
Club Med Bintan Island
Indonesia

your holistic
wellness workplace

クラブメッド・ビンタン
インドネシア



2 3

インセンティブ旅行、
社員旅行なら
クラブメッド・ビンタンへ
海と緑の木々に囲まれたクラブメッド・ビンタンは、
グループ旅行に最適なロケーション。
イベント運営もスムーズで、
チームを活気づけるのに最適なプログラムを多数ご用意しています。

シンガポールから便利（フェリーで1時間）

ミーティングやイベントに合わせてカスタマイズ可能

お食事、お飲物はすべてオールインクルーシブ

スポーツとアクティビティー、エンターテイメントショー

シアター／ブティック
メインバー／医務室 

エクスカーションデスク 
フォトカウンター 

ゴルフショップ

●　ゴルフショップ
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お好みのルームタイプをお選びいただけます。

クラブメッドのリゾートでは、夜のイベントも
オールインクルーシブでお楽しみいただけます。 
ライブミュージック、ショーやパーティー。
チームで、忘れられない思い出を作りましょう！

ご希望に沿ってイベントを企画し、
計画段階からクラブメッドでのご滞在まで
スムーズに進むようにサポートします。

美味しい地元の料理やインターナショナルな料理で
チームの士気を上げましょう。 
昼食、夕食事のワイン、ビール、バーでの各種アルコール、
ソフトドリンクもオールインクルーシブです。

楽しい思い出作りに、チームでさまざまなスポーツや
レジャー・アクティビティーを楽しみましょう。

it’s simple, and 
it’s all taken care of!

クラブメッドのオールインクルーシブのシステムで、
特別なイベントをお楽しみください。
ご予算内で、ストレスのないイベントを企画できます。
チームの皆様のための宿泊、お食事、開放的なバー、スポーツ、
アクティビティー、エンターテイメント。
クラブメッドが長年培ったノウハウを生かし、スムーズな運営をお手伝いします。

シンプルに、
すべておまかせ！

宿泊設備

イベント・パーティー

さまざまなニーズに合わせて企画

お食事とお飲み物

スポーツ・アクティビティー
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クラブメッドの特色
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よく考える
2017年に改装されたばかりのミーティング＆イベント施設は最大200人収容可能。
お部屋のレイアウトのカスタマイズ、
会議の合間のリフレッシュにコーヒーや紅茶も終日ご用意いたします。

よく感じる
ビンタン島の美しい景色が見下ろせる、「パラパ」とよばれる施設で、
瞑想で心を落ち着かせ、ヨガやピラティスのクラスで内なる自分を取り戻しましょう。
朝焼けや夕焼けをみながら座禅を組み、
呼吸を整えて1日の始まりや終わりを迎えることができます。

よく遊ぶ
クラブメッドは、テニスからミニサッカー、
アーチェリーまで幅広いスポーツ・アクティビティーが提供されています。
エキサイティングなウォーター・スポーツ・アクティビティーは、
水中エアロビクス、カヤック、シュノーケリング（5～10月の期間限定）などをご用意。
さらに、クラブメッドの空中ブランコやサーカス・スクールで、憧れのアクロバットを体験してください。
ゴルフ好きならゴールド練習用コース（練習ネットとパッティング・グリーン）をどうぞ。

よく動く
ウェルネスに重点を置いたクラブメッドでは、ここでしかできない体験があります。
クラブメッド・ビンタンだけで楽しめるトワイライト空中ブランコは優雅なアクロバットを満天の星空の下で習
得できます。美しい場所の探索が大好きでランニングの習慣を続けたい方は、おすすすめのアクティビティー
のひとつ、「G.Oランナー」でスポーツG.Oと一緒に景色をお楽しみください！
ビンタン島で一番の景色や見所を元気いっぱいに探索してみましょう。

よく食べる
一日スタートは、マタハリ・ビーチ・バーでクラブメッド・ビンタンの
フレッシュ・スロー・プレス・ジュースを飲みながらいかがでしょう？
ブルーベリーやキウィ、いちごなど新鮮な果物を使っています。デトックスに最適！
昼食、夕食事のワイン、ビールやバーでの各種アルコール、ソフトドリンクもオールインクルーシブです。

