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株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区  代表取締役会長兼社長：澤田  秀雄  以下、H.I.S.）は、

SNAPLACE(本社：東京都品川区 代表：椛島恵里香)と共同で、SNS 上で反響の高いインドネシア・バリ島のフォトジェニックス

ポット 20箇所を選択肢に設定し、H.I.S.が運用する各種 SNS フォロワーの方々を対象に(※1)、「投票して No.1 を決めよう！行

ってみたいバリ島のフォトジェニックスポット」と題した“行ってみたいバリ島のスポット”に投票頂く企画を実施しました。今回のランキング

結果と共に、SNS で反響のあるバリ島のフォトジェニックスポットを地図上に表示し、写真から行き先を検討できるサイト「Tabijyo 

Map Bali」を発表します。 

(※1)H.I.S.公式 Facebookページ:約 34万いいね、いいね！バリ島 Facebook ページ：約 1万いいね、 

H.I.S.公式 Twitter:約 9 万フォロワー、H.I.S.公式 Google+：約 6.8万フォロワー(2016 年 11月 29 日現在） 

 
SNSで旅好きのみんなが決めた！行ってみたい！バリ島のフォトジェニックスポット ランキング 
http://bit.ly/baliphoto_his 

 アジアンリゾートの中でも一際人気の高いバリ島は、世界中のサーファーを魅了するビーチはもちろんのこと、バロンダンスやケチャダン

スといった伝統舞踊や、ナシ・ゴレンやミー・ゴレンに代表されるバリ料理、荘厳な雰囲気漂う寺院など、見どころ溢れる癒しの楽園で

す。伝統的な文化や芸術などアジアの雰囲気を残しながらも、欧米人の手掛けるカフェやレストラン、ブティックが建ち並ぶエリアが増え

ております。 

  

 その中で多くの票を集めたのは、どこまでも続く水平線とプールの水面が繋がって見えるインフィニティ 

プールです。1位に輝いたジンバランエリアにあるホテル「ラ ジョヤ II ビウ-ビウ(La Joya II Biu-Biu)」 

2位のウルワツ寺院近くのビーチクラブ「ブルーヘブン（Blue Heaven）」は、共にバリ島の青い海を 

望むスタイリッシュなインフィニティプールが人気で、「こんなプールでのんびり過ごしたい」という声を集め、 

堂々ランクインしました。見たことのないバリの景色に多くの投票をいただきました。                         

 

SNSで反響の高い写真から行き先を検討する、新しい旅の提案！ 

バリ島のフォトジェニックスポットをマッピングした 

≪Tabijyo Map Bali(タビジョマップ バリ島)≫登場！ 

 写真から行き先を検討するツール「Tabijyo Map｣は、SNS で反響のあるフォトジェニックスポット 

を地図上にマッピングしたサイトです。上記の投票キャンペーンで選択肢に挙がった写真映えする 

スポットに加え、SNS で反響のあるバリ島のフォトジェニックスポットを地図上に表示した 

「Tabijyo Map Bali(タビジョマップ バリ島)」を作成しました。 

バリ島旅行時に撮影した写真に、ハッシュタグ「#tabijyomap_bali」を付けて Instagram に 

投稿していただくことで随時、最新スポットの写真を集め、集まった写真をマップに登録してまいります。 

近年、写真に特化した SNS「Instagram」の利用者が急増し、“フォトジェニック”なスポットが人気 

を集めています。写真から旅先を決める方も増えており、「Tabijyo Map｣を充実させることで新たな 

バリ島の魅力をお伝えし、旅先のご提案に繋がればと考えております。 

 

■H.I.S.×SNAPLACE「Tabijyo Map Bali」 

WEB ページ：http://bit.ly/tabijyomap_bali_his 

※Tabijyo（タビジョ）とは H.I.S.が運用する、旅する女子のための Instagram アカウント 

 
 
 
 

 【H.I.S.SNS旅トレンド調査】 SNSで旅好きのみんなが決めた！ 

行ってみたい！バリ島のフォトジェニックスポット ランキング発表！ 
“いいね”がもらえる！SNSで反響の高い写真から旅先を検討する「タビジョマップ バリ島」リリース 

▲Tabijyo Map Bali（イメージ） 

≪バリ島のフォトジェニックスポットを巡る新ツアー登場！≫ 
滞在中 1回、選べるフォトジェニックツアーへご案内！海派の方にはランキング 2位にランクインした「ブルーヘブン」を含む観光プラン、 

