒー、紅茶、湯沸しポット完備
・ お誕生日またはハネムーンのお客様にケーキ&フルーツのプレゼント
（オールインクルーシブのゲストにはキャンドルライトディナーのプレゼント）

・ オールインクルーシブプランのあるホテルはバリでもわずかです。
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カテゴリー名
サイズ
(Sqm)

お部屋数
(units) ベッドタイプ

シャワー
ルーム

料金に
含まれる
人数

最大収
容人数

大人のみの
場合最大
収容人数

ホテル棟
エキストラ
ベッド対応

景色

プレミア
（旧デラックス）
ガーデンビュー

42 151
（ツイン 91）

キングサイズベッド
またはツインベッド

1 2名 4名 3名 本館 可能 ガーデン

プレミア
（旧デラックス）
オーシャンビュー

42 127
（ツイン 50）

キングサイズベッド
またはツインベッド

1 2名 4名 3名 本館 可能 オーシャン

オーシャン
ビュースイート

80 22
（ツイン 10）

キングサイズベッド
またはクイーンベッド2台 1 2名 4名 3名 本館 可能 オーシャン

ファミリースタジオ 45 12
キングサイズ1台
+ バンクベッド1台
+ トランドルベッド1台

1 4名 5名 4名 ファミリー 不可 ガーデンファミリースタジオ 45 12
キングサイズ1台
+ バンクベッド1台
+ トランドルベッド1台

1 4名 5名 4名 ファミリー 不可 ガーデン

ファミリースタジオ 45 18 クイーンベッド2台 1 4名 5名 4名 ファミリー 不可 ガーデン

キッズスイート 60 15
キングサイズ1台
+ バンクベッド1台
+ トランドルベッド1台

2 4名 5名 4名 ファミリー 不可 ガーデン

ジュニアスイート 60 15
キングサイズ1台
＋ シングル1台
+ トランドル1台
+ デイベッド1台

2 5名 5名 5名 ファミリー 不可 ガーデン



無料アクティビティー

スポーツ＆レクリエーションアクティビティー
ヨガクラス、水中エアロビクス、プールゲーム、ビーチゲーム、バレーボール、ウォーターポロなど、毎日8種類以上の屋外アクティビティをご
用意しています。 グランドミラージュリゾートでのホリデイを心ゆくまでお楽しみください。



ゲストアクティビティーの一例

・日曜日 09.00 - 10.00 ヨガ エクササイズ （ビーチ前の庭で）
10.00 - 11.00 （キッズ） ピザ作り体験 （オールインクルーシブ以外のゲストは 50K (約400円）
11.00 - （キッズ） ウォーターパークで水遊び
12.00 - 11.00 ビーチでオーシャンカヤック体験 （ガイド付き）
11.30 - 12.00 プールエアロビクス（本館メインプール）

12.00 - 13.00 プールでのバレーボール（本館メインプール）
13.00 - （キッズ） 映画鑑賞
14.00 - （キッズ） 図工、お絵かき
15.00 - （キッズ） フェイスペインティング
16.00 - （キッズ） カニ取りゲーム
16.00 - 17.00 ビーチサッカー＆ビーチバレーボール
18.30 - 22.00 ビュッフェディナーショー （ラマステージ）

・ 水曜日 09.00 - 10.00 ヨガ エクササイズ （ビーチ前の庭で）
10.00 - 11.00 （キッズ） 乗馬体験 150K ( 約1,100円 ）
10.30 - （キッズ） 子供ヨガ
12.00 - 11.00 ビーチでオーシャンカヤック体験 （ガイド付き）
11.30 - 12.00 プールエアロビクス（本館メインプール）

12.00 - 13.00 プールでのバレーボール（本館メインプール）
13.00 - （キッズ） 映画鑑賞
14.00 - ガイド付きサイクリングツアー 168K ( 約1,200円）
15.00 - 料理教室 （ナシゴレン）
15.00 - （キッズ） ビンボゲーム
16.00 - 17.00 ビーチサッカー＆ビーチバレーボール
18.30 – 19.10 マジックショー （イブキッチン レストラン）

