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Guam Visitors Bureau (GVB)

日本・グアムの50年間の歴史をベースに、次の発展を目指す
～量から質への転換を着実に進め相互利益の拡大を～

グアム政府観光局

日本にとっては
チャレンジングな年に
――2017年の日本市場の、ここまでの動

向を振り返ってください。
局長　2017年は日本にとってチャレンジ
ングな年になっています。グアムを訪れ
た日本人旅行者数は2016年が74万5691人
で前年より3.5％減少しましたが、2017年
1月から7月までの日本人旅行者数は38万
533人で前年比9.3％減。17年は通年で70
万人程度にとどまる見通しです。
　要因として考えられるのは航空座席供
給の減少で、米国航空会社を中心とする
日本－グアム間の座席供給力の動向が旅
行者数にも影響を及ぼしています。為替
がドル高に振れたことで、グアム旅行の
割高感が客足に影響したことも考えられ
ます。
　ただしグアム政府観光局（GVB）は戦
略的な方向性を、量から質へ変えつつ
ある段階にあることも事実です。目指し
ているのはインターナショナル・クオリ
ティ・デスティネーションです。
　量から質への方向転換を進めるため、
日本ーグアム線就航50周年をひとつの契
機として、プロダクトの改善・向上にも
取り組んでおり、ホテル、観光施設、オ
プショナルツアー、ダイニング、地上交
通、美術館・博物館、公園、ショッピン
グなど、観光に関わるあらゆる場面にお
いて品質向上を進めています。今年３月
には新しいグアムミュージアムもソフト
オープンしました。

　マーケット開拓に関しても、これまで
グアムはレジャー・デスティネーション
としてのイメージが強かったと思います
が、グループ旅行やMICEにフォーカス
した旅行者誘致や、教育旅行の誘致を強
化しています。

エアライン・サポート・
キャンペーンを実施
――課題に挙げられる航空座席の
　　供給力についてはどうお考えですか。
局長　航空座席の確保は最重要課題のひ
とつとして取り組んでいます。ひとつの

方法はチャーター便の活用です。2016年
のチャーターフライトは約100便でした
が、2017年は年末までに2倍以上の230便
に達する見込みです。
　また今年４月からはエアライン・サ
ポート・キャンペーンを開始し、定期便
誘致活動も積極化しています。最初の成
果として、香港のLCCである香港エクス
プレスが先日、10月から名古屋／グアム
線に就航することを発表しました。
　GVBは航空会社との協力を非常に重
視しており、路線就航を誘致し支援する
だけでなく、マーケティングやPR面で
も緊密に協力する態勢を整えています。
GVBからの協力や支援の内容は航空会
社によってケースバイケースですが、た
とえばユナイテッド航空と共同でグアム
の観光プロモーションを実施しているほ
か、旅行業界関係者やメディア関係者、
ブロガー、インスタグラマー等を招いて
行う研修旅行なども積極的に実施してい
ます。

グアムの観光産業は成長基調
――グアム訪問旅行者の総需要はどのよ

うに動いていますか。
局長　世界中からグアムを訪れた旅行者
の数は2016年は前年より8.4％増えて153
万5410人となりました。これはグアムの
新記録です。2017年も１月から７月まで
の合計が90万7307人で、さらなる記録更
新に期待がかかります。
　日本市場が伸び悩んでいる一方で、韓
国人旅行者が増加しています。2016年の
国別シェアは、日本48.6％、韓国35.9％、
米国5.1％、台湾2.8％、中国1.8％、フィリ
ピン1.4％などとなっています。
　かつては日本人旅行者が９割を占めて
いた時代もありました。ホテルや交通、
観光施設、オプショナルツアーなど幅広
い分野で日本からの投資がグアムの観光
産業を支えており、地元の人々も皆が日
本人旅行者の来島を歓迎しています。た
だし、デスティネーションとして健全な
発展を遂げていくには、バランスの取れ
たマーケット・ミックスは必要であると
考えています。

――日本の市場シェアはどれくらいが適
正だと考えていますか。

局長　2016年のシェアより少し多い50％
程度を、日本人旅行者が占めてくれるの
が望ましいと考えています。韓国人旅行
者は増加していますが、旅行支出は日本
人旅行者には及びません。
　日本とは長い交流の歴史があり、安定
したパートナーとしての信頼感もありま
す。日本人旅行者は今後もグアムにとっ

て最重要市場です。
　日本市場は現在やや足踏み状態です
が、長期的に見ればGVBの見方はポジ
ティブです。日本におけるグアムのブラ
ンド認知度は高く、わずか３時間半の距
離であり、安全なデスティネーションと
して知られています。日本からはまだま
だ多くの旅行者を誘致していくことが可
能だと見ています。
　航空便もユナイテッド航空が日本の６
都市から、デルタ航空が成田から、ティー
ウェイ航空が大阪からフライトを運航し
ており、日本航空は成田から１日１便を
運航。そして10月には香港エクスプレス
が名古屋線に就航します。日本－グアム
間は多くの航空会社が多数のフライトを
運航しており、航空座席が豊富に供給さ
れる基盤のある路線だと言えます。

「Year of  Love」で
多彩な魅力を訴求
――2017年のプロモーションの実施状

況はいかがですか。
局長　2016年は「Only on Guam」をタ
グラインとし、グアムならではのユニー
クな体験に焦点を当てたプロモーション
を実施しました。それに対して2017年は

「Year of Love」を掲げました。日本人旅
行者がグアムを訪れ始めた頃、多くはハ
ネムーナーであり、グアムはロマンチッ
ク・デスティネーションとして日本に知
られるようになりました。日本と共に歩
んできた歴史に思いを込める意味もあっ
て「Year of Love」をタグラインとしま
した。

　公園をイルミネーションで飾るなど、
ロマンチック・デスティネーションにふ
さわしい環境づくりに取り組んだほか、
８月からは日本のウエディング企業と共
同でセールスプロモーションも展開して
います。
　９月のツーリズムEXPOのブースで
は、新年度のキャッチフレーズを前面に
打ち出し、さまざまな体験内容を紹介し
ます。
　グアムは美しいビーチと自然環境があ
るだけでなく、もっともっと沢山の魅力
が詰まっている島だということを理解し
て欲しいからです。ゴルフもショッピン
グもグルメもたっぷり楽しめるのがグア

表紙、2ページ写真：画像提供　グアム政府観光局

グアム政府観光局
ジョン・ネイサン・デナイト局長兼CEO インタビュー

ムです。しかも豊富な魅力がコンパクト
なエリアにまとまっているため、移動に
割く時間も短く効率的です。
　午前中はスカイダイビングに挑戦し
て、午後はスキューバダイビングを楽し
むなどというスケジュールもグアムなら
実現可能です。ハネムーナーやファミ
リーだけでなく、アクティブなOLから、
ゆったりと過ごしたいシルバー層まで、
幅広い客層に十分に楽しんでもらえます。

――10月からスタートする2018年度の
プロモーション方針を説明してくだ
さい。

局長　ワールドワイドのプロモ―ショ
ン・テーマは、グアムとアメージングを
掛けて「GUAMAZING（グアメージン
グ）」を予定しています。日本市場にこの
テーマをどう具体的に展開するかは、今
後検討していく予定です。
　10月以降の新年度で決まっているのは
毎年秋の恒例になっているグアム最大の
ショッピングイベント「ショップ・グア
ム・e－フェスティバル」です。約300も
のショップ、レストラン、オプショナル
ツアー、アクティビティが参加して、割
引や優待サービスなどの特典を提供しま
す。
　旅行者は専用アプリをスマホにダウン
ロードして対象ページを提示すれば特典
を受けられます。昨年からは特典が得ら
れるショップなどの近くに来ると、ビー
コンに反応して来店をプッシュする案内
がスマホに届くといった仕掛けも工夫
しています。今年も11月10日～２月28日
までの日程で開催することになっていま
す。ぜひお得なグアムの魅力をご案内い
ただき、ご送客してください。

日本－グアム線就航50周年を迎えた2017年。グアム政府観光局は、日本とグアムが長年にわたって積み 
上げてきた観光交流の歴史をベースに、新たな時代のグアム観光の可能性の開拓に取り組んでいる。このほど 
来日したジョン・ネイサン・デナイト局長に、2017年の市場動向やプロモーションの展開状況について 
インタビューした。
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Air Capacity

旅行需要のカギを握る航空座席供給
供給増に取り組むグアム政府観光局

グアムへの航空座席供給

旅行需要を支える上で重要となる航空座席供給。日本−グアム間の供給量は、ここ数年減少傾向にあり、これが訪問者数減の要因のひとつと
なっている。地方路線の運休や、使用機材の縮小など、いくつかの理由が挙げられるが、グアム政府観光局（GVB）は、新規路線の開設だけ
でなく、チャーター便の運航など、航空会社への働きかけを積極的に行っていくことで、供給量のアップを目指している。航空路線を巡る 
現状や今後の展開について紹介したい。

（参考）2016年日本人訪問者数：745,691人（3.5％減）

運航区間 航空会社
成田−グアム 日本航空、ユナイテッド航空、デルタ航空

関空−グアム ユナイテッド航空、ティーウェイ航空

中部−グアム ユナイテッド航空、香港エクスプレス（10/29～）

新千歳−グアム ユナイテッド航空

仙台−グアム ユナイテッド航空

福岡−グアム ユナイテッド航空

フライト数 座席数
2016年（実績） 5,097 972,436

2017年（計画ベース） 4,592 887,219

増減 9.9％減 8.8％減

（表1）日本−グアム間のフライト

（表2）日本−グアム間の航空座席供給量〈GVB調べ〉

チャーター便誘致も
　GVBでは、こうした定期便だけでな
く、チャーター便の誘致にも積極的に取
り組んでいる。特にピークシーズンは需
要があっても、航空座席に限りがあり、
こうした需要にもきちんと対応できるた
めにもチャーター便の誘致は重要。地方
空港からのアクセス確保の手段としても
有効な手段と言える。今後のGVBの取り
組みに期待したい。

　日本と対象的に、旅行需要の伸ばして
いるのが韓国だ。訪問者数は、2016年で
54万4954人と前年比27.4％増、2017年１
～６月の累計で31万9038人と前年同期比
26.1％増という大幅な伸びを見せている。
　その大きな要因が相次ぐLCCの参入。
ジンエアー、チェジュ航空、ティーウェ
イ航空、エアプサンが新たに就航し、韓

