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息をのむ壮大な景色、地元料理やインターナショナルグル
メ、リラックス感あふれるスパや興味深い文化体験など、素
晴らしいひとときをお楽しみください。ザ・リッツ・カールト
ン バリでは洗練された豪華なスイートやヴィラが、クリフト
ップやビーチサイドに広がっています。神々の島での思い出
深いご滞在をご堪能ください。

到着
至福のひととき
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鯉の池を見渡すトロピカルな小道



12.7ヘクタールもの美しい敷地には、水を配し
たトロピカルガーデンをはじめ、紺碧のインド
洋の素晴らしいパノラマ風景、白砂のビーチ、
聖なるアグン山が彼方にひろがっています。



神々の島と呼ばれるバリ島は、神秘的な楽園の雰囲気に
包まれた、驚きのひとときをお楽しみいただけます。南国の
太陽、ヤシの木々に縁どられたビーチ、色鮮やかな文化、
贅沢なグルメなど、バラエティー豊かなバカンスをご満喫
ください。

発見
思い出深いひととき
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コンテンポラリーでスタイリッシュ、機能的な設備を完備し
たリゾートは、細部にもこだわったバリの織物や工芸品が
ふんだんに使われ、神秘的なバリの雰囲気を感じさせます。
緑豊かで開放的なスペースにご用意したビーチカバナやプ
ール、バリ式パビリオンなど、ザ・リッツ・カールトン バリはプ
ライベート感覚あふれるトロピカルパラダイスです。

リラックス
くつろぎと静寂に包まれた
ラグジュアリーな隠れ家

プライベートプール付きガーデンヴィラ（1ベッドルーム）
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サワンガンジュニアスイートは、広々とした豪華なスイートです。お好みでキングサイズベッドまたは2台の
クイーンベッドをお選びいただけます。リビングエリアはくつろぎのひとときに最適、豪華なバスルームには
ダブルシンクや大型のバスタブがあり、22インチのビルトインテレビ、独立したレインシャワー、ドレッシング
エリアが完備され、贅沢なバスローブやアスプレイのアメニティをご用意しています。リゾートの美しい眺め
がお楽しみいただけるスイートは、ゆったりとしたプライベートバルコニーにデイベッドがおかれ、トロピカ
ルな雰囲気をお楽しみいただくのにびったりの場所です。ご家族でのご滞在にはご希望によりベビーベッド
や追加ベッドもご用意しております。

プールアクセスをもつサワンガンジュニアスイートは、プライベートテラスから27㎡のプールへダイレクトアクセスがあります。お
好みでキングサイズベッドまたは2台のクイーンサイズベッドをご用意しています。ゆったりとしたリビングエリアは室内でくつろぐ
のにぴったりの場所。豪華なバスルームにはダブルシンクに大型のバスタブ、22インチのビルトインテレビ、独立型レインシャワー、
ドレッシングエリアをご用意しています。地階に位置するスイートにはデイベッドが置かれた開放的なプライベートテラスがあり、
ラグーンスタイルのプールへダイレクトアクセスをお楽しみいただけます。手入れの行き届いた樹木がプールやテラスでのプライ
バシー豊な空間を演出、くつろいだひとときをお過ごしいただけます。ご家族でのご滞在にはご希望によりベビーベッドや追加ベ
ッドもご用意しております。

客室の特徴
アイランドアクセントを散りばめたコンテンポ
ラリースタイル
ゆったりとしたデザインの中に島のトロピカルな雰
囲気が感じられるインテリアは、手作りのレリーフや
上質な調度品、リネンなどがコンテンポラリーなバリ
島の思い出深いご滞在を演出します。

プライバシーに配慮したモジュラーデザイン
書斎デスクやおしゃれなリビングエリアなどプライバ
シーに配慮したモジュラーデザインが魅力のスイー
トです。プライベートバルコニーにはゆったりとした
デイベッドやテーブルが置かれ、くつろぎのひととき
を演出します。

