
    

 
NEWS RELEASE 

※2017 年 7 月 17 日に英語で発表したニュースリリースの翻訳版です 

2017 年 8 月 14 日 
報道関係各位 

 
「ホテル インディゴ®」ブランドとして初のリゾートホテル 

『ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチ』を 2017 年 7 月オープン 

 

 

  

 

 

 

 
 
インターコンチネンタル ホテルズグループ(IHG®) は、立地する地域の文化や特徴をホテルづくりに

生かすブティックホテルブランド「ホテル インディゴ」を、バリ島で最も活気溢れるスミニャックに開業

しました。悠久の歴史と現代が融合し、豊かな伝統が息づく地で、お客様をお迎えします。 
 
常に旅行者の人気を集めるバリ島においてスミニャックは、海からのそよ風にインドネシアの民族

音楽であるガムランと現代のハウスミュージックが交ざり合うような情緒溢れるエリアです。周辺地

区には豊かな伝統文化が残り、地元の村や寺院を訪ねれば、15 世紀から伝わる職人技や日々の

お祈りを垣間見ることができます。 
 
ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチ（Hotel Indigo Bali Seminyak Beach）は、スミニャック

のメサリビーチに立地する客室数 289 のブティックホテルで、スミニャックが醸す雰囲気や文化、特

色を反映した造りになっています。スミニャックの南側に位置する 4.7 ヘクタールの広々とした土地

は緑に囲まれ、現代と伝統が交錯するバリをイメージしたホテルデザインはスミニャックの特徴を色

濃く反映し、ファッションブティックや世界的に有名なレストランから職人技のディテールを施す建築

にまで、シームレスに融合されています。 
 
270 室の広々とした客室とスイートはバリ島ならではの洗練された内装で、寝心地を追求した

ベッドはもちろん、まるでスパ施設のようなバスルーム、そして最新鋭設備を整えています。さ

らに、19 棟あるヴィラには、専用の屋外プール、ジャグジー付きの大理石のバスルームが完備

され、いずれもバリ・ヒンドゥー教の哲学を表現した“トリヒタカラナ”（Tri Hita Karan： 神、人、

自然の調和をもたらす宇宙観）にインスパイアされており、現代のデザインと古代からの伝統

が見事に融合しています。ヴィラはバリ様式の邸宅をモデルとしており、神々を礼拝するスペー

ス「ニスタマンダラ（Nista Mandala）」、自然と交流するスペース「マドヤマンダラ（Madya 
Mandala）」、人と交流するスペース「ウタママンダラ（Utama Mandala）」の 3 つのエリアから

成り立っています。 
 

写真：  「ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチ」 ロビー 



    

「ホテル インディゴ」に一歩足を踏み入れると、「ネイバーフッド・ギャラリー（Neighbourhood 
Gallery）」と名付けられた広々としたロビーがお客様を迎えします。ロビーの入り口、天蓋、壁

には、バリの伝統的な織物“トゥヌン・ソンケット”（Tenun Songket）をモチーフにした幾何学模

様が施されています。バリ伝統の水利システム「スバック(Subak)」にインスパイアされ、緑の

枝葉がアクセントになった屋外には、地元のアーティストによるユニークな芸術作品と噴水が配

置され、スミニャックの静けさを象徴し、ホテルへ到着した瞬間から安らぎに満ちたエクスペリエ

ンスをお届けします。 
 
館内では、エグゼクティブシェフ、マッツ・ウォルフ（Mads Wolff）監修による下記を含む 7 つの

ライフスタイル・ダイニングを用意しています。ご滞在中のシーンに応じてお選びいただけます。 
マカシ（Makase）： 土地の特徴を反映させたカフェ。現代的かつカジュアルなオープンキッチ

ンで、朝食、夕食ともに色彩豊かな地元の料理を提供しています。  
 
ポッタリーカフェ（Pottery Café）： 厳選された地元の特製コーヒー、紅茶、チョコレート、出来

立てのペストリーを終日提供。専用のコーヒー焙煎機を備えており、また地元の陶器職人によ

る陶器製作のワークショップなどを実施するユニークなカフェです。 
 
ツリーバー（Tree Bar）： 緑溢れる空間で、昼間はオーガニック食材を中心としたヘルシー志

向のドリンクを、夜はユニークなカクテルを用意しています。 
 
ケイブプールラウンジ（Cave Pool Lounge）： メインプールに隣接するラウンジ。冷たいドリン

クや軽食、ロールアイスクリームやフレッシュなサトウキビジュースなどのスイーツも提供します。 
サロン・バリ（Salon Bali）： ホテルのメインダイニング。素朴なデザインの隠れ家のような空間

