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クラブメッド・バリ
インドネシア
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インセンティブ旅行、
社員旅行なら
クラブメッド・バリへ
世界約70ヶ所にリゾートを運営するクラブメッドはインセンティブ旅行のパイオニア。
壮大なロケーションにあるオールインクルーシブリゾートはフレンドリーでイン
ターナショナルな空間。クラブメッドでしかできないユニークな体験を通して、
人と人との繋がりが再発見できる場所です。

デンパサール国際空港から14km / 車で約20分

■ 施設 
● メインレストラン「AGUNG」（ベビーコーナーあり ： 電子レンジ、ベビーフードをご用意しております。）　
● グルメラウンジ「THE DECK（レストラン）」（夕食のみ現地にて予約が必要です）　
● バー「KINTAMANI」、ビーチバー「TUPAI TUPAI」、Zen Pool バー、グルメラウンジ「DECK バー」
● クラブメッド・スパ by MANDARA（現地でのお申し込み・追加代金）　● シアター　
● 大人専用のクワイエットプール「Zen Pool」　● プール（子供用あり）
● ビーチタオルカウンター（貸し出し制）　● フィットネスセンター　● オプショナルツアーデスク
● ブティック　● ランドリー　● ビリヤード（追加代金）　● 医務室　● シャワールーム　
● コンファレンスルーム（約180名収容）　● Wi-Fi無料

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、エンターテイメントショー

クラブメッド・スパ

クワイエットプール

ザ・デック／デックバー

メインバー
体育館

アーチェリー

ゴルフ
ランドスポーツ受付

シアター

レセプション／メインレストラン
ベビーコーナー／ブティック／オプショナルツアーデスク

フォトカウンター／ビジネスセンター／フィットネスセンター

ウインドサーフィン
シュノーケリングボートトリップ
カヤック受付

プティクラブ
ミニクラブ
ベビークラブ（1階）

バリニーズシアター
ビーチバー

客室

客室
客室

テニス

フットサルコート

プールシャワールーム
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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・アクティビティを楽しみましょう。

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、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。

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

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

シンプルに、
すべておまかせ！



シュノーケリングボートトリップ

76

クラブメッドならではの空中ブランコ。新しいスポーツに挑戦したい方に最高の用具と施設をご用意しています。
初心者も上級者も、専任スタッフの指導のもと、安全に、また最上のコンディションで思い切り楽しむことができます。
さあ、少しばかりの勇気を出して、空を飛び越え、最初の"キャッチ"に挑みましょう。
より多くの経験を積んだ人は、上級の技にもチャレンジ。
他にも綱渡り、ジャグリング、トランポリンも行えます。

各レッスンには3つのパートがあります
● 準備体操
● レッスンと実践
● デブリーフィングとクールダウン

Flying Trapeze
空中ブランコ スポーツ＆アクティビティ

Sports & Activities 

新しい自分を発見する
充実のアクティビティ

ゴルフ

テニス

カヤック

アーチェリー

ウインドサーフィン

ビーチバレー

ランドスポーツ
◎ アーチェリー　
◎ ゴルフ・ショートコース（6ホール）／練習場
◎ 空中ブランコ
◎ バンジーバウンス（子供のみ）
◎ パワーウォーク 
◎ テニス（7面／ナイター設備付き）
● スカッシュ（4面）
● 卓球
● サッカー
● ペタンク
● ビーチバレー　
● バレーボール　
● バスケットボール　
● バドミントン

ウォータースポーツ
◎ ウインドサーフィン 
◎ シュノーケリングボートトリップ
◎ アクアフィットネス
● 水球
● カヤック
● スタンドアップパドル

リラクゼーション
◎ ヨガ 
◎ ピラティス　など 

エンターテイメント
◎ G.O（ジーオー）ショー

◎印はレッスンまたはG.O（ジーオー）の同行があります。　
※ウエアや運動靴、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。 
※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ございます。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
ビティもございます。

よく動く



* 追加代金
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深く深く呼吸する、
心を解き放つくつろぎの時間

CLUB MED SPA BY MANDARA
至福のスパ・トリートメント＊ 
波やヤシの葉の揺れる音が聞こえる静かな空間でバリ
発祥の伝統の技によるトリートメントやマッサージをお楽
しみください。
体を癒し、心を解き放つ究極の体験をご堪能いただけます。