客室の特徴
ダイレクトプールアクセス
ゆったりとしたスイートのガラスドアを開けると、ラグーンスタ
イルのプールへ。リラックス感あふれるプライベートテラスでく
つろぎながら朝のコーヒータイムやランチ、アフタヌーンティー
などをお楽しみください。

島の魅力をプラスしたコンテンポラリーなスタイル
広々としたスペースのなかに地元の芸術品や調度品などを取
り入れたインテリアは、バリの魅力的な雰囲気がアクセントと
なっています。地元職人の手による上質の調度品やリネンなど
は、思い出深いバリのひとときを演出します。 

100 Square Meters 100 Square Meters

サワンガンジュニアスイート サワンガンジュニアスイート プールアクセス

開放的でゴージャスな眺め
開放的なガラスドアを開けると、バルコニーから
美しい熱帯の景色がひろがっています。 

プライバシーを大切にするモジュラーデザイン
スイートではプライバシーを大切にしたモジュラーデザインを
取り入れています。緑豊かな木々に包まれた屋外のバルコニー
にはデイベッドやテーブルなどが置かれ、ラグーンスタイルのプ
ールへダイレクトアクセスをお楽しみいただけます。

バリ



ザ・リッツ・カールトン・スイートは、ご滞在ゲストにゆったりとした豪華でモダンなひとときをお楽しみいただくためにデザインされ
ています。コンテンポラリーなバリニーズデザインが印象的なインテリア、上質な調度品、開放的なガラスドアからは温かみのある
天然光が差し込み、美しいガーデンや彼方に海の景色が広がっています。ベッドルームにはスーパーキングサイズベッドや2台のク
イーンサイズベッドが置かれ、独立したリビングやダイニングエリアが居心地の良さを感じさせます。豪華なバスルームにはダブル
シンク、レインシャワー、ドレッシングルーム、大型のバスタブが完備されています。屋外には美しいリゾートの眺めが広がり、デイベ
ッドやテーブルなどが置かれたプライベートバルコニーがコンテンポラリーなご滞在を演出します。ご家族でのご滞在にはご希望
でベビーベッドや追加ベッドをご用意しているほか、快適なコネクティングルームもございます。

客室の特徴
室内外から楽しめる素晴らしい眺め
ラウンジやダイニングエリアの大型ガラスドアを開けて、広々と
したバルコニーへと出ると、トロピカルな雰囲気に満ちた美し
いガーデンが広がっています。プライバシー豊かで居心地のよ
い雰囲気の中、リラックスタイムやお食事時間に素晴らしいパ
ノラマ風景をお楽しみいただけます。

極上リゾートステイ 

400本の糸から作られたハンドメイドのベッドリネンや手織り
の織物がアクセントに配された大理石の豪華なバスルームに
は、ゆったりとしたバスタブやテレビが用意され、ザ・リッツ・カ
ールトン・スイートならではの豪華でリラックスしたひとときを
ご満喫いただけます。

145 Square Meters

ザ・リッツ・カールトン・スイート（1ベッドルーム）

印象的なコンテンポラリースタイル
ゆとりのスペースが広がるスイートはインドネシアの雰囲気が
散りばめられた美しいインテリアが印象的です。開放的な空間
には上質な調度品がスタイリッシュに配され、思い出深いコン
テンポラリーなバリ島ステイを演出します。

ザ・リッツ・カールトンスイート プールアクセスは、豪華なスイートステイをお約束します。43㎡のプールへダイレクト
アクセスをお楽しみいただけるスイートは、モダンなデザインにバリの雰囲気が感じられる上質な調度品を配したイ
ンテリアが印象的です。豪華なリビングエリアやダイニングエリア、大型キングサイズベッドや2台のクイーンサイズベ
ッドが置かれたベッドルームなど、ザ・リッツ・カールトンスイートは、まるで第二の我が家のような快適なご滞在がお
楽しみいただけます。広々としたバスルームにはダブルシンクや独立したレインシャワー、大型のバスタブ、ドレッシン
グルームが整っています。美しいリゾートの眺めが広がるゆったりとしたプライベートテラスには居心地のよいデイベ
ッドが置かれ、美しいラグーンスタイルのプールへのダイレクトアクセスもお楽しみいただけます。ご家族でのご滞在
にはご希望によりベビーベッドや追加ベッドもご用意しています。
 

