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インドネシア・ウブド

星のやバリ開業
～「聖なる川に向かう運河の集落」が2017年1月20日に誕生～

全国にリゾート・旅館を運営する星野リゾート（本社：長野県軽井沢町、代表：星野佳
路）は、 2017年1月20日、バリ文化・芸術の中心地であるインドネシア ウブドに「星のやバ
リ」を開業します。

コンセプトは「聖なる川に向かう運河の集落」。「星のやバリ」は、ウブドの東側に位置
し、平らかな土地が急激に深く谷底の渓流へと切れ込むバリらしい地形に広がります。約3ha
の敷地には、運河を模した3つのプール、プールに直接入ることができる30のヴィラ、渓谷に
浮かぶ7つのガゼボ、渓谷を臨むダイニングなど、ウブドの大自然を感じられる空間で構成さ
れています。

「星のや」として海外1軒目、星野リゾートとして国内外合わせ37軒目の施設として、「星
のやバリ」は誕生します。

施設概要
施設名：星のやバリ
所在地：Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar 80552 Bali, Indonesia
URL http://hoshinoyabali.com/
客室：全30室（ヴィラタイプ） 敷地面積：約3ha
パブリック施設：プール・メインダイニング・カフェ・テラス・スパ
チェックイン 15:00 チェックアウト 12:00
料金：1泊1室 Rp 9,000,000〜（税金・サービス料込）
交通：デンパサール空港（バリ国際空港）より車で70分
総支配人：伊藤 靖兼

※ 為替レートは1円=約0.009ルピアです。



星のやとは

「星のや」は、 「現代を休む日」をコンセプトに、日常から離れて過ごす時間を
満たす、最も上質な滞在時間を提供しています。2005年に1軒目となる「星のや軽井
沢」のオープンを皮切りに、「星のや京都」、「星のや竹富島」、「星のや富士」、
そして2016年7月に「星のや東京」と開業してまいりました。施設が持つ価値観は統
一しながらも、その土地独自の歴史や文化を最大限に掘り下げ、圧倒的な非日常の
世界を構築しています。

「星のやバリ」は「星のや」として海外1軒目の施設であり、星野リゾートとして、
国内外合わせて37軒目の施設です。

現代を休む日をコンセプトにした「星のや」ブランドが海外、初進出へ

星のやブランドサイト hoshinoya.com

星のや軽井沢 星のや京都 星のや竹富島

星のやバリ星のや東京星のや富士



ランドスケープデザイン

「星のやバリ」の土地は、ウブドの東側に広がります。平らかな土地が急激に深く谷底の渓流へ
と切れ込む、バリらしい地形を生かして、大きく２つのゾーンを構築しました。

平坦な場所は、ヴィラが立ち並ぶ宿泊ゾーン。このゾーンは、それぞれが大きなプールに面して
いる、３つのブロックからなります。ここはヴィラと生い茂る木々が創り出すもう一つの渓谷の風
景であり、水面はプールというよりは沐浴の泉のよう。この泉は、ヴィラから続くプライベートな
プールと、運河のようにゆったりとしたパブリックなプールがゆるやかに一体化したもの。ヴィラ
から泉を眺めると、いつしか庭の一部となりながら、深い渓谷へと視線を誘う軸ともなっています。

深い渓谷に面した場所には、パブリックゾーンが広がっています。斜面上段にはバリの文化遺産
であるスバック（用水路）が走り、それに絡むようにデッキウォークが続きます。ひっそりとした
構えのレセプションに到着したゲストは、このデッキウォークへと案内され、突然バリの深い谷の
風景に放り出されることとなります。このデッキウォークから更に渓谷を覗き込むように、まるで
宙に浮かぶ鳥かごのようなカフェ・ガゼボに佇めば、バリの大地に刻まれた大自然と一対一で向き
合うひとときを提供することが出来ると考えています。

Studio on site
長谷川 浩己

建築設計

まずバリのヒンズー寺院や伝統的な家、集落について学び、バリにとどまらず、インドネシアの
幾つもの工房、例えば金物細工、石の彫刻、木の彫刻、バティック工場などを尋ねまわりました。
多くの出会い、発見を通して、バリの文化をそのままコピーするのではなく、「星のや」流を表現
するデザインを心がけました。

すべての客室は、運河のような大きなプールを囲いこむように配置され、客室のテラスには、こ
の気候だからこそできる『ゴロゴロ』スペースとして、アランアランと呼ばれる茅葺きのガゼボや、
プールリビングがあり、プールを優雅に取り巻くように設計。その客室やガゼボが軒を連ねる風景
は集落のようでもあり、プールの中からもその眺めを楽しんでいただけます。