バリ伝統の手技とトリートメントで
究極の癒しを

よく感じる

リラックスヨガ

ピラティス

プール

大人専用のクワイエットプール
「Zen Pool」

スパ・トリートメント＊
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よく食べる

クラブメッド・バリではメインレストランとグルメラウンジの
二つのレストランをご用意。
メインレストラン「AGUNG」では、フランス料理のノウハウ
とローカルグルメが融合したとっておきのメニューが並ぶ
ビュッフェや、インドネシアをはじめ各国の料理をお楽しみ
いただけます。さらにライブクッキングステーションでは、
目の前で調理された熱々の一皿をご提供。お食事の楽しさ
が広がります。

また水の上に浮かぶ大人のムード溢れるアラカルトレストラン
「THE DECK」では、ぜひ新鮮な魚料理やシーフードをどうぞ。
インターナショナルからローカルフードまでをお召し上がり
いただけます。現地にて事前のご予約をおすすめします。

食卓を囲み、喜びや感動を共有することで、チームの絆はよ
り深まっていきます。

チームで楽しむ郷土料理と
インターナショナルビュッフェ
チームで楽しむ郷土料理と
インターナショナルビュッフェ

ORCHIDS
Lounge
約120席

DIVINITIES
Lounge
約70席

Buffets

SUNSHADE Lounge
約160席

Terrace
約80席

Terrace
約290席

EV

メインレストラン
解放感のあるオープンエアのエリアを備えたレストラン。
5つのエリアはスペースを区切ってご利用いただくことができます。

※小さいお子様にレトルト離乳食や電子レンジをご用意しております。

THE DECK

メインレストラン「AGUNG」
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充実したミーティングの後は、チームの皆様で
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サーカス・ショー、G.Oと
夜通し踊りたくなるミュージック・ヒッツ、地元の
パフォーマーが披露するバリの伝統舞踊などが
あります。きらびやかな衣装に身を包み、魅惑
的な音楽で踊る美しいパフォーマンスは皆様を
魅了します。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

シアター

よく遊ぶ
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海と空の輝きをグラスに映し
語らう昼と夜

友人を訪ねたように心地よい
G.Oたちと分かち合うひととき

大人の語らいの時間は、夜だけとは限りません。
ミーティングの合間や食後の休憩時間など、
ちょっとした時間にいつでも気軽に立ち寄れ
る場所、それが4ヵ所にあるバー。
ビーチや水の上など、さまざまなロケーション
で、カクテルやビール、ソフトドリンクなど、
お好きな1杯を片手に、いつもできない話に
花を咲かせましょう。チームの皆様の新しい顔
が見えてくるかもしれません。

世界中から集まったG.Oたちはみんな陽気でフレンドリー。
「今日の波はどう？」「おすすめのメニューはなに？」
まるで昔からの友人のように不思議と会話が生まれます。
レセプションやウェイター、インストラクター…それぞれの専門で
活躍する彼らの笑顔とホスピタリティがバカンスのあらゆるシーン
をとっておきの思い出に変えていきます。

バー「KINTAMANI」

ビーチバー「TUPAI TUPAI」 　

Zen Pool バー

グルメラウンジ「DECK バー」

※ビール、ワイン、基本的なカクテルは追加代金不要。
　一部の高級アルコール類は有料となります。

BAR G.O

クラブメッドのスタッフ　
G.O（ジェントル・オーガナイザー）
設立当初のクラブメッドでは、ボランティアスタッフがお客様ととも
にスポーツを楽しみながら食事の用意などをしていました。
彼らが、クラブメッドだけに存在する特別な職業「G.O」（ジーオー）の
原型です。通常のホテル業務にとどまらず、アクティビティやキッズク
ラブの先生、エンターテイナーとして活躍。クラブメッドをクラブメッ
ドたらしめるもの、それはG.Oのカリスマ的存在に他なりません。



Design your event
AT CLUB MED Bali Indonesia

クラブメッド・バリ インドネシアでの
イベントをデザインしましょう
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宿泊施設

コンファレンスルーム

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

オプショナルツアー

リゾート・レンタル



SUPERIOR ROOM WITH BALCONY

DELUXE ROOM WITH TERRACE

SUPERIOR ROOM SUITE LIVING ROOM
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宿泊施設