* 追加料金

希望と自然に溢れた環境で、
創造力を高めましょう

緑に囲まれ自然な光が降り注ぐモダンなミーティングルーム*で、
チームの仲間と集まりましょう。
屋内や屋外の気持ちのよい空間で健康的な休憩時間（コーヒー・ブレイク）*をたっぷりとって、
チームの活気を取り戻します。さまざまな軽食や飲み物をご用意しています。

よく考える
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爽快で壮大な眺めを誇るリア・ビンタン・ゴルフ・クラブの
オーデュボン・インターナショナル認定クラシック・コース
および共同保護区コースは、ゴルフの名選手ゲーリー・
プレーヤー設計によるもので、ゴルファーに高く評価され
ています。
ビンタン島の北部沿岸近くに位置しており、南シナ海の
息を呑むような景色を眺めながらのオーシャン・コース

（18ホール、受賞歴あり）とフォレスト・コース（9ホール）
でのプレイは、他では味わえないゴルフを楽しめます。
打ち放しの練習場やスパ、プロショップ、プレイ後の屋外
レストランなど、お楽しみいただける設備が揃っています。
リア・ビンタン・ゴルフ・クラブは、アジア・ゴルフ・アワードで

ランドスポーツ
◎ アーチェリー
◎ 空中ブランコ
◎ パワーウォーク
◎ ゴルフ・練習用グリーン& 
    バンカー／ドライビングネット
◎ フィットネスプログラム
◎ バンジーバウンス（お子様のみ）
 ● テニス（4面／ナイター設備付き）
 ● スカッシュ（2面）
 ● バドミントン
 ● 卓球
 ● ペタンク
 ● ミニサッカー
 ● バレーボール／バスケットボール

ウォータースポーツ
◎ ウィンドサーフィン★

◎ セーリング★

◎ カヤック★

◎ シュノーケリングボートトリップ★

◎ スタンドアップパドル★

◎ 水中エアロビクス
◎ プールゲーム 
 
リラクゼーション
◎ ヨガ ◎ ピラティス 
エンターテイメント
◎ G.O（ジーオー）ショー

Weights & cardio room

Tennis

Evening flying trapeze

Archery

Kayaking G.O runner

Paddle board

★印のウォータースポーツは特に11～4月（雨期）において、天候により実施
されない場合がございます。シュノーケリングボートトリップは11～4月の
実施はありません。
※ウェアや運動靴、水着の貸し出しはございませんのでご自身でご用意く
ださい。
◎印はレッスンまたはG.O（ジーオー）の同行があります。
※シュノーケリングセットはシュノーケリングボートトリップ（5～10月実
施）にご参加時のみ貸し出しいたします。　
※シュノーケリングボートトリップにご参加希望の場合は50M程度、浮き
輪なしで泳げることが参加条件となります。現地にて、事前にスイミングテ
ストを行うことができます。安全上の理由でご参加をお断りすることがご
ざいますのでご了承ください。
※天候やお子様の年齢などにより、ご参加いただけないアクティビティー
もございます。

アジアやインドネシア最高のゴルフ場として常にその名
を連ね、また、毎年開催されるリア・ビンタン・オープンを
含む数々の地域イベントを主催。
クラブメッドをご利用いただき、世界でも有数の美しい
グリーンでプレイできる機会を満喫してください。
認定を受けたG.Oゴルフ・インストラクターやプロ
ゴルフ協会（PGA）のプロ・ゴルファーによるレッスン
も可能です。プライベート・レッスンやグループ・レッスン
にて、経験に基づく知識やアドバイスをご提供します。
研修が終わったころにはスウィングがこれまでより
ずっとうまくなったと自信を持っていただけます。