内容は予告なく変更する場合がございます。

・日曜日 09.00 - 10.00 ヨガ エクササイズ （ビーチ前の庭で）
10.00 - 11.00 （キッズ） ピザ作り体験 （オールインクルーシブ以外のゲストは 50K (約400円）
11.00 - （キッズ） ウォーターパークで水遊び
12.00 - 11.00 ビーチでオーシャンカヤック体験 （ガイド付き）
11.30 - 12.00 プールエアロビクス（本館メインプール）

12.00 - 13.00 プールでのバレーボール（本館メインプール）
13.00 - （キッズ） 映画鑑賞
14.00 - （キッズ） 図工、お絵かき
15.00 - （キッズ） フェイスペインティング
16.00 - （キッズ） カニ取りゲーム
16.00 - 17.00 ビーチサッカー＆ビーチバレーボール
18.30 - 22.00 ビュッフェディナーショー （ラマステージ）

・ 水曜日 09.00 - 10.00 ヨガ エクササイズ （ビーチ前の庭で）
10.00 - 11.00 （キッズ） 乗馬体験 150K ( 約1,100円 ）
10.30 - （キッズ） 子供ヨガ
12.00 - 11.00 ビーチでオーシャンカヤック体験 （ガイド付き）
11.30 - 12.00 プールエアロビクス（本館メインプール）

12.00 - 13.00 プールでのバレーボール（本館メインプール）
13.00 - （キッズ） 映画鑑賞
14.00 - ガイド付きサイクリングツアー 168K ( 約1,200円）
15.00 - 料理教室 （ナシゴレン）
15.00 - （キッズ） ビンボゲーム
16.00 - 17.00 ビーチサッカー＆ビーチバレーボール
18.30 – 19.10 マジックショー （イブキッチン レストラン）



ホテル本館の利用施設

クールスレジャーラウンジ
ゲームルーム, ビリヤード、卓球、エアーホッケー、ジム、
インターネットセンター、医務室も完備



こどもの楽園
ご家族の宿泊が多いファミリー棟（ファミリーパラダイス）ではお子様の為の充実した設備をご用意。
ご両親と同様にお子様たちにもバリでのホリデイを十分に楽しんでいただけます。
（ミニウォーターパーク、アドベンチャールーム、ＴＶゲームルーム、プレイルーム、ベビーベッド、有料ベビーシッタ－サービス）
営業時間: 09:00 ー 21:00

ファミリー館の無料施設



キッズ クラブ 営業時間: 09:00 ー 17:00
ファミリー棟（ファミリーパラダイス内）のバンブーキッズクラブでは４歳から12歳までのお子様をお預かりしております。
0-3歳までのお子様には「ベビーシッターサービス」もございます。3時間で約4-5,000円（時期により）



新しいキッズアクティビティーもスタート！

・乗馬体験：水曜日10:00-17:00 150K
・タートルリリース：火曜日 夕方 165K
・キッズヨガ：週3-4回 参加無料
・フォーム（泡）パーティー：木曜日15:00〜50K
・バリニーズコスチューム体験：月曜・⾦曜15:45〜

236K など毎日楽しいメニューがいっぱい！



本館レストラン情報

レストラン 収容人数 営業時間

グランドカフェ レストラン : 210 席
24時間営業

ご朝食 : 07 時～10 時30分

ランチ : 12時～15時

ディナー : 19時～ -22時

ジュクングリル レストラン: 70席 ランチ :11時～ 17時

ブンブデリー
（本格的インド料理）

レストラン：60席 18時～22時30分

ディナーのみ営業

ブンブデリー
（本格的インド料理）

レストラン：60席 18時～22時30分

ディナーのみ営業

ジュリス・イタリアン
ジュリスルーフトップバー

レストラン : 90席 18時30分～23時

パノラマラウンジ ラウンジ & バー : 70席 17時～01時

ライブミュージック

（毎週水・金・日 20時～22時）

ココナッツプールバー - 11時～18時

ルームサービス
（24時間営業）



ファミリー棟（ファミリーパラダイス）レストラン情報

レストラン 収容人数 営業時間

イブキッチン レストラン : 98 席 ご朝食 : 07時～10時30分

ディナー : 19時～ 22時

マヒマヒキッチン レストラン: 60席 10時～ 18時

チョップスティックレストラン
（中華料理）

レストラン : 100席 11時～22時

ルームサービス
（24時間営業）



ブッフェディナーショー

日替わりの豪華なテーマビュッフェのお食事と
数々と魅惑のショーが南国バリの夜を明るく
賑やかに彩ります。
天候等により会場変更有り）
営業時間 18:30〜22:00時