で、洗練されたバリ料理をお楽しみいただけます。8 コースまたは 12 コースメニューの一品とし

て、バリ島の伝統料理である“バビ・グリン”（豚の丸焼き）を提供。 
 
シュガーサンド（Sugar Sand）： 白い砂浜のそばに、スミニャックで最も注目される新しいビー

チフロントバー＆レストランとして今年第 4 四半期にオープン予定。400 人以上の収容が可能

で、ビーチ好きには最適な空間です。 
 
また、お客様のレジャーとして、地元文化の鑑賞からウエルネスを目的とした、さまざまな施設

を用意しています。スパ施設「サバ・スパ（Sava Spa）」は、活性成分を含む地元の素材を用い

たトリートメントやバリ伝統のマッサージを用意しています。スパ施設内には、トリートメントルー

ム 10 室、リラクゼーションラウンジ、リフレクソロジーラウンジ、ネイルビューティラウンジ、さら

に 24 時間対応のヘルスクラブを完備しています。ヘルスクラブではヨガ、パワーストレッチング、

ウェイトリフティング、武術、TRX トレーニングなどのウエルネスプログラムがあり、最先端のフ

ィットネス機器を揃えています。 
 
ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチの総支配人であるギヨーム・エピネット（Guillaume 
Epinette）は「スミニャックは、バリ島が誇るあらゆる素晴らしいものが融合した多様な文化とライフ

スタイルのるつぼです。私どもは、ホテルのデザインだけでなく、ご滞在中のエクスペリエンスにも

スミニャック独特の雰囲気を大切にしています。その結果として、寛ぎのひとときだけでなく、新しい

インスピレーションを求めて変化する旅行者の豊かな嗜好を反映させた、趣向を凝らしたホテルに

なりました。私どもは、ファッショナブルなスミニャックを通じて、あらゆる魅力を発見できる滞在をご

提供できると確信しています」と述べています。 
 
現在、ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチでは、2017 年 9 月 30 日までの期間限定で特別

宿泊プランを用意しています。公式サイトで特別宿泊プラン「Resort’s Opening Experience」を 2泊

以上予約すると、最大 20％の割引料金が適用されます。同プランには 2 名様分の朝食が含まれま

す。 



    

ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチについては、公式サイト（www.hotelindigo.com/seminyak または 
www.seminyak.hotelindigo.com ）で詳しくご案内しています。 
 
ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチについて 
インドネシア・バリ島の南西部海岸にあるスミニャックビーチの南側に立地し、ングラライ国際空港から

車で 30 分です。2017 年 7 月にオープンし、広々とした客室とスイートが合計 270 室、専用プール付き

のヴィラ 19 棟がビーチに面する 4.7 ヘクタールの敷地に建っています。バリ島の伝統と現代のユニー

クさが見事に融合した活気溢れるスミニャック地区にインスピレーションされた芸術的なデザインのイン

テリアを採用しています。 http://seminyak.hotelindigo.com  
 
ホテル インディゴについて 
2004 年に誕生したホテル インディゴは、世界初のグローバル展開のブテイックホテルブランドです。現在、

世界各地に 79 ホテルを展開し、さらに 76 ホテルを開発中、客室数はあわせて 20,001 室となる予定です。

アジア太平洋地域へは 2015 年 1 月にホテル インディゴ バンコク ワイヤレスロード（タ イ王国）の開業で初

進出し、2016 年 7 月にはホテル インディゴ シンガポール カトン （シン ガポール）を開業。2017 年 7 月には

ホテル インディゴ バリ スミニャック ビーチ（インドネシア）を開業しています。 

https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/en/reservation 

 
ご予約・お問い合わせは http://www.hotelindigo.com でも承っています。ホテル インディゴの最新情報は、

Twitter（http://www.twitter.com/hotelindigo）でも発信しています。 
 
ホテルの写真は IHG® Digital Library または bit.ly/hotelindigobaligallery よりダウンロード可能です。 
インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG®）について  
 
インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG®）【LON:IHG; NYSE:IHG (ADRs)、本社：英国】は、インター

コンチネンタル ホテルズ＆リゾーツ、キンプトン ホテルズ& レストランツ、HUALUXE（華邑） ホテルズ＆リゾ

ーツ、クラ ウンプラザ ホテルズ＆リゾーツ、ホテル インディゴ、EVEN ホテルズ、ホリデイ・イン ホテルズ＆リ

ゾーツ、ホリデ イ・イン エクスプレス、ステイブリッジ・スイーツ、キャンドルウッド・スイーツといった幅広いホテ

ルブランドを展開するグローバル企業です。 IHG は現在、世界の約 100 の国や地域で およそ 5,200 ホテ

ルと 770,000 室を所有、運営、リース、もしくはフラ ンチャイズ契約しています。さらに、世界中でおよそ 
1,500 ホテルを開発中です。 業界初、9,600 万人を超える登録会員を擁する IHG リワーズクラブは、世界最

大のホテル会員組織です。 インターコンチネンタル ホテルズ グループ PLC は、グループの持ち株会社であ

り、英国で法人格を取得し、イングランドとウェールズに登記しています。世界各地の IHG のグループホテル

および本部では 35 万人の従業員が働 いています。 
 
ホテル情報とご予約は www.ihg.com、IHG リワーズクラブは www.ihgrewardsclub.com、 
ホテルの最新情報は www.ihg.com/media、ソーシャルメディア www.twitter.com/ihg、

www.facebook.com/ihg、  www.youtube.com/ihgplc をご覧ください（英語のみ）。 
 
本件に関するお問い合わせ先： 
IHG® 
クリス・ウェイト（Chris Waite） 
Director of Communications, Australasia & Japan 
Tel: +61 (4) 38 943 562   
chris.waite@ihg.com 
 
広報代理： ヒル アンド ノウルトン ジャパン 
担当： 安達、ベンジャミン 
Tel： 03-6859-6112 
IHG.JP@hkstrategies.com 