Ria Bintan Golf Club*
リア・ビンタン・ゴルフ・クラブ / 世界有数のゴルフ場 スポーツ＆アクティビティー

sports & activities 

詳細はこちらをご覧ください。 www.riabintan.com.
* 追加料金

よく考える

チームをスポーツ・アクティビティー
で活気づけましょうよく動く
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CLUB MED SPA* BY ASMARA
極上のスパ・トリートメント 
体と心をリラックスさせ、活性化する天然の原料を選りすぐり、
さまざまなスパとボディのトリートメントをご用意しています。
豊かで贅沢なスパはインドネシアで古くから伝わる「マンディ・
ルルール」トリートメントからヒントを得たものです。

* 追加料金

ビーチ沿いのヨガ

ピラティス

海が見えるハンモック

スパ・トリートメント

海を望む丘の上のスパで
リラックス

元気を取り戻しましょう
よく動くよく感じる
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よく食べる

クラブメッド・ビンタンは施設内に2つのレストラン、4つのバ
ーをご用意。食卓を囲んでチームとの結束を高めましょう。

収容人数120～450人、エアコンのきいた室内またはテラス
でお食事をどうぞ。
ライブ・クッキング・ステーション付きのビュッフェ式や、着席
してアラカルトでのご注文など、さまざまなスタイルをお楽
しみいただけます。
専用のヘルシーコーナーには、バランスのとれたお食事を
幅広く取り揃えております。
多種多様な地元の料理やインターナショナルな料理に、チーム
の皆様がご満足いただけるはずです。
ビュッフェスタイルのメインレストランだけでなく、スペシャリテ
ィーレストランでの特別なディナー*やシェフと一緒に料理を楽
しむセッションもご用意いたします。
特別なひと時を演出しましょう。

* 追加料金 * 追加料金

プライベート・カクテル* プライベート・ディナー* BBQパーティー*

ユニークな
場所

マタハリ・ビーチ・バー
パノラマ・バー

海を望む、
ザ・テラッセ・スペシャリティー・レストラン ザ・テラッセ・スペシャリティー・レストラン

ユニークな
ひととき

夕暮れ時にビーチ沿いで
前菜とカクテル 着席しての楽しいディナー 星空の下でバーベキュー

メニュー 3つのパッケージからお選びください：
シャンパン、プレミアム、クラブ。

3つのメニューからお選びください：
ロブスター、プレミアム、クラブ。

豊富な肉類や野菜を
ご自由にお楽しみください。

チームで楽しむ
インターナショナルビュッフェ
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充実した会議の後は、チームの皆様で、バーで
1杯楽しみながら、DJデッキから流れるビート
に合わせて動きましょう。夜のショーに胸を
高鳴らせ、クラブメッドだけでしか味わえない
センセーショナルなテーマのパーティーで思
う存分お楽しみください。

毎晩異なるテーマなので、チームは楽しさで
いっぱいの夜を心待ちにするでしょう。テーマ
には例えば、荘厳なダンスとアクロバティック
なパフォーマンスを誇るマルカ・プール・サーカ
ス・ショー、クラブメッドの才能溢れるG.Oと夜
通し踊りたくなるミュージック・ヒッツ、コスチュ
ームやメイクアップ、インドネシアの伝統文化の
ショーなどがあります。夜の締めくくりは、バー
でカクテルを軽く飲み、仲間とのチームワーク
を築きましょう。

世界各国から集まるスタッフによる
エンターテイメントショーよく遊ぶ



Design your event
AT CLUB MED BINTAN ISLAND

クラブメッド・ビンタンでの
イベントをデザインしましょう
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宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル



CLUB ROOM WITH BALCONY

DELUXE ROOM WITH TERRACE

SUITE BEDROOM SUITE LIVING ROOM

サイズ 最大定員数 眺望 ルーム・アメニティ

スイート

オーシャンビュー・
スイート
（テラス付き）

テラス含め110㎡
（室内：80㎡）

大人2人
＋12歳未満の子供1人

（折り畳み式可動ベッド使用の場合）

オーシャン
ビュー

- ミニバー（酒類を除き毎日無料で補充）、
エスプレッソ・マシーン、液晶TV、CDプレーヤ
ー、バスローブ＆スリッパ、ビーチ・タオル、シャ
ワー・ルーム、ヘア・ドライヤー、アイロン＆アイロ
ン台、金庫、電話、ミネラルウォーター、エアコン
- Wi-Fi
- 夜のターンダウン・サービス
-朝食ルーム・サービス