期待の香港エクスプレス
初のLCC、中部−グアム線就航

国−グアム間の航空座席供給量は大幅に
増加、それに伴い韓国からグアムへの訪
問者数も増加しているわけだ。
　今後、日本からグアムへの訪問者数を
確保するためには、安定的な航空座席供
給の確保が不可欠。そんな中、香港のLCC
香港エクスプレスが、冬期スケジュール
がはじまる10月29日より中部−グアム線
の就航を発表、久しぶりに明るいニュー
スとなった。
　LCCが中部−グアム間を定期便として
運航するのは今回が初めて。今後旅行需
要にどんな影響を与えるのかぜひとも注
目したいところ。また日本のLCCの進出
にも今後期待が集まる。

　現在、日本−グアム間を運航する航空
会社は、日本航空とユナイテッド航空、
デルタ航空、韓国のLCCティーウェイ航
空の４社。また北は札幌から南は福岡ま
で、日本６都市からグアムへの直行便が
飛ぶ（表1参照）。
　一方、日本−グアム間の航空座席供給
量の変化を見ると、2016年と2017年（計

前年比1割近くの減少
日本−グアム間の航空座席供給量

画ベース）では、フライト数で9.9％減、
座席数で8.8％減と、１割近く減っている
（表2参照）。ちなみに昨年の日本人訪問者
数は、74万5691人で前年比3.5％の減少。
また、今年1～7月の累計は38万533人で、
前年同期比で9.3％減となり、座席供給の
減少と連動していることが分かる。

グアム政府観光局（GVB）ジョン・ネイサン・デナイト局長兼CEOインタビュー
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　2016年の日本人海外旅行者数は、前年
度比5.6%増の1712万人と４年ぶりにプラ
スで、2017年に入っても1-7月は4.5%増の
934万人と順調に推移してる。このまま行
けば、2012年以来の1800万人台も見えて
きた。
　これに対して、2016年のグアムへの日
本人旅行者数は3.5%減の75万人と、４年
連続のマイナス。2017年1-7月は9.3%減の
38万人と引き続きマイナスで推移してい
る。グアム政府観光局（GVB）では、2017
年のグアムへの日本人旅行者数を約70万
人と予想している。
　日本人の海外旅行者数が昨年以降、回
復傾向にあるのに対して、グアムへの旅
行者数が減少している。この理由につい
て、ジョン・ネイサン・デナイトGVB局
長兼CEOは、「米国航空会社を中心とす
る日本−グアム間の座席供給減とドル高
の為替変動によるグアム旅行の割高感が
影響した」と指摘した。
　その一方で、グアムへの海外からの総
旅行者数は、2016年が8.4%増の154万人と

順調に増加しており、2017年も1-7月の総
旅行者数は4.8%増の91万人とプラスを維
持し続けている。日本人が減少している
のと対照的に、韓国からの旅行者が大幅
に伸びているためで、2016年は27.4%増の
54万人を記録した。
　これにより、2016年のグアムへの海外
旅行者数の国・地域別シェアは、日本
49%、韓国36%、米国5%、台湾3%、中国
2%、フィリピン1%の構成で、かつて9割
以上占めていた日本が遂に半数を割った。
　さらに、今年の1-7月を見ると、韓国か
らの旅行者数は25.9%増の38万135人、日
本からは38万533人と、僅か400人ほど日
本がリードしているが、７月は日本から
5万1811人に対して、韓国から6万1097人
と9000人以上の開きがあった。
　グアムの観光産業は、日本からの旅行
者によって成長してきたが、2017年は日
本と韓国の旅行者数が逆転する「転機の
年」となろう。
　しかし、世界のツーリズム産業は「量」
から「質」へ大きく舵を切ろうとしてい

る。インバウンドが急成長している日本
でも、2020年の訪日外国人旅行者数4000
万人と旅行消費額８兆円を目標にしてい
るが、どちらも高い目標であるものの、
「消費額8兆円」のハードルは極めて高い。
したがって、残る３年余りで、富裕層の
多い欧米豪市場の拡大を図るために、高
品質の旅行造成を重点施策としている。
　グアムは既に2017年の日本−グアム就
航50周年を契機に、グアムを「インター
ナショナル・クオリティ・デスティネー
ション」とすることを目標に「量」から
「質」への転換を図っている。具体的に
は、ホテル、アクティビティ、公共施設、
ショッピング、食事などすべてのプロダ
クトを改善し、質的向上を進める。
　これにより、従来のパッケージツアー
とともに、ウェディング、MICE、教育
旅行など多様な形態の旅行誘致に努めて
いる。成熟した日本の旅行市場では、海
外旅行の滞在消費額はアジア各国でも最
も高い部類に入る。
　一方で、グアムへ個人旅行やダイナ

ミックパッケージで行きたいというマー
ケットも存在する。GVBでは、こうした
ニーズにも応えるため、グアムへのLCC
誘致を積極的に働きかけており、10月か
らは香港エクスプレスが名古屋−グアム
線に就航する。
　GVBは、10月から新年度の世界的プロ
モーション・テーマを「GUAMAZING」
（グアメージング）に決定した。グアムと
アメージングを掛け合わせた造語で、
ビーチ、自然だけでなく、ゴルフ、スポー
ツ、ショッピング、食事、観光施設、ア
クティビティなど、グアムの驚くほどの
多様な魅力を訴求する。
　まずは10月からショッピング・フェス
ティバルが始まるが、日本市場の具体的
展開は今後検討される。その前に、9月21
日からのツーリズムEXPOジャパンで、
「GUAMAZING」を打ち出した多様な体
験内容が紹介される。「安心・安全」、そ
して「高品質」へ、グアムは着実に歩を
進めている。

（石原）

安全・高品質のグアムへ
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Hot News ①最新ホットニュース①

　グアム政府観光局（GVB）は、タモン地
区のサンビトレス通り沿いに、新しいバ
ス停を12カ所の設置作業を進めている。
新しいバス停はステンレス製で、グアム
の気候の変化にも耐えうる資材を使用。
夜間照明を効率的に行うためのソーラー
パネル、LED照明の電柱、地図機能、リ
サイクル用ゴミ箱、ベンチ、手すりや灰皿
などを設置。バス停の色は、グアムブラ
ンドのCI（コーポレート・アイデンティ
ティ）に沿ったものとなっている。
　新しいバス停はイパオパーク／ GVB

（グアム政府観光局 本局）前、パシフィッ
クアイランドクラブ前、ファウンテン
プラザ前、ホリデーリゾート／フィエス
タリゾート前、パシフィックベイホテル
前、タモンサンズプラザ向かい、サンド
キャッスル／ハイアットリージェンシー
前、ウェスティン前、パシフィックプレイ
ス、ロッテホテル前に設置。予算はすべて
観光収入によってまかなわれている。ま
たサンビトレス通りの街灯改善プロジェ
クトも同時進行で進められており、 現在
約300カ所に電灯を設置中。９月までにタ
モン地区の街灯を修理、交換する予定だ。
　グアム政府観光局局長兼CEOのネイ
サン・デナイト氏は、「グアム政府観光局

ならびにパートナー団体の協力により、
タモン地区の交通サービスと快適性が強
化されます。グアムには多くのファミ
リー層が訪れてくださっており、親子連
れの方々がバスを待っている間に雨に濡
れたり、強い日差しに照らされている様
子を見て、非常に心苦しく思っていまし
た。このプロジェクトによって、最新鋭
の技術を駆使したソーラー発電付きの屋
根を完備したバス停がサンビトレス通り
に立ち並び、地元の方も、観光客の方々
も快適にバスをご利用いただけます。こ
れは、ホスピタリティの品質の向上と渡
航者数の増加を目指すグアム政府観光局
の中･長期プラン『ツーリズム2020』の目
的にもかなった活動です」とコメントし
ている。

バス待ちも快適に
屋根付のバス停をタモン地区に設置

　グアムならではのおみやげ探しには、「メイド・イン・グア
ム」の品物だけに付けることができる「グアム・プロダクト・
シール（Guam Product Seal）」が貼られているものがおすすめ。 
　「グアム・プロダクト・シール・プログラム（Guam Product 
Seal Program）」は、1986年に開始されたもので、このシールは、
メイド・イン・グアムであることをグアム政府が認めた証だ。
　グアムを訪れた人たちが、グアムで作られたアイテムを日本
に持ち帰り、家族や友達にその魅力を伝えてほしいという思い
から作られたものだ。今では、その数も増えつつあり、調味料
やお菓子、コーヒーや石鹸など多岐にわたる。

グアムだけのお土産さがしに
グアム プロダクト・シール

「Made in GUAM」

　グアム政府観光局では約200ものレス
トランやショップ、オプショナルツアー
やアクティビティの割引やサービスな
ど、お得な特典を提供する「ショップ・
グアム・e-フェスティバル」を開催する。
　このフェスティバルは、『ショップ・グ
アム・フェスティバル』専用アプリをダウ
ンロードし、『ショップ・グアム・e-フェ
スティバル』キャンペーン参加店・施設
を検索、各店・施設の対象ページの特典
を提示することで、割引やサービスなど
の各種特典が受けられるというもの。気
になるショップやサービスがあれば、事
前にスクリーンショットを撮っておけば
提示する時に便利だ。
　昨年の日本人のインストール数は3622

（対前年比173%）。昨年のキャンペーンで
最も人気があった（アプリ上で閲覧され
た）店舗は１位：トミーヒルフィガー、
２位：メイシーズ、３位：ABCストア

ショップ・グアム・e-フェスティバル今年も開催
2017年11月10日 - 2018年2月28日

だった。
　今年のキャンペーンの特徴としては、
アプリをインストールした人の中から、
毎月１名に５万円相当の旅行商品券が当
たる懸賞に参加でき、店舗も300店舗近く
まで増やす予定だ。懸賞の当選発表は、
それぞれ12月10日、2018年１月10日、２
月10日を予定している。

　グアム政府観光局は、旅行会社及びメ
ディアを対象とした「グアム イメージラ
イブラリー」を開設した。
　これはグアム政府観光局が所有する写
真、動画、ロゴなどの素材を旅行会社や
メディア向けに自由にダウンロードでき
るゲッティイメージズのシステムを活用
したイメージライブラリーで、日本国内
における海外政府観光機関としては初め
ての試み。
　「グアム イメージライブラリー」は、 
グアムの景色や観光スポット、アクティ
ビティなどの素材が入った「Images」と、
グアムのイベント関連の素材が入った