宿泊施設

コンファレンスルーム

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

オプショナルツアー

リゾート・レンタル

スイート

スーペリア
ルーム
バルコニー

スーペリア
[299室]

デラックス
[84室]

スイート
[10室]

デラックス
テラス

64㎡ 大人2名
+

12歳未満の子供1名
（お子様はソファーベッドの

ご利用となります）

40㎡

25㎡

大人2名
+

12歳未満の子供1名
（お子様はソファーベッドの

ご利用となります）

大人2名
+

12歳未満の子供1名
（お子様はソファーベッドの

ご利用となります）

スーペリア
ルーム

25㎡ 大人2名

・ボトルシャンパン（1本）、朝食のルームサービス、ミニ
バー（毎日補充）＊1、バスアメニティセット、エアコン、バス
タブ、シャワー、アイロン、テレビ、電話、ミニ冷蔵庫、セー
フティボックス、ドライヤー、湯沸しポット、コーヒー／
ティーセット、バスタオル、フェイスタオル、ビーチタオル
（貸し出し制）、シャンプー（※コンディショナーはありま
せん）、石鹸
・Wi-Fi利用可

・ミニバー＊2、バスアメニティセット、アイロン、エアコン、
シャワー（バスタブなし）、テレビ、電話、ミニ冷蔵庫、セー
フティボックス、ドライヤー、湯沸しポット、コーヒー／
ティーセット、バスタオル、ビーチタオル（貸し出し制）、
シャンプー（※コンディショナーはありません）、石鹸
・Wi-Fi利用可

・エアコン、シャワー（バスタブなし）、テレビ、電話、ミニ冷
蔵庫、セーフティボックス、ドライヤー、湯沸しポット、コー
ヒー／ティーセット、バスタオル、ビーチタオル（貸し出し
制）、シャンプー（※コンディショナーはありません）、石鹸
・Wi-Fi利用可

• 客室の接続（コネクティング）：
  デラックス テラス + デラックス テラス
  デラックス テラス + スーペリアルーム バルコニー

• 客室の接続（コネクティング）：
  スーペリアルーム バルコニー + スーペリアルーム バルコニー
  スーペリアルーム バルコニー + スーペリアルーム

※全393室

＊1 滞在中はミニバーを追加代金なしでご利用いただけます。

＊2 滞在中はミニバーを追加代金なしで
ご利用いただけます（到着時1回のみ、補充はございません）。

記載のインフォメーションは2019年4月1日現在のものです。



宿泊施設

コンファレンスルーム

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

オプショナルツアー

リゾート・レンタル

<ROOM BESAKIH / TANAH LOT / ULUWATU ＞

20 21

コンファレンス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。

レイアウト

コの字形式 島型形式 スクール形式 シアター形式

BESAKIH / TANAH LOT 
/ ULUWATU （各70m2）

25人 24人 30人 60人

BESAKIH + TANAH LOT 
+ ULUWATU （211m2）

60人 60人 120人 200人

全日 半日
   

時間枠 8時間 4時間 

  
設備

- 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／鉛筆、ワイヤレスマイク2本、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。

コンファレンスルーム*

* 追加代金

クラブ・コーヒー・ブレイク プレミアム・コーヒー・ブレイク

スケジュール 20分 20分

メニュー
コーヒー、紅茶、ジュース、3種のフルーツ、
2種のペーストリー

コーヒー、紅茶、ジュース、
4種のフルーツ、ローカルスウィーツ

* 追加代金

コーヒー・ブレイク*



宿泊施設

コンファレンスルーム

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

オプショナルツアー

リゾート・レンタル
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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

企業責任

絆

楽しさ

コミュニケーション

チームビルディング プログラム* 

* 追加代金
* 追加代金

クラブメッド・カクテル オープンバー・カクテル プレステージ・カクテル

お時間 60分

メニュー

オープンバーサービス不要
4種のカクテル、ビール、
ソフトドリンク、2種のフルーツ、
カナッペ

ラム・ウォッカ・ジン・ウィスキー
ビール・ワイン、ソフトドリンク、
2種のフルーツ、カナッペ

シャンパン、プレミアム・ワイン、
プレミアムアルコール
ラム・ウォッカ・ジン・ウィスキー
モヒート、ソフトドリンク、
6種のカナッペ

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。
クラブ、プレミアム・カクテル、シャンパン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。