デラッ
クス

オーシャンビュー・
デラックス・ルーム 
（テラス付き）

バルコニー含め
41㎡ 
（室内：37㎡）

大人2人
＋12歳未満の子供1人

（レイアウトにより、0.85*1.85mのソフ
ァベッドか、折り畳み式可動ベッド）
利用可能なコネクティング・ルーム：
オーシャンビュー・デラックス・ルーム

（テラス付き）

オーシャン
ビュー

- ミニバー（酒類*を除き到着時に無料で提供。
補充も可能*）、TV、バスローブ＆スリッパ、シャ
ワー・ルーム、ヘア・ドライヤー、アメニティ・キッ
ト、アイロン＆アイロン台、金庫、電話、ケトル、ミ
ネラルウォーター、エアコン
- Wi-Fi
- 夜のターンダウン・サービスオーシャンビュー・

デラックス・ルーム 
（バルコニー付き）

53㎡ 
（室内：41㎡）

大人2人
＋12歳未満の子供1人

（折り畳み式可動ベッド使用の場合）
利用可能なコネクティング・ルームの利用：
オーシャンビュー・デラックス・ルーム

（バルコニー付き）

クラブ

オーシャンビュー・
クラブ・ルーム 
（バルコニー付き）

バルコニー含め
38㎡ 
（室内：34㎡）

大人2人
＋12歳未満の子供1人

（レイアウトにより、0.85*1.85mのソフ
ァベッドか、折り畳み式可動ベッド）

利用可能なコネクティング・ルームの利用：
オーシャンビュー・デラックス・ルーム

（バルコニー付き）

オーシャン
ビュー

- テレビ、シャワー・ルーム、ヘア・ドライヤー、金
庫、電話、ミニ冷蔵庫（空になっておりますので
レセプションにてご注文ください*）、ケトル、ミ
ネラルウォーター、エアコン
- Wi-Fi

クラブ・ルーム 
（バルコニー付き）

バルコニー含め38㎡
（室内：34㎡）

大人2人
＋12歳未満の子供1人

（0.85*1.85mのソファベッドか、
折り畳み式可動ベッド）

利用可能なコネクティング・ルーム：
クラブ・ルーム 

（バルコニー付き）

ガーデン
ビュー

クラブ・ルーム 
（移動が困難なお
客様用）

バルコニー含め43㎡
（室内：39㎡）

大人2人

18 19

宿泊施設

宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

- *追加料金にて承ります  - コンセントはピン3本のG型プラグ対応



コーヒー・ブレイク

宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

THEATRE
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モダンな設備が備わったさまざまなミーティングルームはテーブルの配置や設備をお好みに合わせて調整できます。
会議室はニーズに合わせ、全日または半日でお使いいただけます。

組織配置オプション

シアター形式 スクール形式 島型形式 対面形式 コの字形式

収容人数 70～200人 30～90人 25～70人 30～75人 25～70人

全日 半日

   
価格 お問い合わせください お問い合わせください

   
スケジュール 8時間 4時間 

  
実用的な情報

- 全室、エアコン及びWi-Fi完備
- 通常設備には、液晶プロジェクター＆スクリーン、TV、フリップ・チャート、ホワ
イト・ボード、ノート、ペン／マーカー、マイク、音響システム、ケーブルが含まれ
ます。在庫がある場合にレンタル可能です。
- 電話の充電のために会議室には電源用の壁が設けられています。