「Event Images」の２つのカテゴリーで
構成され、写真を検索しやすくしたほか、
カテゴリーに関係なくイメージライブラ

グアム政府観光局 ゲッティイメージズ内に 
「グアム イメージライブラリー」を開設

リー全体から検索できる「フリーワード
検索」、カテゴリー内を検索する「プロ
ジェクト検索」の２つから素早く欲しい
イメージを探し出すことが可能だ。
　また、ダウンロード作業は、素材をひと
つずつダウンロードする個別ダウンロー
ドと、複数の素材をまとめてダウンロー
ドする一括ダウンロードから選ぶことが
でき、さらに選んだ素材のダウンロード
リンクを第３者にメールで送信できるな
どさまざまな機能も備えている。
　グアム政府観光局では、旅行会社各社
のパンレットやポスター制作時に同シス
テムを活用することことで、今後のグア
ムの観光発展に寄与する事を期待してい
るとしている。なお、利用にあたっては、
事前登録が必要となる。

グアム政府観光局プロモーション最新情報

　グアム政府観光局では、今年のグ
ローバルプロモーションのテーマであ
る「YEAR OF LOVE（愛の年）」に合わ
せ、グアムウェディングの注目度と認知
度アップを目的とした『Year of Love』
ウェディングキャンペーンを実施してい
る。
　このキャンペーンは、グアムウェディ
ングの魅力である、ビーチとチャペルが
他エリアと比べて非常に近い点や、全て
の会場がオーシャンビューチャペルであ
ること、また目の前に広がる美しい白砂
のビーチはフォト撮影に最適なことなど
を、プロモーションするためのもので、
実施期間は2017年８月１日（火）から10月
１日（日）まで。イメージポスターの掲示、
卓上ツールの設置、キャンペーンチラシ
の配布、ウェディング雑誌への広告記事
掲載を行う。
　対象会場はワタベウェディング、アー

グアム政府観光局×ウェディング事業会社プロモーション
「Year of Loveキャンペーン」 開催中

ルイズ・ウエディング、クチュールナオ
コ ウエディング、小さな結婚式が取り扱
う挙式会場で、ブーケとおそろいのハク
レイ（花冠）プレゼント。グアムでの海外
ウェディングのさらなる需要促進を狙う。
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BG Tours (Baldyga Group)

各種団体グループにベストな体験を
多彩なアレンジでさまざまなニーズに対応

BGツアーズ（バルディガ・グループ）

　グアム随一、ラスベガス・スタイルの
本格的エンターテイメントを提供するサ
ンドキャッスルのオリジナルステージ
ショー。2017年最新のショーを上演して
いる。
　新しいショーでは、世界最高峰のマジ
シャン、クリス＆ライアンが繰り広げる
イリュージョンがパワーアップ。サンド
キャッスルの名物ともいえるホワイトタ
イガーの数も増え、より迫力のあるマ
ジックショーと、他では見られない大が
かりな仕掛けに誰もが驚くはずだ。
　また、客席の目の前で繰り広げられる
ダンスやアクロバットは、躍動感溢れる
アメリカンスタイルにリニューアル。こ
こでしか見られない最新イリュージョ
ン、感動の最新ステージ・テクノロジー
にも注目したい。

　プロデュースするのは、オーナーの
マーク・バルディガ氏。「シルク・ドゥ・
ソレイユ」やマドンナなど、大物アーティ
ストの公演を手がけたクリス・チルダー
ズ氏も演出に加わり、世界最高レベルの
エンターテイメントを提供する。
　はじめての人はもちろん、以前ショー
を観たことがある人も必見だ。

言葉の心配は不要。誰でも楽しめる内容　
　公演時間は約60分。イリュージョンや
ダンス、アクロバットが中心のショーな
ので、英語が分からなくても誰でも楽
しめるのがサンドキャッスルの大きな魅
力。また、それぞれの席で見え方も変わ
り違った楽しみ方ができるので、リピー
ターも大満足。年齢制限がないので、家
族連れにもおすすめだ。

ご予約・問い合わせ（全ツアー共通） TEL: 671-649-7263（グアム）  FAX: 671-646-9519　 資料請求  TEL: 06-6372-9210  e-mail: ereservations@baldyga.com

　「手頃な料金で」また「VIPシートで豪
華に」など、幅広いニーズに応えるパッ
ケージの種類は６つ。「カジュアル」「デ
ラックス」「VIP」の３つの座席の種類の
ほかに、それぞれショーのみの「観（カ
ン）ショー」プランとディナー付きのディ
ナー・プランの２つがある。
　「観ショープラン」は、１回目（19時開
場、19時半開演）と２回目（21時開場・
21時半開演）から選択可能。子供連れや
翌朝の出発が早い場合は１回目、ショッ
ピングや食事をゆっくり楽しんだ後は２
回目と、スケジュールに合わせて選択で
きる。
　ディナー付きプランでは、本格的コー
ス料理を味わえる。デラックス及びVIP
のディナーには、スープ、サラタに加
え、５種のメイン料理（ロブスター、ス
テーキ、ヘルシー野菜等）を用意。また

全ディナープランにデザートが付く。
　１日２組限定の「SUPER VIPプラン」
は、「King＆Queenディナー・プラン」の
名の通り、SUPER VIPシートでショー
が楽しめるほか、専用車送迎や「ステー
キ＆ロブスター」のコンビネーションが
メインのディナーなど、豪華で至れり尽
くせりの内容。パフォーマーからの挨拶
やバックステージ見学も付く（１組あた
り、２〜５名での参加が可能）。

バリアフリーにも対応
　予約時に申し出れば、リフト付きバス
での送迎サービス、段差のないシートへ
案内するなどのアレンジが可能。また、
車いす用の出入り口や車いす対応のトイ
レも館内に完備。ディナーでは、食物ア
レルギーに対応した特別メニューを用意
する。

2017年最新ショーで
マジックもダンスもパワーアップ

幅広いニーズに対応する多彩なパッケージ
「SUPER VIP」からカジュアルまで６つのプラン 　「サンドキャッスル」は全500席とグア

ムで最大級の収容規模を誇るディナーシ
アター。屋内施設なので、天候に左右さ
れないのが大きな強みだ。
　大型スクリーンを使ったプレゼンテー
ション、大階段など、グアムで最高の音
響／照明設備を誇るステージで、特殊設
備を利用した印象的な演出が可能だ。
　ショーの貸切だけでなく、ステージを
使った式典や表彰式など、貸切用特別プ
ランも用意し、インセンティブ・グルー
プをはじめ各種大型団体に対応している。
　分科会などの小グループには、ディ
ナー用の個室の利用もできる。吹き抜け
のエントランスは、パーティーやレセプ
ションにも最適。ウェディング会場とし
ても人気が高く、ケーキやお花、記念写
真などのアレンジにも対応する（別料金）。
　またタモン地区の中心にあり、ほとん
どのホテルから車で５〜15分でアクセス
できる便利な立地も大きなポイントだ。

修学旅行、ファミリーにもお勧め
（詳細は8ページ参照）
　サンドキャッスルでは、修学旅行用の
特別プランや、特別料金も用意。学習の
場所としても注目されている。 
　また、入場には年齢制限が無いので、
世界でも数少ない「子供といっしょに楽
しめる」本格的なショーでもある。特に
夏休みなどのファミリーシーズンには、
家族に優しいプランも用意され、子供に
も特別な体験をさせられるエンターテイ
メントとしてリピーターも多い。

MICE（大型から小グループ）、ウェディング、修学旅行まで
天候に左右されない屋内施設はグループにも安心

　グアムで唯一、「オン・ザ・ビーチ」に
最新のステージ設備を構え、迫力あるア
イランドショーを展開する「ザ・ビーチ」
BBQディナー＆ショー。タモン内にあ
り、どのホテルからも便利な立地で、そ
の規模はグアム最大級だ。
　ビュッフェスタイルで600名収容でき、
隣接のバンケットエリアと合わせれば、
800名規模のイベントやパーティーが可
能だ。さらに同エリア内のレストラン＆
バーを加えれば、最大1000名収容可能な
グアム最大級の「オン・ザ・ビーチ」の
イベントスペースに。すべて屋根付きな
ので、急なスコールの際も安心、全天候
型のイベント施設となる。
　ディナーメニューは、シェフが作る焼
きたてのBBQや伝統的なチャモロ料理

など、ボリュー
ム た っ ぷ り の
豪 華 食 べ 放 題
ビュッフェスタ
イル。
　美しいタモン
湾に沈みゆく幻
想的なサンセットを背景に、ショーはス
タートし、古代チャモロのパフォーマン
スをはじめ、タヒチアン、フラなど太平
洋エリアのダンス、また間近に迫るファ
イヤーダンスやナイフダンスなど、多彩
なダンスショーが繰り広げられる。
　海からわずか数メートルの舞台は、最
新テクノロジーを取り入れた大掛かりな
もの。グアムでも人気のエンターテイメ
ント「サンドキャッスル」と同じグルー

グアム最新、最大級のアイランドショー
「オン・ザ・ビーチ」の迫力ステージ！

http://www.guam-sandcastle.com/

「サンドキャッスル」ディナー＆ショー

https://www.guam-bgtours.com/activity/taotao-tasi/

「ザ・ビーチ」BBQディナー＆ショー

グアムで数々のアトラクションを手がけるバルディガ・グループは、常にグアムの観光シーンをリードする。
その高品質なプロダクトとサービスは、「グアムでベストな体験」を演出、さらに各種団体グループにも多彩なアレンジで大きな成功へと導いてくれる。

『Once in a Lifetime... Every Time』
他では体験できないユニークで Only One なツアーを提供

収容人数 500名

収容人数 最大1000名（ショーエリア600名）

プの運営ならではの、これまでのアイラ
ンドショーとは一味違う質の高いステー
ジパフォーマンスだ。
　ショーの途中では、客席からの飛び入
り参加など、ダンサーとの交流もあり、盛

り上がりも最高潮に。団体利用の際にも、
忘れられない思い出となるに違いない。
　2017年度から、６歳未満の子供が無料
となったため、子供連れのファミリーに
は、より利用しやすくなる。
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BG Tours (Baldyga Group)BGツアーズ（バルディガ・グループ）

ご予約・問い合わせ（全ツアー共通） TEL: 671-649-7263（グアム）  FAX: 671-646-9519　 資料請求  TEL: 06-6372-9210  e-mail: ereservations@baldyga.com