パブリックエリアは、深い渓谷の対岸の緑を借景にして、バリらしい景色や谷を渡る風を感じな
がらパブリック機能を利用できる造りとしました。

海外で初の「星のや」。日本の空間作りの良さとバリの文化の調和を経験していただきたいと考
えています。

東環境・建築研究所
東 利恵

照明デザイン

ヴィラをはじめ、星のやの集落や建物にある全ての意匠的な明かりのの仕上げは、バリのものに
こだわりました。バティックの布や、たたいて磨き上げた鉄、銅。バリ島の職人が手がけた木や石
の装飾も用いられています。バリの伝統的な工芸は、照明と融合することで、厳かなほど美しい陰
影を生み出し、工芸から広がった光は、その空間を緩やかに照らし出します。

ヴィラで一番印象的なのものは、壁面に配された大きな木の透かし彫りを映し出す光。上部前面
と下部後面からの間接的な光で浮かび出る、精緻な工芸が間近に迫ります。ヴィラから広がるガー
デンテラスは、ペンダントやブラケット照明によるデザイン性や陰影を用いて、プライベイトな空
間のなかで過ごしているようなイメージに。そのガーデンテラスの奥に広がる運河も、夜は落ち着
いたリビングの延長と感じられるような照明を設えました。全ては、ウブドの集落での滞在がより
感動的に映し出されるようにと、照明デザインを心がけました。

ICE都市環境照明研究所
武石 正宣

「星のやバリ」をつくる人々

報道・メディア関係からの
お問い合わせ先

星野リゾート グループ広報
TEL：03-5159-6323

E-mail：pr-info@hoshinoresort.com



リゾートマップ

世界遺産に登録されているスバックを用いたライスフィールド



聖なる川の集落
バリの神話に語り継がれるプクリサン川と、その流域に広がる世界遺産の風景を支えているス

バックの間に佇む「星のやバリ」の集落。島の大切なふたつの水源に囲まれた地域には、熱帯の
樹々が繁り、鳥が飛び交う、バリ本来の美しい自然が広がっています。集落の中には、バリ伝統
建築のヴィラが、施設内に有する3つの運河プールに面して建っています。

バリの集落に滞在する

清廉な水に身体を委ねる
エメラルドグリーンの運河プールには、全てのヴィラの木陰から２４時間いつでも直接入る

ことができます。熱帯のバリでは、日に何度も水浴びをして快適さを保ちます。読書や団欒の
合間にも、刻々と表情を変える清廉な水に少し身体を委ねるだけで、心地よさが続きます。水
辺で寛ぐうちに、バリでなぜ沐浴が今でも崇められるのか、なんとなくわかってくるかもしれ
ません。

ウブドで育まれた芸術
熟練した職人がバリ建築の技法で仕上げたヴィラは、

その土地を豊かに過ごすバリ人の知恵が詰まっています。
中でもウブド地域を中心に培われたカーヴィング(彫刻)
は家具や外壁に施され、何人もの芸術家が魂を吹き込ん
だ伝統アートです。バリ独自の精神世界を感じさせる作
品が間近に迫る空間は、厳かな静けさに包まれています。



ヴィラ・ブラン
寝室をつつむように、緑の鮮やかなガーデンテラスが
広がります。運河プールの水辺には、ゆったりとした
プールサイドリビングを設えました。南国の風を感じ
ながら、冷たい水に足を浸したり、日光浴をしたりと、
水辺で寛ぐうちに時を忘れそうなリビングです。寝室
やガーデンテラスは、運河プールの上の階に位置する
ため、静かに滞在を楽しみたいときにもおすすめの
ヴィラです。

定 員3名
占有面積：208m²

間取り：プールサイドリビング、ガーデンテラス、
寝室、浴室

ヴィラ・ソカ
メゾネットタイプのヴィラです。２階にはやさしい光が
差し込む心地よい書斎を備えた寝室があります。１階に
は室内のリビングとプールサイドリビングがあり、草花
に囲まれたお庭を眺めながらお寛ぎいただけます。長期
滞在や4名様で一棟にお泊まりになりたいときにもおす
すめのヴィラです。