プレミアム・コーヒー・ブレイク クラブ・コーヒー・ブレイク

価格 お問い合わせください

スケジュール 30分 30分

メニュー

コーヒー、紅茶、ジュース＆７種類の軽食一式
軽食セレクション：
甘いもの
- クッキー
- マフィン
- フルーツのスライス：パイナップルまたはスイカ

コーヒー、紅茶、ジュース＆3種類の軽食一式
軽食セレクション：
甘くないもの
- ミニサンドイッチ：ツナまたはハム
- カレーパイ
- シュウマイ
- 野菜スティック＆ドレッシング
- チキンウィング

ミーティングルーム

お問い合わせください



宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

カクテルパーティー
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* 追加料金

リーダーシップ

チームワーク

モチベーション

時間管理

ネットワーキング シェア

創造性

企画

戦略

クラブメッドではお客様のご要件や条件や希望に合わせて承ります。
アクティビティーや時間、人数、求める効果などに合わせてオリジナルのプログラムをご用意いたします。

活性化
変化

楽しさ
企業責任

絆
コミュニケーション

チーム・ビルディング・プログラム* 

** 雨天の場合、会場はパノラマ・バーに変更となる可能性があります。
*** 在庫によって異なります。3人でシャンパン1本となります。

プレステージ オープンバー クラブメッド カクテル

価格 お問い合わせください。 お問い合わせください。 お問い合わせください。

スケジュール 60分

会場** マタハリ・バー、パノラマ・バー

メニュー
シャンパン、カクテル各種、ビール、
ワイン＆軽食5種類

カクテル各種、ビール、ワイン 
＆軽食5種類

カクテル3種類、ビール、ワイン
＆軽食5種類

シャンパン***

- モエ・シャンドン
- ヴーヴ・クリコ
- マム

プライベート・カクテル 洗練されたカクテル・パーティを素晴らしい環境で開催しましょう。
シャンパン、プレミアム、クラブ・カクテルのどれをお選びになっても、華やかで思い出に残るイベントになります。



特別なディナープラン リゾート・
レンタル 

（貸し切り利用）
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星空の下でバーベキュー おいしいバーベキューを美しい景色の中、星空の下で楽しみましょう。
さまざまな肉類、魚介類、野菜、サラダ・バー、デザート、ドリンクが提供されます。楽しい夜をお過ごしください！

スペシャリティー 
レストランでのディナー

貸切の空間で食の楽しみをご堪能ください。
スペシャリティーレストランによるインターナショナルな料理を味わいながら絆を深めましょう。

価格 お問い合わせください。

スケジュール 午後6時45分～午後9時30分

最小人数 50人

会場 ザ・テラッセ・スペシャリティ・レストラン

ロブスター・ディナー プレミアム・ディナー クラブ・ディナー

価格 追加料金70米ドル／1人 追加料金40米ドル／1人 貸切料金に含まれます

スケジュール 午後6時45分～午後9時30分

会場
ザ・テラッセ・
スペシャリティ・レストラン

貸切 収容人数

A. 下階 40席
B. 上階 60席

C. レストラン全面 100席

宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

クラブメッドは、70に及ぶ世界中の美しい目的地にあるどのリゾートでも
「レンタルヴィレッジ＝お客様専用でお使いいただける」という他に類を
見ないコンセプトを提供しています。
お客様の会議やインセンティブ・イベントにおけるさまざまな要望に合った、
オールインクルーシブバカンスを提案いたします。
リゾート全体をレンタルするという、他に類を見ない驚くべきクラブメッドの
コンセプトをお楽しみください。

リゾート全体をレンタルするという、他に類を見ない驚くべきクラブメッドの
コンセプトは、お客様に合わせてカスタマイズされた体験をお約束します。

お客様のグループだけでリゾート全体を独占できます。

300～600人の規模でのイベントにぴったりです。

お好みどおりに詳細を決め、ご参加の皆様の思い出に残る体験をお作りください。

スタッフやリゾート設備を含めたリゾート施設を、完全にお客様のお好きなようにお使い
いただけます。
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40+
40年以上の経験
 