BGツアーズの修学旅行向け特別プラン	 ●いずれも各ホテルから便利なタモン地区で体験可能

プロ仕様のステージと本格的アメリカンショーを
「サンドキャッスル」で体験
　サンドキャッスル・グアムでは、日本でも見る機会の少ない常設シアターの施
設・設備を紹介するバックステージツアー等、修旅向けプランを実施している。
　このツアーでは、舞台装置、衣裳部屋、ダンサーのメイクアップルーム等の見
学をはじめ、本格的なダンスレッスンやメイクアップ・デモンストレーションの
体験、ショーで活躍するホワイトタイガーの見学といった通常体験することので
きないプログラムを用意。
　技術系の学校であれば、プロ仕様の音響・照明設備、ファッション・美術関係
であれば、衣装室・メイクアップルームの視察、さらには500名の食事を提供す
るキッチン・サービスエリアの見学など、学校の教育テーマに合わせたツアーの
提供が可能だ。
　日本では見られない本格的アメリカンショーと共に学習・体験ができると、修
学旅行の需要も増えており、修学旅行向けの特別プランやお手頃な特別料金も用
意している。
プラン例：
①ディナーショーまたはショー鑑賞とバックステージツアーがセットになったプ
ラン
②ディナーショーまたはショー鑑賞の修学旅行用特別料金
③バックステージツアー、メイクアップ・デモンストレーション、ダンスワーク
ショップ等の体験プラン

https://www.guam-bgtours.com/activity/ride-the-ducks/

ライド・ザ・ダック グアム

グアム初の水陸両用車ツアー
迫力の海上ダイブ！ 貸切も
　一昨年のスタート以来、
好評のグアム初の水陸両用
車ツアー。ツアー専用にで
きた36名乗りの水陸両用車
を３台用意、グループの貸
切にも対応する。サンド
キャッスルを出発し、スペ
イン広場やラッテストーン
公園など、アガニア地区の
観光ポイントを車窓観光、
そしていよいよアプラ湾か
ら水しぶきをあげながら海上ダイブ！運が良ければ、
海上を航行しながら停泊する軍艦を見ることもでき
る。サンドキャッスルはタモンの中心地区にあり、
シャトル等で各ホテルからのアクセスもスムーズ。所
要時間は90分、ほぼ毎時の運行と予定を立てるのにも
便利。すべて新車で万全な安全対策を施しているので
安心だ。グアムの新しい魅力を発見できるツアーだ。

https://www.guam-bgtours.com/activity/big-sunset/ 

BIG サンセット ディナークルーズ

グアム唯一のディナークルーズ
貸切もOK! グアムの自然を満喫
　雄大な海原と美しいサンセットを眺め
ながら、豪華なバーベキュー・バイキン
グ料理が味わえると評判。50名以上の料
金で貸切が可能。最大65名まで収容でき
るので、船上での打ち上げパーティーな

ど、オリジナリティーあふれる団体旅行
向けプランにはピッタリだ。
　船内ではグアム伝統の「チャモロ料理」
を味わえ、ビールやワイン、ソフトドリ
ンクなどは飲み放題。底釣り体験もでき
る。満天の星空の下、クルーズデッキで
はダンスタイムがスタート。運がよけれ
ば、イルカに出会えることも。まさに「グ
アムでベストな体験」だ。
　２階デッキ席を予約できる「VIPプラ
ン」は、毎晩２グループ限定（１グルー
プ２〜４名）で特に人気。大人10名から
の団体料金、サンドキャッスルのショー
と組み合わせたコンボパッケージも用意
する。

https://www.guam-bgtours.com/activity/globe/

クラブ「グローブ」

グアム最大のクラブ・スペース
イベント会場、二次会にも
　サンドキャッスルに併設する
グアム最大のクラブ。収容人数
は全部で500名。落ち着いた大人
の雰囲気で40名収容可能なVIP
ラウンジなど、複数のプライ
ベート・エリアを用意し、テー
マパーティーや屋内型チームビ
ルディング、コンサートやファ
ンクラブイベントなど、目的に
応じた利用ができる。また二次
会などのカジュアルなパーティーにもおすすめだ。
　HOUSEやR&B、HIP HOPなど、最先端の音楽が流
れるグアムで最もホットな場所で、国籍や年代関係な
く、グアムの熱い夜を楽しみたい。通常の営業時間は
夜の20時から深夜２時まで。タモン、アガニャ地区の
ホテルから無料送迎があるので安心だ。
　入口前には、オープンカフェの建設が予定され、新
たなスポットとして期待される。

https://www.guam-bgtours.com/activity/the-beach/

「ザ・ビーチ」レストラン＆バー

タモン湾に沈む夕日は必見!
パーティーにもぴったり
　ホテル・ニッコー・グアムの横に位置するタモン地
区唯一のビーチ・バー。約200名収容可能なパーティエ
リアを用意し、ビーチパーティーやコンサート、ウェ
ディングの後のパーティーなどに対応できる。
　右に恋人岬、左にタモン湾を望む絶好のロケー
ションは、グアム最高の
ビューポイント。昼も夜
もチャモロテイストの料
理やトロピカルカクテル
など、南の島らしい美味
しい料理が味わえる。
　地元からの人気も高
く、ここから眺めるサンセットは実に美しい。週末を
中心にバンドなどの生演奏が入り、サンセットを眺め
ながらリラックスできる。営業は深夜２時（料理は22
時）まで。ディナーやカクテルを楽しみながら、タモ
ン湾沿いのホテルの灯りと満天の星空の下、静かな波
の音をBGMにグアムの素敵な夜を楽しめる。

収容人数	500名 収容人数	200名

収容人数	65名

収容人数	36名

家族揃って
ハイクオリティな体験

　BGツアーズが主催する各ツアー
では、小さな子どもからお年寄りま
で、みんなが一緒に楽しめるプラン
がほとんど。三世代旅行にも人気だ。
　どのプランも年齢制限が無く（グ
ローブを除く）、ファミリー揃って
ハイクオリティなグアムを満喫でき
る。各ツアーとも子供料金（２～11
歳）があり、２歳未満は無料で参加で
きる。特に「ザ・ビーチ・ディナー
ショー」においては、2017年４月１
日より６歳未満が無料となり、ファ
ミリーが、より参加しやすくなる。
　さらに、家族需要が増える夏休み
期間には、毎年恒例のファミリーに
お得な特別キャンペーンを実施す
る。ツアーによって、子供料金が半
額または無料になるなど、子供連れ
にはうれしいキャンペーンだ。

　「ザ・ビーチ」では、西洋文
化の伝わる前のグアムのチャ
モロのカルチャーとビーチサ
イドでの食事を、タモン湾で
体験できる。
　体験できるアクティビティ
は、ココナッツの葉のクラフトつくり、ココナッツ削
り、槍投げや石投げゲームの体験、チャモロダンス
の体験の他、チャモロ料理やフルーツのテイスティ
ングなど。気軽に楽しく、チャモロの文化に触れる
ことができる。
①チャモロランチ＋カルチャー体験
「ザ・ビーチ」レストラン＆バーでのチャモロの代
表的なランチとカルチャー・プログラムの体験

②ディナーショー＋カルチャー体験
グアム最大級のアイランドショー「ザ・ビーチ」
BBQディナー＆ショーとカルチャー・プログラム
の体験。500名超収容可能のため、200名以上の
学校であれば貸切も可能

世紀を超えたグアム・オリジナルの
チャモロ文化を「ザ・ビーチ」で体験
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予約センター： 0120-31-1911   www.avis-japan.com

Drive in Guam

レンタカーで行く！ グアムの個性派レストラン
近年充実するグアムのグルメシーン

グアムのグルメシーン

オシャレなレストランやユニークなコン
セプトを持つ個性的なレストランが近年
オープンしているグアム。グアムにはロー
カルフードのチャモロ料理をはじめ、アメ
リカ料理、エスニックから和食まで、日本
人の口に合うさまざまな「食」を体験でき
る。レンタカーを使って、グアム観光の中
心地タモンエリアを一歩離れれば、ローカ
ルたちが集まる隠れ家的レストランも。自
分だけのお気に入りレストランを見つけ
て、グアムを自由に満喫したい。

クラッキンクラブ
（ナナズカフェ、セイルズBBQ内）

アメリカ本土で研鑽を重ねたシェフ、リンゴ氏がグアムに戻
り、仲間たちとオープンさせたレストラン。地元グアムの新鮮
な食材を利用したこだわりの料理を揃える。ディナータイムに
は、ライブミュージックも入り、ぐっとオシャレな雰囲気に。
スタッフはみんな気さくで感じがよく、気持ち良い空間を提供
している。

いつ訪れても行列が絶えない、朝食とランチのみ営業の人気レ
ストラン。ローカルのアーティストによる絵画が飾られるなど、

「グアム愛」がつまった店内は、木目調の落ち着いた雰囲気。朝食
メニューは、エッグベネディクト、フレンチトーストをはじめ、
アメリカらしいメニューが。ランチタイムでは、独特のソース
に半熟玉子がとろけるグアム風ロコモコ丼や、各種サンドイッ
チなど、ボリューム満点の食事を提供している。スポンジケー
キに練乳やクリームのソースを染み込ませたグアムのローカル
デザート「ラティーザ」など、スイーツもおすすめ。

刻々と変化するタモン湾の夜景が一望できるレストラン。空港
近くの高台にあり、店内の大きなガラス窓からは、キラキラと輝
くホテル群を眺められる、特別な夜に訪れたいロマンチックな
場所だ。おすすめはステーキやラムチョップなどの肉料理。そ
の他、チャモロテイストを取り入れた、ワ－ルドフュージョン
スタイルの料理も楽しめる。ワインなど、お酒の種類が多く、
店内のスタッフも知識が豊富。ラグジュアリーなひとときを堪
能あれ。

スパイシーなトマトベースのソースで味付けされた、カニや海
老などのシーフードを手づかみで食べる。テーブルの上にガ
サッと広げられたシーフードを直接手に取ってワイワイ食べれ
るのはグアムでも唯一ここだけ。ビールとの相性もばっちりで、
豪快な食べ方は南の島グアムにぴったりだ。子供用にはキッズ
メニューも用意されているので、家族みんなで、そして友人た
ちと楽しめる。

むき出しの天井に、無機質な素材で作られたライティングが下
がるクールな印象の店内。広々とした空間に大きな机が配置さ
れ、開放感があり、居心地の良さを実感できる。お店の奥にはお
しゃれなバーカウンターも。ブレックファースト、ランチ、ディ
ナーと営業しており、ステーキやシーフード、ランチメニュー
はハンバーガー、サンドイッチなど、好みに合わせてチョイス
できる。また、創作チャモロ料理も揃うので、グアムならでは
の食も楽しめる。