客室の特徴
ダイレクトプールアクセスと美しい景色
開放的なガラスドアを開けると広々としたテラスか
ら43㎡のプールへ。テラスに置かれたデイベッドや、
パビリオンで美味しいトロピカルジュースを楽しみ
ながらリラックスしたくつろぎのひとときをお楽しみ
ください。素晴らしいリゾートの景色や彼方に広が
るオーシャンビューが、楽園リゾートの雰囲気を盛り
上げます。 

145 Square Meters

ザ・リッツ・カールトン・スイート プールアクセス（1ベッドルーム）

至福のひととき 

豪華な大理石のバスルームにご用意したゆったりとしたバ
スタブで過ごすくつろぎのひととき。美しい眺めがひろがる
広々としたテラスやプールで極上のリゾートステイをお楽
しみください。

印象的なコンテンポラリースタイル
広々としたスペースのなかに地元の芸術品や調度品など
を取り入れたインテリアは、バリの魅力的な雰囲気がアク
セントとなっています。地元職人の手による上質の調度品や
リネンなどは、思い出深いバリのひとときを演出します。

バリ



広々としたスペースを誇る豪華な2ベッドルームのリッツ・カールトンスイート　プールアクセスは、ラグジュ
アリーなバカンスを求めるご家族でのご滞在やグループでのご滞在にぴったりです。美しいリゾートの眺め
が広がる280㎡のスイートは、地元の芸術品や調度品などを取り入れ、バリの魅力的な雰囲気がアクセン
トとなっています。大型のキングサイズベッドが置かれた寝室と、2台のクイーンサイズベッドが置かれた寝
室の2部屋をご用意しています。どちらのベッドルームにも豪華なバスルームが完備され、ダブルシンクやレ
インシャワー、ゆったりとした大型のバスタブをご用意し、プライバシーを大切にした造りとなっています。広
々と豪華なリビングやダイニングエリアは居心地がよく、屋外テラスにはラウンジエリアやデイベッド、サン
ラウンジをご用意しているほか、142㎡のプールへダイレクトアクセスも魅力です。
    

客室の特徴
エレガントでスタイリッシュ 

上質なベッドリネン、広々とした美しいリビングやダ
イニングエリア、豪華な大理石を使用した2か所のバ
スルーム、ゆったりとしたテラスにはパビリオンや屋
外ダイニングスペース、プールへのダイレクトアクセ
スをご用意しています。ご家族やグループでくつろい
だひとときをお過ごしいただくのに最適です。

ダイレクトプールアクセスと広々テラス
プライバシー豊かで魅力あふれるスイートの開放的
なガラスドアを開けると、スタイリッシュなプールが
目の前にひろがっています。魅力的なフローティング
ブレックファストや、サンセットカクテルなど、プール
サイドでのひとときをご満喫ください。

280 Square Meters

ザ・リッツ・カールトンスイート プールアクセス
（2ベッドルーム）

コンテンポラリーなスタイルにトロピカルな
アクセント
広々としたスペースのなかに地元の芸術品や調
度品などを取り入れたインテリアは、バリの魅力
的な雰囲気がアクセントとなっています。地元職
人の手による上質の調度品やリネンなどは、思い
出深いバリのひとときを演出します。

バリ



ザ・リッツ・カールトン・クラブのご滞在でより洗練されたひとときをお楽しみください。トロピカルな雰囲気
が広がる美しいラウンジでは、クラブコンシェルジェがゲストのご要望に合わせて気配り豊かにお世話いた
します。より豪華で充実したバリでのリゾートステイをお楽しみいただける、さまざまなクラブ特典をご用意
しています：