観光業界のパイオニアとし
ての長年の経験をお客様の
イベントに生かします

15,000
15,000人のG.O
 
多国籍のプロフェッショナルからなる
チームが、クラブメッドならではのサ
ービスでイベントを成功に導きます。

70
世界各地に
70のリゾート
 
世界で最も美しいとされる場所に。
太陽を浴びたモルディブの海辺から
パウダースノーの北海道までクラブメ
ッドで世界はあなたのものです。

1
すべてをここ1ケ所で
 
クラブメッドのリゾートでは、会議とリ
ラクゼーション、エンターテイメント、
レジャーを組み合わせることができ
ます。お求めのものすべてをここ1ケ
所で得られます。

数字で見るクラブメッドのミーティング＆イベント

1000+
1000以上の
イベントを実施
 
毎年、世界中のクラブメッドのチーム
は1000以上のミーティング、会議、
イベントを生み出しています。

2
2つのエクスクルーシブな島
 
モルディブでは2つのエクスクルーシブな島
での体験をご提供しています。活気溢れる
カニフィノールや、プライベートで贅沢な
フィノール・ヴィラか、どちらがお好みでし
ょうか？

1001
1001のフレーバー
 
ミーティングやイベントの際、お客様
の初めての味を発見することでしょ
う。地元の名産を試したり、食欲をそ
そるカナッペを味わったり、美味しい
カクテルを飲んでお楽しみください。

0
0ストレス
 
クラブメッドのプレミアム・オールインクル
ーシブ方式なら、イベントの企画や実施は
簡単です。

• 「トラベラーズチョイス」トリップアドバイザー（2014～2017年）
• 「エコ認証」グリーングローブ（2013～2016年）
• 「5年連続エクセレンス認証、トリップアドバイザー殿堂入り」 

トリップアドバイザー（2015年）
• 「オールインクルーシブ・リゾート、アジア6位」 

トリップアドバイザー（2014年）
• 「アジア・ゴルフ・アワード・インドネシア最優秀コース」 

15年連続（2000～2014年）
• 「インドネシア最優秀ゴルフコース」アジアン・ゴルフ月刊誌（2010年）
• 「アジア太平洋ベスト・ゴルフコース2位」（2009年）

AWARDS

クラブメッドにお任せください

* 追加料金

目的地に関する実用的な情報

リゾート情報 場所: インドネシア、ラゴイ北部、ビンタン・ウタラ
シンガポールからフェリーで55分

物件: 20ヘクタール、全長250メートルのプライベート・ビーチ
1997年オープン、2016年に改装
車椅子利用可能客室１室
 

お支払い: インドネシア・ルピア、AMEX、VISA、MASTER

チェックイン／チェックアウト: 午後3時／午前10時

連絡先: +62 770-692-801

国情報 タイムゾーン: グリニッジ標準時+7時間 
 
気候: 11～3月雨期、4月～10月乾期

通貨: インドネシア・ルピア（IDR） 
 
言語: インドネシア語

到着／出発 到着: シンガポール・チャンギ国際空港 
タナメラ・フェリー・ターミナル 

リゾート行き方:  
• 移動パッケージ（フライト＆宿泊） 
   - ビンタン・フェリー・ターミナルから往復移動
   - 宿泊施設：追加料金でバス移動がお使いいただけます 
     （フェリー・ターミナルからリゾートまで）

共用シャワールーム
遅めの出発の方にはロッカー＆シャワー

その他サービス ゴルフ・カウンター*
外部ゴルフコースの手配

ブティック*
クラブメッドのグッズ、地元のお土産、 
日焼け止めなど基本的な生活必需品

ランドリー*
公共の洗濯機＆乾燥機

（セルフサービス用洗剤はブティックでお買い求めいただけます）

診療所*
相談＆薬剤

フォトグラファー*
思い出を写真やDVDに

ATM通貨
インドネシア・ルピアの引き出し

共用シャワールーム
遅めの出発の方にはロッカー＆シャワー



www.clubmed.co.jp

株式会社クラブメッド
ミーティング＆イベント事業部

0800-919-7013 （フリーコール） 

 TOKBMEI@clubmed.com

www.clubmed.co.jp