山派の方には 8位の「テガラランのライステラス」と 10位の「世界遺産ティルタ・エンプル寺院」を含む観光プランへご案内します。 

【成田発着】往復直行便利用！フォトジェニックな旅 バリ島 5日間 99,800円～134,000 円 http://bit.ly/balitour_his 

▲ラ ジョヤ II ビウ-ビウ(イメージ) 

http://bit.ly/baliphoto_his
http://bit.ly/tabijyomap_bali_his
http://bit.ly/balitour_his
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【行ってみたい！バリ島のフォトジェニックスポット ランキング結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジンバランの高台にあるホテル「ラ ジョヤ II ビウ-ビウ」。プライベートガーデンとプールを完備してお

り、プールからの眺めはまさに絶景です。どこまでも続く水平線とプールの水面が繋がって見えるインフ

ィニティプールでは、リゾート気分を満喫できます。白砂に椰子の木が並び、観光客がほとんどいない

静かで落ち着いたバランガンビーチまでは徒歩で約 2 分の距離です。 

アクセス：クタ中心部からは車で約 1 時間。ングラ･ライ国際空港から車で約 30 分。 

住所：Jalan Pantai Balangan, Biu-Biu Jimbaran 

【投票頂いたお客様の声】 

･綺麗だし開放的な気分を味わえそうなので、行ってみたいです！ 

･リゾート感満載。こんなプールで一日のんびり過ごしたいですね！ 

【2位】ブルーヘブン（Blue Heaven） 目の前に海が広がる崖の上のビーチクラブ 

ウルワツ寺院から車で 10 分程度の場所にある「ブルーヘブン」は、青と白を基調としたスタイリッシュな

デザインのビーチクラブ。ビーチクラブとは、レストランやバー、シャワーやトイレなどを備えており快適なビ

ーチライフを過ごせる施設です。サーフスポットとして人気のパダンパダンビーチを目の前にした崖の上に

ある｢ブルーへブン｣は、各リゾートエリアからも日帰りで訪れることができ、インフィニティプールからのフォ

トジェニックな景色を楽しめます。 

アクセス：各リゾートエリアからウルワツ寺院へ向かう途中にあります。クタ中心部から車で約 1 時間。 

住所：Jl. Labuan Sait, Uluwatu 

【投票頂いたお客様の声】 

･何もないという贅沢を味わい尽くせる場所、素敵すぎます！ 

･静かな海で、ゆっくりリフレッシュしたいなあー 

【1位】ラ ジョヤ II ビウ-ビウ（La Joya II Biu-Biu） ジンバランにあるホテルの絶景プールでリゾート気分を満喫 

自然の偉大さを感じる事ができる滝。大きな岩に閉ざされた暗闇に光が差し込み、なんとも神秘的

な雰囲気が漂います。岩壁から流れる滝にマイナスイオンをもらい、身も心も清められるような気持

ちを味わえます。 

アクセス：ウブド中心部から車で約 1 時間。 

住所：Jl. Tembuku, Dusun Penida Kelod, Tembuku, Bangli, Kabupaten Bangli 

【投票頂いたお客様の声】 

･全てを洗い流して、生まれ変わることができそうな場所！ 

･近くで見られる滝と光の当たり方がとっても素敵です！ 

【3位】トゥカッ チュプン ウォーターフォール(Tukad Cepung Waterfall) 神秘的な雰囲気漂う滝 

【4位】クタビーチの夕日（Kuta Beach） ローカル感漂う賑やかなビーチ 

バリ島一の繁華街、クタにあるビーチは、他ビーチに比べて人も多く、ビーチ前に並ぶ木陰には、ドリ

ンクやアクセサリー、お土産を扱う売店などローカル感が漂う賑やかなビーチです。 

サンセットタイムには、アジアらしい雰囲気の中で海に沈む見事な夕日を望むことができます。 

アクセス：ベモ・コーナーからパンタイ・クタ通りを直進し、突き当たり。 

住所：Jl. Pantai Kuta, Kuta 

【投票頂いたお客様の声】 

･こんな景色、実際見てみたいです！1 日の締めくくりに、綺麗な夕陽を眺められたら最高ですね！ 

･いつまでも眺めていたい素敵な景色ですね！ 

【5位】オンバック サンセット（Hotel Ombak Sunset） 海の中のブランコが人気！ギリトラワンガンにあるホテル 

バリ島東部のパタンバイという港町から高速船で約2時間で行ける島、ギリトラワンガンにあるホテル

「オンバック サンセット」にはフォトジェニックなブランコがあり、今、若い女性を中心に人気を集めてい

ます。特にサンセットには行列ができることも！海の中にあるブランコで、満潮になると座る場所が海

の中に沈んでしまいますのでご注意を！ 

アクセス：バリ島・パタンバイから高速船で約 2 時間でギリトラワンガンへ。島内は馬車で移動。 

住所：Gili Trawangan, West Nusa Tenggara 

【投票頂いたお客様の声】 

･朝も夕方も夜もここで写真撮りたい！！ 

･海と夕焼け＆ブランコがとっても素敵でロマンチックですね! 
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本件に関するマスコミからのお問い合わせ 株式会社エイチ・アイ・エス 営業戦略室 広報担当  TEL：03-5908-2346 