定 員2名
占有面積：187m²

間取り：リビング、プールサイドリビング、寝室、浴室

ヴィラ・ジャラク
熱帯雨林の渓谷に面したヴィラは、川のせせらぎと鳥
のさえずりが心地よく、ウブド本来の清らかな朝をテ
ラスにてお楽しみいただけます。レストランやスパな
どのパブリックエリアからも近く、テラスからリビン
グ・寝室まで段差の少ないフラットな造りのため、小
さなお子様とのご滞在にもおすすめのヴィラです。

定 員: 3名
占有面積: 198m²

間取り: ガーデンテラス、リビング、寝室、浴室

運河に面した個性的な３タイプのヴィラ

客室は３タイプの独立型ヴィラです。全てのヴィラから最長７０ｍのプールに直接入ることができ
ます。随所に施したバリ伝統の建築様式と、星のやオリジナルのインテリアに囲まれながら、上質
な滞在を演出します。



客室のこだわり

風が流れるガゼボ

常夏のバリでは、風の設計も重視し
ています。「星のやバリ」では川辺
の涼風を集落に取り込みつつ、それ
ぞれのヴィラには、バリの暑さも心
地よくなるガゼボ（バリ風の東屋）
を造りました。聖なる草と讃えられ
るアランアランで葺いた立派な屋根
と太い柱で、軒先までしっかりと濃
い日陰を擁する開放的な空間です。

カービング（彫刻）

世界中の芸術家が集うウブドは、絵
画や彫刻、音楽や伝統舞踊など、バ
リ芸術のメッカ。中でもバリ彫刻は、
熟練の職人が手彫りするひとつとし
て同じものはない芸術品です。「星
のやバリ」のヴィラの壁にも草花や
生き物の彫刻を施しました。バリで
育まれてきた自然と人との調和に思
いを馳せたくなる伝統工芸です。

建築と風景を結ぶプール

人と自然や神との調和を重んじるバ
リの建築では、庭は自然との調和を
とりなす大切な要です。神聖な水を
湛えるプクリサン川とスバックの恵
みを受ける「星のやバリ」には、清
らかな水を張り巡らす庭を造りまし
た。ヴィラのプライベートなプール
から集落全体、周囲の自然へと緩や
かに繋がります。



時間の移ろいによって変わるガゼボでのひととき

カフェ・ガゼボ

ジャングルの一部のように造られた７つのカフェ・ガゼボは、刻々と表情を変える渓谷ビュー
に面し、聖なる川「プクリサン川」のはるか上方に浮かぶ不思議な空間です。ゆったりとしたソ
ファに身を委ね、刻々と変化するウブドの森をただ眺めるうちに、自然と融合していくような感
覚にとらわれます。瞑想をしたり、日常からバリ時間への切り替えにもおすすめです。

４つの時間に合わせたご提案

インドネシアの一日にはパギ（朝）、シアン（昼）、
ソレ（夕方）、マラム（夜）の４つの時間があります。
カフェ・ガゼボでは、インドネシアの地ビールなどのア
ルコール、バリの熱帯気候に合わせたマンゴーやパッ
ションフルーツなどを使用したスムージーやノンアル
コールカクテルのミクスド・ドリンクをご提供いたしま
す。それぞれの時間に合わせて、カフェ・ガゼボでのお
飲み物や軽食をお楽しみいただけます。

場所：カフェ・ガゼボ
料金：Rp 120,000〜（税金・サービス料別）

※コーヒー・紅茶は無料



ご夕食 コンテンポラリーバリニーズ
10皿におよぶコースの中で多種多彩なフレーバーをス
トーリーで繋いでいきます。サンバル（辛味調味料）
が光るカルパッチョ仕立てのお造りや、３種の特製
ソースで楽しむ牛フィレ肉など、随所にバリの技法や
演出をとり入れた新しいバリ料理を提供いたします。
場所：ダイニング
料金：Rp 1,200,000（税金・サービス料別）

神秘的なガムランの音色がどこからか響くダイニン
グは、鮮やかな緑のジャングルに張り出す開放的な造
りです。ダイニングでは、バリの食材を熟知したシェ
フが仕上げるコース仕立ての「コンテンポラリーバリ
ニーズ」をお楽しみいただけます。

「コンテンポラリーバリニーズ」とは、10皿におよ
ぶコースの中で多種多彩なフレーバーをストーリーで
繋いでいく新しいバリ料理です。バリは多くのスパイ
スがもたらされた天然香辛料の宝庫で、豊富な海の幸
や山の恵み、棚田で育てられたお米など、他に類を見
ないほど豊かな食材も有しています。「星のやバリ」
オリジナルの器と演出で目にも美味しいコース料理を
提供いたします。