ポップでレトロなオールドアメリカンのインテリアが印象的な
レストラン。映画のワンシーンから飛び出たようなおしゃれな
雑貨が並び、どこを切り取ってもSNS映えしそうなカワイイ店
内。ホットドッグやハンバーガー、名物のソーダーやアイス、
スイーツなど、見た目も楽しい食事が味わえる。ぺことりゅう
ちぇるがSNSに写真をアップし、話題に。

スリー・スクエアーズ
Three Squares

フィズ＆コー
Fizz＆Co

パパス
Papa's

ピカズカフェ
PIKA'S CAFE

キッチンリンゴ
Kitchen Lingo

＜レストラン情報＞
住所：ナナズカフェ、セイルズBBQ
　　　152 San Vitores Rd., Tumon, Guam 96913
　　　（ザ・プラザとリーフホテル間を海側へ）
URL：www.guamplaza.com

＜レストラン情報＞
住所：416 Chalan San Antonio Tamuning, Guam 96931
　　　（タムニング地区ホスピタルロード沿い）
URL：http://www.facebook.com/threesquaresguam/

＜レストラン情報＞
住所：153 Martyr St. Suite 101-A　Hagatna, Guam 96910
　　　（アガニアエリア）
URL：http://www.kitchenlingoguam.com/

＜レストラン情報＞
住所：302 South Route 4 Ste. Hagatna, Guam 96910
　　　（アガニアショッピングセンター敷地内）
URL：https://www.facebook.com/fizzsodashop/

＜レストラン情報＞
住所：807 Route10 Tiyan Parkway East（Airport Road） 
　　　Bariigada, Guam, 96913
　　　（バリガダ地区  グアム国際空港近く）
URL：https://www.facebook.com/PapasGuam

＜レストラン情報＞
住所：888 N. Marine Corps Drive #114 Upper Tumon, Guam 
　　　96913（アッパータモン地区  セントジョンズスクール向かい）
URL：https://www.facebook.com/pikascafe

グアム国際空港営業所
24時間

タモン営業所（藤イチバン前）
8：00～17：00

ヒルトンホテル営業所
8：00～12：00／13：00～17：00

ハイアットホテル営業所
8：30～12：00／13：00～17：30
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Dusit Thani Guam Resort

開業2年、ラグジュアリーホテルとしての高みを目指す
コンベンションセンターの最大収容人数を1010名に改訂

デュシタニ グアム リゾート

2015年６月の開業から２年あまり、
グアムのラグジュアリーホテルとして確
固たる存在感を示している「デュシタニ 
グアム リゾート」。タイで培われた格式
あるホスピタリティがグアムにおける宿
泊サービスの底上げに大きく貢献してい
る。また、大型コンベンションセンター
の稼働により、グアムのMICEを牽引し
ている点も見逃せない。

タイらしさ、館内の随所に

　デュシタニ グアム リゾートは、タイ
を本拠地とするデュシットインターナ
ショナルのラグジュアリーリゾート。そ
のためタイのホスピタリティを館内の随
所で感じることができる。例えばホテル
に足を踏み入れた時、ふと感じる清涼感
のある香りはレモングラス。スタッフの
ユニフォームにデザインされたタイの民
族衣装は、タイならではの繊細さを感じ
させてくれる。また、VIPやバンケット
のゲストを迎え入れるタイグリーターの
存在も独特だ。グリーターとはいわゆる
案内係だが、さりげないサービスがゲス
トに心地よさをもたらす秘訣となってい
る。

　なかでも、館内で最もタイを感じるこ
とができる場所は、やはり「テラワン ス
パ」だろう。デュシット インターナショ
ナルが誇る高級スパブランドで、“テラワ
ン”とは“天国の庭園”という意味。照明を
抑えた館内には伝統的なタイの音楽や香
りが演出され、癒しの空間が広がってい
る。
　セラピストは、本格的なタイ式マッ
サージや西洋式トリートメントの技を習
得した熟練ぞろい。その日の体調や好み
のアロマなどに合わせ、豊富なメニュー
からトリートメントやマッサージを受け
ることができる。
　また、同スパにはハイドロサーマルセ
ラピー施設が備わっているのも大きな魅
力。ドライとスチーム２種のサウナ、プ
ランジプール、リラクゼーションルーム
を備えており、マッサージやトリートメ
ントの後もゆったりとした時間を過ごす
のがお勧めだ。
　なお、同スパは今年、世界トップクラス
のスパ施設を選ぶ「ワールド・ラグジュ
アリー・スパ・アワード」において、ベ
スト・ラグジュアリー・ホテル・スパを
受賞した。

どの客室からもオーシャンビュー

　タモン地区の中心に位置するデュシタ
ニ グアム リゾートは、タモン湾に面し
ており、客室の大多数がオーシャンフ
ロント。スタンダードのデラックスオー
シャンフロントはビーチと海に近く、階
数の高いプレミアオーシャンフロントや
クラブオーシャンフロントは窓いっぱい
に空と海が広がっている。また、30階に
位置するクラブラウンジも壮大な眺めが
セールスポイント。充実のメニューが並
ぶ朝食時は晴れ渡る海を、カクテルタイ
ムには赤く染まる夕日を眺めるのに絶好
の場所といえるだろう。
　いずれの客室も、日本人旅行者を意識
したツインルームが多いのも特徴の一
つ。クラブオーシャンフロントにはロク
シタンのアメニティグッズが入っている
など、女性ゲストに評判がいい。

趣向を凝らした味を楽しむ

　豊富なバリエーションを用意したデュ
シタニのレストラン＆ラウンジもレベル
が高い。オールデイダイニングの「アク
ア（Aqua）」は、海に突き出たような造り
となっており、ガラス張りの三方面から
海が望めるロケーションが魅力。朝昼晩
と豊富なメニューが並ぶなか、お勧めは
ランチとディナーのデザートだ。新たな
パティシエによるデザートはまるでアー
トのように美しく、このデザートを目当
てに訪れるゲストも少なくないという。

　「 ア ル フ レ ー ド ズ（ A l f r e d o ’ s 
Steakhouse）」は高級感漂うステーキハ
ウス。和牛を使ったメニューが人気のほ
か、タンクから取り出したばかりのロブ
スターなど、新鮮なシーフードのグリル
も人気が高い。「ソイ（SOI）」はグアム初

となる本格的な高級タイ料理レストラ
ン。タイの屋台料理を上品にアレンジし、
小皿で提供しているのが特徴だ。インテ
リアもハイクラスのタイのイメージでま
とめられ、まるでタイにいるかのような
雰囲気が味わえる。
　タモン湾の海を望む１階のロビーラウ
ンジは、ゆったりとカフェタイムを楽し
めるスペース。しかし17:30からは３時間
のゴールデンアワーとなり、雰囲気が変
わる。沈みゆくサンセットを特等席で眺
めながら、ビールとワインの飲み放題プ
ランが楽しめるのだ。ビールとワインに
オリジナルのシグネチャーカクテルを加
えたプランもあり、こちらもお勧め。

リピートする大型MICE

　2015年９月にオープンした「グアム・
コンベンション・センター」は、グアム
のMICEに大きな変革をもたらした。注
目は、1000名以上の大型グループをなん
なく受け入れられるキャパシティにある。
主なボールルームや会議室が集約されて
いる６階は、グアム消防局から認可を受
け最大人数が1010名に改訂された。実際
には最大のグランドボールルームにバン
ケット910名、カクテル1010名の収容が可
能。２分割できるロイヤルボールルーム
はバンケットで400名、カクテルで800名
を収容できる。
　グランドボールルームでは、最新技術
を駆使した音響や照明の設備を用意。こ
れによりLED照明やシャンデリアの色
を自在に調整でき、参加企業や団体の
テーマカラーに合わせた演出が可能に
なっている。例えば乳がん撲滅運動の
チャリティー・ガラディナーではピン

クを、ミリタ
リー系のパー
テ ィ ー で は
ベージュ系の
照明を使い、
効果的な演出
で会場を盛り
上げた。
　オープンか
らわずか２年
で500名、800
名といった規

模のグループを受け入れてきたグアム・
コンベンション・センター。今年は韓国
から1000名以上の大型グループが訪れ、
式典とバンケットのセットチェンジをわ
ずか１時間弱で行ってゲストに驚かれた
という。いくつかのグループはすでにリ
ピーターとなっており、グアム全体の
MICEマーケットに大きな刺激を与えて
いる。

ラウンジやヴィラでパーティーを

　小規模のパーティーや会議には、ガラ
ス窓から明るい光が差し込むサロン1や
サロン2、リビングルームといったスペー
スが最適。バンケットスタイルでそれぞ
れ50、60、30名を収容でき、ビジネスミー
ティングやランチ、ウエディンググルー
プなどに好評だ。
　小規模なMICEなら、ホテル棟にもユ
ニークな会場がある。ロビーラウンジの
奥に位置する半屋外のテラス席や屋根付
きのオープンエア・レストラン「タシ グ
リル」で、どちらも広大な海を目の前に
グアムらしい開放的なパーティーを演出
することができる。

　また、デュシタニの特徴でもあるヴィ
ラの利用もお勧め。特に海に突き出た造
りのヴィラアズールは、880㎡の広さにテ
ラス、プランジプール、BBQカウンター
を配置。室内には本格的なキッチンもあ
り、25～45名のカクテルパーティーや２
次会に最適となっている。客室の一つだ
が年間を通してパーティー利用が多く、
パーティールームとしての人気が定着し
ている。
　なお、同リゾートでは、ディレクター・
オブ・セールスをはじめとする要職に日
本人を就けており、日本市場を重視する
とともにサービス体制の強化を図ってい
る。現場のスタッフにも日本人を配置し、
日本人ゲストに安心感というホスピタリ
ティも提供している。

12月31日に特別な体験を企画
　デュシタニ グアム リゾートの開業か
ら３回目となる大晦日の12月31日、同
リゾートは“異例（Exceptional）で思
い出深い（Memorable）体験”として、

「ニュー・イヤーズ・イブ・ガラ・ディ
ナー（NYE GALA DINNER）」を初開催
する。会場はグアム・コンベンション・セ
ンターのグランドボールルーム。デュシ
タニが誇る美食の粋を集めたコースディ
ナーが振る舞われ、俳優でありロックシ
ンガーのアメリカ人、コンスタンティ
ン・マルーリス氏によるコンサートで盛
り上がる趣向だ。夜のビーチで観賞する
ニュー・イヤーズ・イブの花火や新年の
カウントダウンも含む特別な夜のイベン
トとなっており、グアムで年越しを検討
している旅行者にワンランク上の大晦日
を提供する。