【H.I.S.SNS 旅トレンド調査】行ってみたい！バリ島のフォトジェニックスポット ランキング：http://bit.ly/baliphoto_his 

【6位】クブン・ラヤ・エカ・カリヤ・バリ(Kebun Raya Eka Karya Bali)  

3本のガジュマルがそびえるスピリチュアルスポット 

バリ島北部のブラタン湖の近くにある植物公園。広大な敷地にインドネシア各地の植物が集められています。

園内は車で移動することが可能です。入り口から30分ほど歩いたところに、3本の大きなガジュマルの木が交

わり、無数のツルが絡み、自然の偉大さを全身で感じる事ができるとても幻想的なスポットがあります。 

アクセス：クタ中心部から車で約 2 時間。 

住所：Candikuning, Baturiti, Tabanan 

【投票頂いたお客様の声】 

･神秘的で、空気が澄んでそう。  

･バリ島にこんな場所があるなんて、知らなかった。森の精に会えるかしら。 

【7位】レギャンビーチの夕日（Legian Beach） 

クタビーチに比べ落ち着いた雰囲気の美しい夕日が望めるビーチ 

クタビーチからスミニャック方面へ向かってビーチ沿いに進むとレギャンビーチになります。ローカル感の強い賑

やかなクタビーチに比べ、少し静かで落ち着いた雰囲気のビーチです。夕暮れ時には見事な夕日を見るこ

とができます。ビーチ沿いのレストランでゆっくり夕日を楽しむのもオススメです。 

アクセス：クタのベモ・コーナーからレギャン通りをスミニャック方面へ。パドマ通りへ入り突き当たり。 

住所：Jl. Padma, Legian 

【投票頂いたお客様の声】 

･一日の終わりを感動的に迎えられる場所。夕日を浴びてゆったりとした時の流れを感じられる。 

･ここで、何にも考えずに夕日が沈むのを見て心をリフレッシュしたいなぁ！ 

【8位】テガラランのライステラス（Tegallalang ） 小さな村に広がる美しい棚田 

ウブドの北に位置するテガララン村は、山間にある小さな村で、村を南北に走る川沿いに見事なラ

イステラス（棚田）が広がります。棚田を見下ろす道路沿いにはカフェやレストランがあり、ゆっくりと

冷たい飲み物を飲みながら、自然豊かな美しい景色を堪能することができます。 

アクセス：ウブド中心部から車で約 20 分。クタエリアからは車で約 1 時間半～2 時間。 

住所：Jalan Sriwedari, Ubud 

【投票頂いたお客様の声】 

･真っ青な空と緑の自然が生んだコントラストをカメラにおさめたい！ 

･この景色こそバリって感じ。のどかな田園風景、癒されます。 

【9位】スミニャックビーチの夕日（Seminyak Beach） 落ち着いた雰囲気のビーチ 

バリ島にはビーチがたくさんありますが、ビーチによって雰囲気が異なります。西洋人が開拓したスミニャックビーチ

は、お洒落な雰囲気が漂う落ち着いたビーチです。そんなスミニャックビーチから見る夕日はまた絶景です。 

アクセス：スミニャック通り沿いの老舗スーパー、ビンタン スーパーマーケットからクロボカン方面に進み、最初の

交差点を左折。ディアナ・プラ通りを直進した突き当たり。クタ中心部から車で約 20 分。 

住所：Pantai Seminyak 

【投票頂いたお客様の声】 

･ステキ！こんな景色一生のうちに一度はみたい！  ️

･この世のものとは思えないほどの美しさに目が釘付けです。 

【10位】ティルタ・エンプル寺院（Tirtha Empul） 世界遺産にも登録されている、聖なる泉が沸く寺院 

バリ・ヒンドゥー教の聖地として人々が沐浴、参拝に訪れる寺院「ティルタ・エンプル」。バリ・ヒンドゥー教徒ではな

い観光客でも沐浴体験をすることができます。また、沐浴場の裏には、こんこんと湧き出る聖なる泉があり、無

病息災のご利益があるとされ、ペットボトルに入れて水を持ち帰る地元の人たちの姿もあります。2012年、「パ

クリサン川流域の棚田の景観」の一つとして、世界遺産に登録されました。 

アクセス：ウブド中心部から車で約 30 分、クタ中心部からは約 2時間。ガイド付きチャーターカーやタクシーで

の観光がオススメ。 

住所：Jalan Tirta, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar 

【投票頂いたお客様の声】 

･神聖な場所で身を清めたい！文化を体験したい！ 

http://bit.ly/baliphoto_his