• クラブラウンジでのパーソナルタッチなチェックインとチェックアウト
• クラブラウンジにてご用意する毎日5回のお食事やお飲み物

• 朝食: 7am－11am
• ライトブッフェランチ：12pm－2pm
• アフタヌーンティー：2：30pm－4：30pm
• イブニングオードブル：5pm－8pm
• デザート：8pm－10pm

• クラブラウンジプールでの夕刻カクテル5pm－6：30pmお好みのスピリッツやワイン、ビール
• ヴィラ/スイートにつき毎日2枚の無料ランドリーサービス
• 一室につきチェックイン時に2枚の無料プレスサービス
• クラブスイミングプールへの専用アクセス
• 毎週日曜日3pm－4pmにはバリの伝統的なカルチャーアクティビティー

ザ・リッツ・カールトン・クラブへのアクセスは、お1人様1日USD78.00ドル（21%の税サ加
算）にてご予約いただけます。6才未満のお子様は2名まで無料、追加のお子様は50%割
引にてご利用いただけます。6-12歳のお子様は50%割引にてご利用いただけます。

クラブラウンジのコーヒーバー

ザ・リッツ・カールトン・クラブ
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ザ・リッツ・カールトンクラブの上質なサービ
スや豪華な設備をご堪能ください。クラブラウ
ンジでは思い出深いひとときをご用意してお
ります。
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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。

若返り
若さを取り戻しナチュラルヒーリング

ハイドロ・バイタルプール



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で、お食事タイムを思い出深いひと
ときへと演出します。

風味
世界中のグルメを唸らせる食の祭典

ブジャナで楽しむインドネシア式リスタフェルディナー
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スタイリッシュなビーチグリルでは、クラシック
な人気カクテルから創造性豊かなカクテル、世
界各国から集められた厳選ワインなどバラエ
ティー豊かなお飲み物と共に美味しいお食事
をお楽しみいただけます。
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ザ・リッツ・カールトン バリのもつ会議設備やサービス、ケー
タリング、屋外会場、印象的なロケーションは、大切な会議
やインセンティブイベント、会合やウエディングなどに最適
です。専属スタッフがご希望のテーマや規模などをトロピカ
ルな雰囲気にマッチした演出で、信頼のおける技術サポー
トと共にご用意しております。

集まる
魅力あふれるミーティングスペース

ミート・ザ・バンジャール・ミーティングパッケージ
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バリ島の文化は島独特の哲学思想にもとづいて受け継が
れてきました。スパメニューをはじめ、魂の浄化リチュアル
などに代表されるリッツ・カールトンエクスペリエンスなど、
バリの文化を感じられるさまざまなアクティビティをお楽し
みください。

楽しむ
神秘的で魅力的な文化に触れる

カルチャーコンシェルジュ



リゾートでは素晴らしい設備やサービスはもと
より、バリ島ならではのさまざまな体験プログ
ラムもご用意しております。神聖な寺院、文化
の中心として有名なウブド、バトゥール登山、ダ
イビングやシュノーケルにサーフィンなどのほ
か、珍しいバリアガ村の見学など、思い出深い
ひとときをお楽しみください。
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ザ・リッツ・カールトンバリでは、自然の不思議や伝統的な
バリの文化などお子様も楽しめるプログラムをご用意して
います。プログラムは水、土、環境、文化などを基本モチーフ
にし、サンゴ礁やウミガメ、リサイクルや自然保護、本の読
み聞かせ、工作、食べ物など、バラエティー豊かなテーマや
内容は、お子様を夢中にさせます。

遊ぶ
遊びを通して学ぶ喜びを伝えます

リッツ・キッズ・リトル・フィッシャーマン



JALAN RAYA NUSA DUA SELATAN LOT III, 

SAWANGAN NUSA DUA, BALI 80363, INDONESIA

PH +62 361 849 8988 FAX +62 361 849 8989

@ritzcarltonbali

The Ritz-Carlton, Bali

@ritzcarltonbali

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 
#RCMemories #ritzcarltonbali
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