パーティーのテーマに合わせた楽
しい食の演出も（一例：まるごと食
べられる靴の形をしたデザート）

ヴィラアズール

ソイ

タシ グリル

クラブラウンジ

アクア

アルフレードズ

ロビーラウンジ

デラックスオーシャンフロント

グアム・コンベンション・センター
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微笑みの国タイのおもてなしをグアムでお楽しみ下さい
伝統的なタイの気品あふれるおもてなしを体験して頂ける場所
デュシタニ　グアム　リゾート
全421の客室、6つのレストラン、本場タイスパに加えグアム最大のコンベンションセンターを
備えた館内から望むタモン湾のパノラマビュー
レジャー、ビジネスでも快適にお過ごし頂けます



（12） （第３種郵便物認可） 2017年（平成29年）9月11日  増刊 第2404号

HafaAdai Guam Study Tour 2017 Report

ホテル視察やMICE対応可能な
アクティビティプログラムなどを体験

ハファデイ・グアム・スタディ・ツアー 2017レポート

　ハファデイ・グアム・スタディ・ツ
アーは、旅行会社に対する研修の一環と
して行われる毎年恒例のプログラムで、
今年で24回目を迎えた。今回は札幌、仙
台、東京、名古屋、大阪、福岡の６地区
から旅行会社スタッフ71人が参加。さら
にGVBやユナイテッド航空の関係者、メ
ディアなどを加えると、参加者は総勢84
人となった。
　今回も昨年と同様に、全国６都市で事
前セミナーを開催。これにより参加者が
最新の情報を得たうえでグアムに到着し
たため、現地では事業者との交流や各種
アクティビティの体験などに多くの時間
を割くことができた。ワークショップの
後に行われたホテルの視察では、客室や
ラウンジ、レストラン、バンケットルー

ムなどを見学。各ホテルから受け入れ体
制の説明があり、参加者は熱心に耳を傾
けていた。
　このほか、自由行動日にはワーク
ショップ時に申し込んだアクティビティ
などを実際に体感し、新たな商品開発や
MICEプランニングに役立つ情報収集を
行っていた。

ユニークな施設が続々とオープン
MICEの誘致を積極的に展開
　グアム政府観光局ジョン・ネイサン・デ
ナイト局長兼CEOは、同スタディツアー
中のインタビューで、魅力的な旅行商品
の造成に対してはこれまで同様の支援を
しつつ、MICEの誘致にも積極的に取り
組む姿勢をあらためて示し、特に大規模

ハファデイ・グアム・スタディ・ツアー 体験アクティビティ

JGTAスペシャルツアーで
MICE向け施設などを見学
　ハファデイ・グアム・スタディ・ツアー
の参加者を対象に、日本グアム旅行業協
会（JGTA）は半日のスペシャルツアー
を催行した。
　最初に訪れたのは、「バレー オブ ザ 
ラッテ アドベンチャーパーク」。タロ
フォフォ川のリバークルーズに加え、

古代チャモロ
人の住居（復
元）やその土
台といわれる
ラッテストー
ンを見学でき
る。ジャング
ルの一部も散

策でき、古代チャモロ人が台風を避ける
ために身を隠したとされる洞穴も見るこ
とができる。さらに火起こし体験やカラ
パオ（水牛）ライド、ティラピアフィッシ
ングなどの体験
プログラムも豊
富だ。ガイドは
簡単な日本語を
話すことができ
るうえ、参加者
を楽しませよう
とするホスピタ
リティ精神に溢れている。彼らの存在な
しではこれほど楽しめるプログラムには
なっていないかもしれない。
　次に訪れたのは、ハガニアに2016年末
にグランドオープンしたばかりのグアム
ミュージアム。訪れた日は、７月21日のグ
アム解放記念日に向けた特別展「米国、
日本、グアムの３つの視点から見る第

二次世界大戦
展」が開催さ
れていた。こ
の企画展の意
図は、過去の
悲しい歴史を
知ったうえで、お互いに手を取り合い現
在の友好関係を保って前に進む、という
現在のグアムの人たちのメッセージだと
いう。なお、企画展は３カ月ごとにテー
マが変わる。グアムミュージアムは、吹
き抜けスペースをレセプション会場とし
ても使用可能で、すぐそばのスペイン広
場も合わせて使用すると大規模の団体に
も対応可能だ。
　最後に訪れたのが恋人岬。タモン地区
が一望できる断崖絶壁で、許されない愛
で結ばれたチャモロの男女が身を投げた
という伝説の地だ。現在では展望台など
が整備され、恋人同士で訪れたいフォト
ジェニックなスポットとして知られてい
る。この恋人岬に2017年３月、開放感溢
れるカフェ「テラザ・アット・ドス・ア
マンテス」がオープンした。座席数は99
席だが、恋人岬の敷地全体を使っての大
規模なレセプションも可能だ。

なMICEへの対応については、デュシタ
ニ グアム リゾート内にグアム最大規模
の宴会場ができたことを例に挙げ、「ほと
んどのホテルにMICE対応可能な施設が
整っている」と話した。
　また、1000人超のファンクションに
対応できるビーチサイドのバーや、昨
年オープンしたハガニアにあるグアム
ミュージアム近くのスペイン広場でのセ
レモニーなど、ユニークなロケーション
が豊富なため、ホテルの宴会場以外の選
択肢の多さもグアムの優位性になる点を
強調した。

　アクティビティは個人や小グループで
参加するものだけでなく、チームビル
ディングの要望に応えるプログラムも充
実。それぞれのアクティビティスポッ
トが島内にコンパクトにまとまってい
るため、「移動時間が少ないのもグアム
がMICEで優位な点」（デナイト局長兼
CEO）だという。MICEでは限られた時
間で最大の満足度が求められるため、デ
ナイト局長兼CEOは「３〜４日間の企業
旅行には、グアムはまさにうってつけの
デスティネーションだ」と自信を見せて
いる。

グアムの名物イベントとして定着
「グアムBBQブロックパーティー」

　観光客はもちろん、地元住民も心待
ちにするグルメイベントとしてすっか
り定着した「グアムBBQブロックパー
ティー」。今年は７月１日に開催され、グ
アムのシェフたちが屋台を出店し、自慢
の腕を振るって作ったバーベキュー料理
を提供した。
　グアム最大の繁華街であるタモン地区
のプレジャーアイランドを歩行者天国に

して実施するグアムBBQブロックパー
ティーでは、グアム各地のレストランな
どが参加。コンクール形式で料理の美味
しさを競う「ブロックパーティー・グリ
ルマスター・チャンピオン」も開催さ
れ、シェフ同士の熱い戦いが繰り広げら
れた。さらに、大食いコンテストや地元
ミュージシャンによるライブ演奏も行わ
れた。

効果抜群のチームビルディング
UAナイト レセプション
　国内６都市からグアムに週60便を運航
しているユナイテッド航空は、ハファデ
イ・グアム・スタディ・ツアーの３日目の
夜に「ユナイテッド ナイト レセプショ
ン」をデュシタニ グアム リゾート内の
タシグリルで開催した。参加者は出発地
ごとに異なるテーブルに振り分けられ、
これがチームビルディングを兼ねた３種
のゲームを行う際のチームとなった。

　最初のゲームは、チームビルディング
ではおなじみの綱引き。負けたら終わり
のトーナメント形式のため、開始前には
各チームが円陣を組んで声を出す気合の
入りようだった。あっさり決着がつく勝
負はなく、いずれも熱のこもった接戦が
続いた。敗退したチームも勝ち上がった
チームの応援に回るなど、タシ グリル前
のビーチは歓声に包まれた。
　体力勝負の綱引きの次はカップスタッ
キング。といっても手でカップを重ねる
通常のゲームではない。カップに触れて

よいのは、５本
の紐が結び付け
られている輪ゴ
ムのみ。この５
本の紐を各チー
ムの代表５人が
引っ張ってカッ
プを持ち上げて運び、その早さを競う、
チームワークと慎重さが求められるゲー
ムだ。こちらも実際にゲームに参加して
いる人はもちろん、自分のチームを応援
する声で大いに盛り上がった。
　最後のゲームはチーム対向のリレー。
ただし走者はバトン代わりのスポンジ
バットを軸にその場で５回転してから走
り出すという変則ルールだ。これを１
チーム４人でリレーし、そのタイムを
競った。回転を終えて走り出すと、各走
者は右へ左へと
蛇行しつつも、
全チームが無事
に完走した。
　いずれのゲー
ムも非常に盛り
上がり、２日前
に初めて挨拶を交わしたとは思えないほ
どメンバー同士の距離が縮まった。チー
ムビルディングの効果が抜群に高いこと
を再確認したレセプションとなった。

イナラハンで出会ったグアムの「田舎」
素朴な味が嬉しいベーカリーも
　タモンエリアなどでは開発が進むが、
グアムのローカルたちは島の南部を「田
舎」として認識している。古代チャモロや
スペイン統治時代の古き良き習慣を感じ
られるのが、その南部にあるイナラハン
村だ。このイナラハン村には、グアムの花
であるブーゲンビリアに包まれたブーゲ
ンビリアハウスや、第二次世界大戦の戦
火を免れた民家、西洋建築の教会など見
どころが多い。保存されている民家の壁
には可愛らしい絵が描かれ、説明書き（英
文のみ）のプレートもあるので、その家の
バックグラウンドを知ることもできる。
　また、1900年代初頭に建てられた古民
家を改装し、スペイン統治時代の焼き窯

とレシピで手作りパンを販売しているの
が、イナラハン村にあるホヌ・ベーカリー
だ。ホヌとはスペイン語でオーブン＝石
窯を意味する。パンだけでなくピザも焼
くが、オーナーのトニーさんのお勧めは
ココナッツブレッド。「いつも焼いている
パンにココナッツミルクを入れてみたら
美味しかった」という試作品を改良して
生まれたこのパンは、タモンエリアなど
での食事ではなかなか出会えない素朴な
味わい。14時前には閉店してしまう小さ
い村の小さいベーカリーだが、日本の大
手製パン会社から「レシピを買いたい」
というオファーもあったという隠れた名
店だ。

グアム政府観光局（GVB）は、毎年恒例の全国の旅行会社のMICE担当スタッフや商
品造成担当スタッフを招いた研修旅行「ハファデイ・グアム・スタディ・ツアー」を
6月29日から7月3日の日程で開催した。参加者は現地の観光業界関係者とのワー
クショップに加え、ホテル視察やMICE対応可能なアクティビティプログラムなど
を体験。「最新のグアム」を肌で感じた。
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Hotel Nikko Guam