Day Program Time Show Publish Price ++

Monday JIMBARAN SEAFOOD MARKET 18:30
Fire Dance +
Live Music

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

Tuesday
AUSSY ASIAN

BBQ
18:30

Mix Max Show +
Legong Dance

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

ARCHIPELAGO
OF INDONESIA

Nusantara Dance + Live
Music

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

ラマステージでのビュッフェディナーショー スケジュール
毎⽇のパフォーマンスとメニューは変わりますので、⻑期滞在でも楽しめます。
雨天時はメインレストラン「グランドカフェ」にて開催（メニューとショーは変わりません）
**30名様以上のグループには貸し切りも可能です。

Wednesday
ARCHIPELAGO
OF INDONESIA

18:30
Nusantara Dance + Live

Music
IDR 455K for adult
IDR 228K for child

Thursday
FIESTA
LATINA

18:30
Cabaret Dance
+ Live Music

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

Friday MEDITERRANEAN NIGHT 18:30
Bolly Belly Dance
+ Live Music

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

Saturday KAMPUNG BALI 18:30
Traditional Balinese

Dance
+ Live Music

IDR 455K for adult
IDR 228K for child

Sunday WONDERFUL SILK ROAD 18:30
Silk Road Dance

+ Live Music
IDR 455K for adult
IDR 228K for child



レストラン

グランドカフェ
（本館メインレストラン）

ご朝食 : 7:00 am - 10:30 am
ランチ : 12:00 pm - 15:00 pm
ディナー : 7:00 pm - 10:00 pm

1日3回のビュッフェタイムとアラカルトを用意



(New) イタリアンレストラン

ジュクングリル (ランチタイム）
ジュリス イタリアン （ディナータイム）
ルーフトップ バー （ディナータイム）

広大なインド洋を見ながらお食事を楽しむならジュクングリルへ
どうぞ。ビーチ正面に位置するジュクングリルでは新鮮な魚介
類やバーベキューをお召し上がりいただけます。
営業時間 11.00 am – 23.00 pm



（New） ルーフトップバー

ジュリス ルーフトップバー
営業時間: 18:00– 22:30



プールバー

ココナッツプールバー
プールバーでは水着のままココナッツカクテルやフレッシュココナッツジュース、そ
の他のドリンクがお楽しみいただけます。リゾートガーデンで採れたばかりのココ
ナッツは新鮮そのものです！
営業時間: 10.00 am – 18.00 pm



パノラマラウンジ

パノラマラウンジ

心地よいイスにゆったりと身をゆだね、美しい夕景や月が海に昇る瞬間をこのパノラマラウンジでご覧ください。生演奏を聴
きながらリラックスした雰囲気の中で各種お飲み物をお楽しみいただけます。営業時間は夕方5時から深夜1時までです。



レストラン

ブンブデリー

インド人シェフによる本格的なインド料理をご提供しております。

営業時間：18時～22時30分
ディナーのみ営業



レストラン

イブキッチン
モダンでスタイリッシュな雰囲気で、毎日のブレックファースト、夜はインドネシア料理をご提供しております。

営業時間：ご朝食 : 07時～10時30分
ディナー : 19時～ 22時



レストラン

チョップスティックレストラン

中華料理をご提供しております。 席数も多く団体旅行のお客様にお勧めです。

営業時間：11時～22時



レストラン

マヒマヒキッチン
タパス料理（軽食）をご提供しております。

営業時間：10時～18時



本格的な海洋療法が体験できる タラソバリスパ

フランスから伝わる「海外療法」を東南
アジアでのパイオニアとしてバリに取り
入れた創業25年の実績を持つスパです。

絶えず新鮮な海水をくみ上げ、フィル
ターで浄化されたものをトリートメントに
使用しています。

各トリートメントルームは異なるテーマ
でデザインされ視覚的にもお楽しいた
だけます。セラピストは全員研修を十
分に受けているプロのセラピストです。
そう、タラソバリは単なるスパではあり
ません。