聖なる渓谷を臨むダイニング

ご朝食
ご朝食は和食・アメリカン・インドネシアンの３種

類からお選びいただけます。インドネシアンでは、9つ
の多彩なコンディメントとともにインドネシアのお粥
「ブブール」を提供いたします。
場所：ダイニング
料金：Rp 350,000（税金・サービス料別）

インルームダイニング
ミーゴレンやナシゴレンなど「インドネシア・ワル

ン」を中心に様々なお食事をお部屋に提供いたします。
場所：お部屋
料金：Rp 140,000〜（税金・サービス料別）



その他の施設

プールラウンジ
各運河プールには、快適で広々としたソファを備え

たプールラウンジをご用意しております。生命力あふ
れる熱帯植物に囲まれた空間で、寛ぎの時間をお過ご
しいただけます。
場所：各運河プール内
時間：24ｈ

ライブラリー
スバックのせせらぎが響くリゾートの一画に、旅行

中の好奇心を膨らませてくれる書籍や写真集を取り揃
えたライブラリーをご用意しました。プールラウンジ
やカフェ・ガゼボなど、お好みの場所で読書をお楽し
みいただけます。
場所：ライブラリー
時間：24ｈ

ショップ
バリ島内各所からセレクトした厳選品や、星のやオ

リジナル商品など、ご旅行の思い出となる多数の品々
を取りそろえております。
場所：レセプションエリア
時間：7：00～21：00

オイルマッサージ
ウブドの生薬素材を使うボディスクラブやボディラッ
プ、オイルトリートメントでは、心地よいタッチと癒
しの香りで、深くお寛ぎいただきます。
場所：スパルーム
料金：Rp 1,400,000〜（税金・サービス料別）

「星のやバリ」では、バリの人々が古から今に伝える癒しの技を星のやオリジナルにア
レンジした「星のや バリニーズ・マッサージ」で、お客様に深い寛ぎと安らかな時間をご
提供します。優しくエキゾチックな花々の香りに包まれれば、心もお肌もふっくらと潤い
に満ちるはず。米やハーブ、スパイスをベースにしたボディスクラブやパックとオイル類
は、バリ伝統の智恵の数々で、心身に心地よい刺激を与えて丁寧に調えます。

スパ

朝日のヨガ・夕陽のヨガ
聖なる川が作り出した豊かな自然の中、ヨガで心も身
体も整えます。朝は身体を目覚めさせる朝日のヨガ。
夕方は一日の疲れをいやす夕陽のヨガ。毎日2回行いま
す。
場所：ヨガ・ガゼボ
料金：無料



～プログラム例～

お祈りのためのチャナン作り
バリ人の信仰生活に欠かせないチャナン（葉や花びら
で作るお供え物）作りをご体験いただけます。20分ほ
どで3種類のチャナンをつくり、ご希望の方はバリ人の
祈り方もご説明します。
場所：「星のやバリ」内（レセプションエリア）
料金：無料

素顔のバリに出会う、「星のやバリ」オリジナルアクティビティ

「星のやバリ」のある地域一帯は、未だ大規模な観光開発がなされていない貴重な伝統
集落群です。そこにある美しい丘陵や水田、夕焼け、満天の星空、そして人懐っこいバリ
人たちの素顔に出会う「星のやバリ」オリジナルアクティビティをご用意しています。

世界遺産の景色と寺院をめぐる
ウブド・バリ北部満喫ツアー
聖なる泉の湧くティルタ・ウンプル寺院、ライステラス、
キンタマーニ高原、バトゥール湖など「バリ州の文化的
景観」として世界遺産登録された景勝地や寺院を日本語
ガイドと共にめぐるツアーです。
場所：リゾート外
料金：1名 Rp 400,000（税込）

バリの哲学「トリ・ヒタ・カラナ」と
世界遺産「スバック」触れる文化トレッキング
「トリ・ヒト・カラナ」とは “神と人間”“人間と人間
”“人間と自然”の３つの調和を表すバリ人の世界感。伝
統的なたたずまいを残すスバリ村ではトリ・ヒタ・カラナ
と密接につながる世界文化遺産として登録された水利シス
テム「スバック」を間近にみることができ、美しい自然と
田園風景そしてバリの文化を感じることができます。
場所：リゾート外
料金：1名 Rp 300,000（税込）

写真提供：インドネシア共和国観光省