来年4月から客室カテゴリー変更
スーペリアとプレミアの間にデラックス

ホテル・ニッコー・グアム

鳥が羽を広げたようなデザインと優美な
曲線で形づくられた外観が印象的なホテ
ル・ニッコー・グアム。来年度からはス
タンダードタイプの客室を、これまでの
２カテゴリーから１つ増やし、３カテゴ
リーとなる。４月から、より幅広い選択
肢を持つホテルとして羽ばたくことにな
る。

全室オーシャンフロントの客室

　タモン湾の海に向かって立つホテル・
ニッコー・グアムは、一度見たら印象に残
る独特の外観を持っている。このデザイ
ンは日本では幸福や長寿の象徴とされる
鶴のイメージから着想したもの。曲面的
なデザインは、見た目の優美さを生んで
いるだけでなく、建物全体が海に向かっ
て絶妙な角度を保っており、全客室が
オーシャンフロントというホテル・ニッ
コー・グアムの最大の特徴にもつながっ
ている。
　460室の客室全てから、青く輝く海の
眺望を楽しめるホテルはグアムでもホテ
ル・ニッコー・グアムだけ。また日系ホテ
ルとしての日本市場での高い知名度と、
安心・安全という日系ブランドの強みも

あって、海外旅行が初めてという初心者
や、小さな子供連れのファミリー、グア
ムのリピーターまで、幅広い客層に支持
されている。
　また団体旅行、MICEに関しても、全
室オーシャンフロントが大きな強みとな
る。眺望の条件が平等で、グループでの
宿泊者の部屋割りで不公平が生じにくい
点は、オーガナイザーからも高く評価さ
れている。

「デラックス」カテゴリーを新設定

　客室はスイートとスタンダードの2タ
イプに分けられる。このうちスイートタ
イプについては「オーシャンフロント・
スイート」「オーシャンフロント・プレ
ミア・スイート」「オーシャンフロント・
プレミア・エグゼクティブスイート」「プ
レジデンシャル・スイート」の４カテゴ
リーに分かれている。
　一方、スタンダードタイプについては
現在「オーシャンフロント・スーペリア」
と「オーシャンフロント・プレミア」の
2カテゴリー。
　ホテル・ニッコー・グアムでは、この
うちスタンダードタイプの「オーシャン
フロント・スーペリア」と「オーシャン
フロント・プレミア」の間に、新たにカ
テゴリーを設け、来年4月からはカテゴ
リーを3つに増やす予定だ。
　新たなカテゴリーは「オーシャンフロ
ント・デラックス」で、スーペリアとプレ
ミアの中間に位置するグレードとなる。
また、スーペリアとプレミアが分かりづ
らいという意見があったため、「オーシャ

ンフロント・スーペリア」を「オーシャ
ンフロント」のみに変更。
　カテゴリー分けはフロアの階層で決ま
り、オーシャンフロントは4・5・6階の3
フロア136室、デラックスは7～11階の5フ
ロア211室、プレミアは12・14・15階の3
フロア95室となっている。

デラックスにも2つの選択肢

　新設されるデラックスの中にも２つの
選択肢が用意される。ひとつは宿泊（部
屋）のみの滞在で、もうひとつは朝食付き
の滞在だ。朝食付きを選択した場合は、
インターナショナルブッフェ「マゼラン」
での朝食が提供
される。
　ちなみにオー
シャンフロント
の客室に関して
は、来年４月以
降も内容の変化はなく、シンプルに宿泊
のみの設定となる。
　またデラックスとプレミアの客室に
は、ホテル・ニッコー・グアムとして初
めてコーヒーマシンを導入。朝から美味
しいコーヒーを自分で淹れて楽しめるよ
うになる。
　来年４月のカテゴリーの変更に向けて
すでに準備を完了しており、客室の改装
も昨年12月までに終えている。したがっ
て４月からのカテゴリー変更に伴う工事
や客室閉鎖といった不便は一切生じない。
　また昨年の改装によって、オーシャン
フロントカテゴリーにあった、正規ベッ
ド３台のトリプルルームがなくなった

が、その後もファミリー旅行者からの要
望が多かったこともありトリプルルーム
を復活。通常、朝食付きのプランを選択
した場合は、同行する子供料金での宿泊
者（11歳以下）も２名まで朝食無料とな
るが、トリプルルームでは最大で子供３
名までが朝食無料となる。

プレミアラウンジもグレードアップ

　スイートタイプの客室と、スタンダー
ドタイプの客室のうちプレミア・カテゴ
リーの客室の宿泊者は、ロビーフロアに
位置するプレミアラウンジを使用でき
る。青い海と恋人岬の眺望も楽しめるプ
レミアラウンジでは、朝食（コンチネン
タルブレックファースト）、ティータイム
のソフトドリンクやスナック・お菓子、カ
クテルタイムのアルコール各種とおつま
み・デザートなどが提供され、アフター
ディナータイムに
もソフトドリンク
とスナック・お菓
子が提供される。
　来年４月からは
このプレミアラウ
ンジの内容をグレードアップする。たと
えば、現在はコーヒー・紅茶、ジュースは
セルフサービスだが、ラウンジスタッフ
がドリップコーヒーなどをサーブする方
式に変える。また朝食の時間帯にスパー
クリングワインも飲めるようになり、
「シャンパンブレックファースト」として
提供する。さらに金曜日と土曜日のカク
テルタイムには生演奏のエンターテイン
メントも楽しめるようになる。
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GVB Online Promotionグアム政府観光局（GVB）オンラインプロモーション

　グアム政府観光局（GVB）は、2017年１
月30日より各主要サイトでのバナー掲出
を中心とした2017年のウェブ新広告「や
りたかったんだな、これっ。」キャンペー
ンを実施している。ファミリー、OL、
シニア層の各ターゲットに向け、キャッ
チコピーとショートムービーで、グアム
での楽しみ方を提案する内容で、キャン
ペーン特設サイトでは、全部で32種類の
コンテンツを紹介。うち16種類はショー
トムービーも用意し、それぞれに、ユニー
クなキャッチコピーがあり、その謎解き
をする形で、さまざまなグアムの楽しみ
方、知られざる魅力やスポットを紹介し
ている。
　同特設サイトでは、各アクティビティ
やスポットの紹介のほか、グアムのパッ
ケージツアーが購入可能な各旅行会社

のサイトにもリンクし、販売を促進す
るほか、SNSキャンペーンを実施。「あ
なたが、やってみたいグアム体験をSNS
（Facebook、Instagram）に投稿して、グ
アムペア３泊４日の旅をゲットしよう！」

お子様連れのグアム旅に人気の、巨大“ウォーターパーク”。海水が苦手な
お子様も安心して遊べます。ついつい大人も童心に返ってしまう、グアム
の3大ウォーターパークを徹底解剖します！

各マーケット別　動画再生回数ランキング上位5位発表

グアム政府観光局、2017年ウェブ広告キャンペーン
「やりたかったんだな、これっ。」各マーケット人気動画レポート

と題し、FacebookまたはInstagramに
ハッシュタグ「＃グアムこれ」を付けて、
コメント欄にやりたい事を明記し、投稿
した人の中から、３泊４日グアム旅行や
グアム産コーヒーのプレゼントするもの
で、現在第一弾の当選者は発表済み。第
二弾については、９月末まで応募者を募
集している。
　ジョン・ネイサン・デナイトGVB局長
兼CEOが「グアムは美しいビーチと自然
環境があるだけでなく、もっともっと沢
山の魅力が詰まっている島だということ
を理解して欲しい。ゴルフも、ショッピ
ングも、グルメもたっぷり楽しめるのが
グアム。しかも豊富な魅力がコンパクト
なエリアにまとまっているため、移動に
割く時間も短く効率的。午前中はスカイ
ダイビングに挑戦して、午後はスキュー

バダイビングを楽しむなどというスケ
ジュールもグアムなら実現可能だ。ハネ
ムーナーやファミリーだけでなく、アク
ティブなOLから、ゆったりと過ごしたい
シルバー層まで、幅広い客層に十分に楽
しんでもらえる。」とコメントをするよう
に、「リゾートに行ったら、誰もがしてみ
たかったこと。そんな楽しいあれこれが
カンタンに実現できる、グアム」をテー
マに、美しい自然、数々のエンターテイ
ンメント、美味しい料理、チャモロとア
メリカがミックスしたカルチャーのビー
チリゾートを訴求してきた。
　キャンペーンは継続中だが、これまで
の再生回数等から各マーケットごとに感
心が高かった動画ランキングを紹介す
る。今後の商品造成、販売活動の参考に
して欲しい。

大人も、子供だ。

あまり知られていませんが、グアム島内にあるホテルの約90％のお部屋がオー
シャンビュー。特にオーシャンフロントのお部屋からは、まるで海に浮かんでい
るような景色が堪能できます。しかも、そのほとんどが海沿いの中心街・タモン
地区にぎゅっと詰まっているので、ショッピングや食べ歩きにも便利なんです。

その土地の歴史や文化に触れることも、旅の醍醐味。グアムを語る上で、
原住民であるチャモロ人の存在は欠かせません。チャモロ文化を体験でき
る施設やツアーで、グアムの原点を感じてみませんか？

サンセットを望むカフェや、海を望むチャペルの多いグアム。日本人スタッ
フのいる託児サービスも充実しており、つかの間の夫婦の時間を過ごした
いという、お子様連れのファミリーにもおすすめです。

グアムでしか食べられないローカルフード『チャモロ料理』に、アメリカ
ならではのソウルフードともいえるハンバーガー。帰国後、絶対誰かに話
したくなる一番の「うまい！」を探しに出かけましょう。

おしいぞ、90点だ。島中のホテルの90％が、オーシャンビュー。

原点。チャモロ4000年の歴史と文化。

ロマンチックは、家族をふやす。

うまい話に、のっちゃいました。

日本を訪れた外国人観光客による“爆買い”は、2015年の流行語大賞を受
賞するほど話題になりました。でも、日本人だって本当は爆買いしたい！
グアムでまとめ買い向きのショッピングスポットをご紹介します。

本当は、日本人だって爆買したい。

水着やマキシワンピなど、南国気分を盛り上げてくれるリゾートコーデ。
グアムでしか買えないアイテムや、旬なファッションアイテムを購入でき
るショッピングスポットはこちら。

グアムの夜は、眠らない!?　夜中でも明るい中心街なら、日本人女子も安
心して夜遊びできます。南国の熱帯夜を盛り上げるナイトスポットをご紹
介。ただし、年齢確認されるスポットが多いので、パスポートのコピーを
持参しましょう。