タラソバリスパ

男性や高齢者にもお勧めです。
各トリートメントルームは異なるテーマ
でデザインされ視覚的にもお楽しいた
だけます。セラピストは全員研修を十
分に受けているプロのセラピストです。
そう、タラソバリは単なるスパではあり
ません。

男性や高齢者にもお勧めです。



タラソバリスパ

2019年3月より日本人スタッフ常駐です。



タラソバリスパ



オールインクルーシブに含まれる特典（お食事）

・ ご朝食
① グランドカフェにてブッフェ。朝食ボックスの手配可能
② イブ・キッチンにてブッフェ。
③ ルームサービス
④ プールでの「フローティング・ブレックファースト」

・ ランチ
① グランドカフェにてブッフェまたはアラカルト
② ジュクングリルでのアラカルトメニュー
③ プール＆ビーチエリアでのアラカルト
④ ルームサービス
⑤ マヒマヒレストランにてアラカルト

・ ディナー
① グランドカフェにてブッフェまたはアラカルト（ディナーショー開催の日はアラカルトのみ）
② ブンブデリーにてセットメニュー（火曜日定休）
③ ジュリス イタリアンにてセットメニュー
④ ルームサービス
⑤ チョップスティックレストランにて中華セットメニュー
⑥ イブキッチンにてアラカルトメニュー
⑦ ブッフェディナーショー（週４回、月・火・木・土）天候によりスケジュールが変更となる場合がございます。

・ その他の時間、軽食・夜食
① グランドカフェにてアラカルト
② ルームサービス
１２月２４日・１２月２５日・１２月３１日はオールインクルーシブ追加料金が発生。
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オールインクルーシブに含まれる特典（お飲み物）

・ オールインクルーシブのお飲物とご提供時間
お飲物のオーダーは午前11時から午前0時まで営業中のレストラン・バー・ラウンジ・ビーチ・プールエリア
にて約７０種類のセレクションよりお選びいただけます。
国産のアルコール飲料各種、カクテル、ソフトドリンク、グラスワイン、グラスビール、その他オールインク
ルーシブ用のドリンクリストに記載されているものが全て含まれます。お飲物はグラスにて1杯ずつの
サービスとなり、お代わりはグラスが空いてからお伺いいたします。
（チョップスティックレストランのみお飲み物に制限あり。）

・ インポートブランドのお飲物
インポートブランドのお飲物各種はパノラマラウンジにて夜9時から深夜0時までオールインクルーシブ用
のドリンクリストに沿ってご利用いただけます。
午前0時から午前11時まではアルコール飲料のご提供はしておりません。（ミニバーはご利用できます）

・ パッケージに含まれないお飲物のお値引き
オールインクルーシブ用ドリンクリストに含まれないお飲物および時間外にご注文されたお飲物は30%割
引にてご利用いただけます。ウエイターがお持ちする伝票にサインをお願いいたします。ご利用代金はお
部屋に請求となり、フロントデスクでのお支払時に割引いたします。
・ ミニバー
ミニバーもパッケージに含まれます。また、ミニバーは1日1回補充いたします。お飲物のルームサービス
はございません。
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オールインクルーシブに含まれる特典
（マリンスポーツ・その他）

・ モーターを使用しないウォータースポーツ
（オーシャンカヤック、ウインドサーフィン、オーシャンホビーキャット、ブギーボード）
本館プール脇にある「ウォータースポーツカウンター」にて受付けています。
初心者向けのボードを使用します。
ライフジャケットご着用の上でスタッフが遊び方を指導いたします。

・ 一部の有料アクティビティにも無料で参加できます。

・ ハネムーン、誕生日などの記念日特典
通常（朝食のみ）のゲストはケーキ、フルーツのギフトとなりますが、
オールインクルーシブ利用時の記念日特典はプライベートビーチでの
ロマンティック・キャンドルナイト・ディナーをご用意しています。

・レンタル自転車
ファミリー棟にあるレセプションにて
自転車の無料レンタルがりようできます。
（朝食のみのゲストは1日USD4-5）
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プレミア（ガーデン＆オーシャン）ルームのお部屋