カクテルパーティー* 



リゾート・
レンタル 

（貸し切り利用）

2524

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。

宿泊施設

コンファレンスルーム

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

オプショナルツアー

リゾート・レンタル

オプショナルツアー

神秘的な魅力が人気のリゾート地、バリ島ならではの体験ができるプランをご用意。
民族舞踊や壮大な自然の絶景、エキゾチックな遺跡など、神々の島にあふれるエネルギーを感じていただけます。

タナロット寺院

ラフティングエレファントライドウブドの棚田

ケチャックダンス
inウルワトゥ寺院

（半日ツアー）

バリ島の伝統的なケチャック
ダンスを、断崖絶壁に建つウル
ワトゥ寺院で鑑賞します。

エレファントライド
大きな象の背中に乗ってバリの
森林や田園、村々をゆったりと
散策します。

ウブド観光と
タナロット寺院

（半日ツアー）

タナロット寺院をはじめ、モンキー
フォレストやウブドマーケット
など人気スポットを訪れます。

ラフティング
アユン川/テラガワジャ川

（1日ツアー）

本当のアドベンチャーをお探し
ですか？美しい景観のアユン川
を下る楽しさいっぱいのこの
アクティビティ。

キンタマーニ高原と
寺院巡り

（1日ツアー）
バリで一番大きなヒンドゥー寺
のブサキ寺院やバリ島を象徴
する棚田などを堪能できます。

プライベートツアー
（半日・1日ツアー）

この不思議な美しい島を探検
するためのプライベートツアー
づくりをお手伝いいたします。

※上記記載内容は2019年4月現在のものです。このほかにもさまざまなオプショナルツアーをご用意しています。
※オプショナルツアーは有料です。現地でのお申し込み、お支払いとなります。料金・詳細情報についてはお問い合わせください。
　また、ホームページでもご覧いただけます。 ▶www.clubmed.co.jp/l/optional-tour
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* 追加代金

クラブメッド・バリ インドネシア

リゾート情報 ロケーション
インドネシア、バリ島、ヌサドゥア
デンパサール国際空港から車で約20分

物件
14ヘクタール、駐車場10ヶ所
1986年オープン、2016年に改装
車椅子利用可能客室2室

お支払い
インドネシア・ルピア、AMEX、VISA、MASTER、JCB

チェックイン／チェックアウト
午後3時／午前10時

連絡先
+62 361-77-1521

国情報

 

タイムゾーン ： グリニッジ標準時+8時間

気候 ： 11月～4月雨季、5～10月乾季

通貨 ： インドネシア・ルピア（Rp.）

言語 ： インドネシア語

到着／出発 到着 ： デンパサール（ングラ・ライ）国際空港

リゾートへの行き方 ： 
- パッケージプラン（フライト＆宿泊）：往復送迎あり
- 宿泊プラン（宿泊のみ）：追加料金で送迎利用可能
 （デンパサール空港到着ゲートからリゾートまで）

共用シャワールーム ： 
遅めの出発の方はご利用いただけます。

その他のサービス クラブメッド・ブティック
クラブメッド・コレクション、衣服、お土産、
日用品（洗剤、洗面具、薬など）

ランドリー*
共用の洗濯機と乾燥機（レセプションで両替可）
ランドリーサービスあり

診療所*
相談と薬剤

フォトグラファー*
思い出を写真やDVDに

タクシーカウンター*
リゾートカウンターで受付

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充実の
ラインナップ。お好きなリゾートを
お選びください。

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
モルディブに
２つのリゾートを運営
 
活気溢れるクラブメッド・カニフィノールと
プライベートで贅沢なクラブメッド・フィノール 
ヴィラ。とっておきの空間で質の高い時間を
堪能いただけます。

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
ルーシブなら、イベントの企画や実施は
スムースです。

• 「トラベラーズチョイスアワード家族向けホテルトップ25」 
トリップアドバイザー（2019年）

• 「エクセレンス」 
トリップアドバイザー（2018年）

• 「エコ認証」グリーングローブ（2013～2016年）

AWARDS

クラブメッドにおまかせください

タイ

マレーシア

インドネシア

クラブメッド・バリ

クアラルンプール
シンガポール

ジャカルタ



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