2019年3月に全てのお部屋をリニューアル済み
42平米 ガーデンまたはオーシャンビューの景観。
全てプライベートバルコニーとバスタブ付き。
（喫煙はバルコニーで可）
マルチアダプターとNHK（BS)が完備。



会議 & イベント

グランドミラージュリゾートでは毎年数多くの
会議や社員旅行などをお取り扱いしておりま
す。250名収容可能な広いボールルームと会
議室4室、ビジネスセンターなどの豊富な施設、
そして多くのイベントを成功に導いて来た経験
が世界中のビジネスリーダーやイベント幹事
の皆様から絶大な信頼を得ている理由です。

モダンな会議施設と設備、そして数々のレ
ジャーやレクレーションプログラムの両方を備
えたグランドミラージュリゾートは、バカンスだ

けでなく会議そして社員旅行などのイベントに
もパーフェクトなリゾートなのです。
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ビーチチャペルウエディング

ビーチチャペルでの自然なウエディ
ングやバリ島ならではのビーチウェ
ディングも選べます。

挙式後のパーティーのみも承ります

2020年4月より日系2社が取り扱い



ビーチウエディング



グランミラージュのお勧めポイント
「ちょうどいい」ホテルです！！

★ちょうどいいエリア
クタ・レギャンエリアは治安面と夜の騒々しさ、ヌサドゥアは治安は良くて静かだが、周りに何
も無い。。。 そんな両エリアのちょうど中間がベノアエリアです。
ホテル前の通りはスターバックス、ローカルレストラン、お土産が徒歩圏内で並んでいますが、
クタのような騒々しさはありません。 高速道路入り口まで10分でどこに行くのも便利です。

★ちょうどいい価格
$300以上の高級ホテルや$20～30のチェーン系ホテルが乱立しているバリ島ですが、
$120-130（Websiteのパブリッシュレート）前後のグランドミラージュは高すぎず、安すぎずの
ちょうどいい価格帯でお客様にもお勧めしやすいホテルです。

★ちょうどいい大きさ
本館とファミリー館を合わせて370室のホテルは大きさも手頃。施設内をバギー移動する程ではありませ
んが、プライベートビーチも３つの大型プールも持つスケールはシティホテルと比べ物になりません。

★ちょうどいいサービス
「ただ何もせずホテルでのんびり派」にはオールインクルーシブ。 「アクティブ派」にはマリンスポーツや
毎日のアクティビティ。「家族旅行」にはファミリー館の各施設。 「ハネムーナー＆カップル」には新設の
プールやタラソスパ、ロマンティックディナー。 「グループ」にはラマステージでの貸しきりディナー。
グランドミラージュはどのお客様層にもちょうどいいサービスが充実です。

★ちょうどいいエリア
クタ・レギャンエリアは治安面と夜の騒々しさ、ヌサドゥアは治安は良くて静かだが、周りに何
も無い。。。 そんな両エリアのちょうど中間がベノアエリアです。
ホテル前の通りはスターバックス、ローカルレストラン、お土産が徒歩圏内で並んでいますが、
クタのような騒々しさはありません。 高速道路入り口まで10分でどこに行くのも便利です。

★ちょうどいい価格
$300以上の高級ホテルや$20～30のチェーン系ホテルが乱立しているバリ島ですが、
$120-130（Websiteのパブリッシュレート）前後のグランドミラージュは高すぎず、安すぎずの
ちょうどいい価格帯でお客様にもお勧めしやすいホテルです。

★ちょうどいい大きさ
本館とファミリー館を合わせて370室のホテルは大きさも手頃。施設内をバギー移動する程ではありませ
んが、プライベートビーチも３つの大型プールも持つスケールはシティホテルと比べ物になりません。

★ちょうどいいサービス
「ただ何もせずホテルでのんびり派」にはオールインクルーシブ。 「アクティブ派」にはマリンスポーツや
毎日のアクティビティ。「家族旅行」にはファミリー館の各施設。 「ハネムーナー＆カップル」には新設の
プールやタラソスパ、ロマンティックディナー。 「グループ」にはラマステージでの貸しきりディナー。
グランドミラージュはどのお客様層にもちょうどいいサービスが充実です。