自然に囲まれたグアムでは、海・陸・空と、遊びが充実！　特にアドレナ
リンが放出するスリル満点のアクティビティは、やっぱりスカイダイビン
グ。何にも邪魔されない世界に羽ばたいてみませんか？

水圧の力で空を飛ぶフライボード。テレビ、CMなどでも話題になった 
アグレッシブなマリンスポーツが、グアムにも登場！

リゾートコーデは、こーでねぃと（おやじか！？）

ニッポン女子、実力のみせどころ。

アドレナリン、発射。上空4200mの快感。

飛び道具。21世紀型ビーチスポーツ。

ラグジュアリーブランド店やショッピングモール、アウトレットなどのお
買い物スポットが集まるグアムでは、まだまだバブル健在!?　掘り出しも
のも狙いたい、ショッピングモールでのお買い物。ここでは、各モールを
攻略するための極意をお伝えします！

バブル健在。

海に囲まれた島国グアムは、豊富な魚介類が年間を通して獲れ、釣りも大
人気。海を知り尽くしたスタッフが同乗し、初心者でも楽しめるプランも
あります。釣った魚を調理してもらえるツアーもあるので、日本では味わ
うことのできない南国のカラフルな魚を、新鮮なまま食せるのも魅力的！

南北に細長い形をしているグアム。太陽の沈む西側に大きな街が集中して
いるため、美しい夕日を眺められます。なかでも特に観光客の少ない、穴場
のサンセットスポットをご紹介！　運と条件が良ければ「グリーンフラッ
シュ」が見られることも！

２泊３日で３プレーも可能なグアムは、気軽にプレーできる海外ゴルフス
ポットのひとつ。ジャングルや海岸線などの大自然を活かした個性的な７
つのコースが集まり、ゴルフ好きにはたまりません。

かつてのギャルたちに捧ぐ。ご尊老でも空を飛べるアクティビティ、グア
ムにならあります。上空から透明度の高い海や、緑に生い茂るジャングル
などを眺めれば、ひと味違うグアムを感じることができますよ。

グアムの若大将。

サプリメントより、サプライズ。

残念ながら180yrd以下の方は、海ポチャです。

飛べ！オールドギャル。

ファミリー編 シニア編 OL編

http://japan.visitguam.jp/kore/
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パソコン、スマートデバイスでの
閲覧を目的としているため、表示
されるPDFの保存はできません。
印刷はできます。

週刊ウイングトラベル
を開始しました。電子版

いつでもどこでもタイムリーに!

パソコンはもちろん、
スマートフォンやタブレットで
いつでも、どこでも見られます。

株式会社航空新聞社　TEL：03-3796-6646　http://www.jwing.net/

お申し込みは https://goo.gl/5Uaw2z お申し込みは https://goo.gl/pZSz9o

先行配信お申し込みは下記URLより！！

2014年1月以降に発行した号が
検索対象範囲です。
※利用開始は本購読開始後からと
　なります。

本紙購読と同じく1アカウントに
つき1年間12960円（税込）です。 可能です。

気になる記事の掲載号をコメント
付で「お気に入り」に収納できます。

弊社ホームページの専用フォーム
もしくは下記URLからお申し込み
ください。

1ヶ月間無料お試し版をご体験い
ただけます。

配信されるPDFは
保存や印刷ができますか？

記事検索できる
検索対象は？

購読料は？

他に便利な機能が
ありますか？

申し込み方法は？無料購読の期間は
いつまでですか？

電子版だけの購読は
可能ですか？

週刊ウイングトラベル
電子版 Q&A

今なら無料試読がお試し頂けます。

記事検索

選択してクリック

電子版だからできる便利な機能付き

▶

ログインページでログ
インIDとパスワードを
入力して「マイページ」
へアクセスします。

※パソコンにはPDFファイル
形式を表示するための「Adobe 
Reader(無料)」が必要です。
※パソコンでの閲覧を目的とし
ているため、表示されるPDFの
保存はできません。
※ページ単位で印刷はできます。

カレンダー内のアイコンをクリックす
るとその日付のニュースが別ウインド
ウで開きます。

最新号の更新（または未読の場合）は
赤いサインでお知らせします。

カレンダーの他、配信
日のリスト表示もお選
び頂けます。

パソコンでご覧になる場合 スマートデバイス(スマホ・タブレット）でご覧になる場合
アプリのインストールとIDを登録

iOSおよびAndroidから電子版を閲覧
していただく場合、AppStoreおよび
Google Playより「NSブラウザ」を
インストール
新規購読メールのログインURLからマ
イページログイン画面にアクセス。

2回目以降はホームアイコンから簡単アクセス
ホーム画面に追加されたアイコンをタップ
※Androidの場合は「ショートカットを追加」
でホーム画面にアイコンを追加できます。
ログイン画面でIDとパスワードを入力
カレンダーまたはリストをタップしてコンテ
ンツを閲覧します。

🆀
A

🆀
A

🆀
A

🆀
A

🆀
A

🆀
A

1969年に創刊した旅行・航空業界の週刊専門紙。
航空・観光行政の官公庁情報、エアライン・旅行会社・ホテルなど旅行関連
企業の最新動向を迅速かつ詳細に報道。

わが国唯一の週刊航空宇宙専門紙。
昭和32年の創刊以来、防衛省、経済産業省、国土交通省、文部科学省、航空宇宙
工業メーカー、航空会社、商社などを中心に幅広い読者層を持っています。

週刊ウイングトラベル 週刊ウイング

ホーム画面にアイコンを追加。

🆀
A

❶

❷

❸

❹

❺
❻

❷ ❸ ❹ ❺ ❻❶

▶

調べたいキーワード、期間を指定して過去の記事検索が
可能。関連情報をキャッチできます。

記事掲載ページをPDFで表示します。

▶

WING Travel Weekly E-book Edition航空新聞社電子版のご案内
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Hot News ②最新ホットニュース②

　2017年４月、レオパレスホテルの４階、
５階に「メダリオンフロア」が誕生した。
客室は、ゴールドとシルバーを上品に融
合した色調で、コンセプトは「ずっと過
ごしたくなる空間」。質の高い眠りを提供
するためにこだわりを持って選んだベッ
ドは感性工学を取り込んで作られたアメ
リカ製シモンズBeautyrestを採用し、快
適な寝心地を提供する。またシーツや枕
カバーは肌触りが気持ちいい300スレッ

ドカウントの生地を使用。枕ダウンとシ
ンセティックの２種類の異なる素材を用
意し、好みに合わせて選ぶことができる。
　バスルームには、全部屋にミラーTV
を導入。またバスアメニティには、ロク
シタンのシャンプーやソープを揃え、爽
やかな香りを楽しみながら広いスペース
と大きなバスタブでゆったりと過ごすこ
とができる。
　メダリオンフロアでは目的に合わせた

「メダリオンルーム」「エグゼクティブス
イート」「ガバナースイート」「プレジデン
シャルスイート」の４つタイプのスイー
トルームを用意。それぞれ使い勝手の良
いベッドルーム、リビングルーム、ダイ
ニングエリアに分かれており、バスルー
ムも充実。贅沢で優雅な滞在ができる。
　さらに、メダリオンフロアの宿泊者は、
専用ラウンジ「メダリオンラウンジ」へ
のアクセスが可能。北ウィングと南ウィ
ングをつなぐ空中ラウンジが特徴で、目

レオパレスホテルに「メダリオンフロア」誕生
空中ラウンジ「メダリオンラウンジ」もオープン

　インスタ映えする、グアム島内のフォ
トジェニックなスポット紹介するツアー
がグアムに登場。グアムを知りつくした
ガイドが案内する1日1組限定のツアー。
思い出に残る写真を存分に撮影できる。
　フォトジェニックツアーでは、スケ
ボーパーク／恋人岬に行く途中の一本道
／恋人岬（中に入る場合は別途＄3）／ト
レードセンタービル／バス停（2ヶ所）／
自由の女神／Fizz ＆ Co （自費でランチ）
等を案内。その後、OJCでマリンスポーツ
も楽しめるというお得なパッケージだ。
詳細は以下ウェブサイトを参照のこと。

最新、話題のインスタポイントへ
フォトジェニックツアー +マリンスポーツツアー登場

　グアムで唯一の水族館アンダーウォー
ターワールド内に、地球上で最も深いマ
リアナ海溝の「マリアナズトレンチ」エ
キシビジョンがオープンした。
　エキシビジョンでは、水深1万1000m以
上のマリアナ海溝の海底の様子を再現し
たコーナーを体験したり、暗黒の闇に生
きる海洋生物達を真近で観察したりでき
る。
　また、1600年代に行われたダイビング
の歴史や、深海探査船バチスカーフ・トリ
エステ号で、チャレンジャー海淵の最深
部に到達した乗船員達を紹介。さらに、
無人探査機による現在の調査の様子をラ
イブで見ることも可能だ。
　マリアナ海溝は、グアムやサイパン、ロ
タなどを含むマリアナ諸島のすぐ近くに
あり、昨年夏にはグアムを拠点にNOAA

（アメリカ海洋大気局）の調査船による数
か月にわたる大規模調査が行われている。
　今後アンダーウォーターワールドで
は、バー「スプラッシュ」、新コンセプト
を加えた「ディナーアンダーザシー」を
オープン予定だ。

アンダーウォーターワールドに
マリアナ海溝「マリアナズトレンチ」のエキシビジョンがスタート

グアム最新情報

　グアムを代表する本格日本料理店の一
つ、ホテル・ニッコー・グアムの「弁慶」
では、この夏からカジュアルな単品メ
ニューや、飲み放題プランが登場した。
　単品メニューには、枝豆、鶏の唐揚
げ、ホッケ一夜干し、あさりバター、冷

やしトマト、
焼きおにぎり
茶漬け、など
日本人にお馴
染みの一品メ
ニューがずら
り。これに「飲

み放題プラン」（２時間）を付ければ、手
頃な値段で大満足だ。飲み放題は、ビー
ル、ワイン、ソフトドリンクが対象のプ
ランA（$15）と、日本酒・ウイスキーも対
象になるプランB（$25）の２つのプラン
を用意している。
　ロビーラウンジの「ファウンテン」で
は、最近日本にも専門店が登場するほど

ホテル・ニッコー・グアム
「弁慶」一品メニュー、飲み放題プランなどがスタート

の人気を博している韓国発の人気かき氷
パッピンスを参考にした、「スノーミルク
パウダー」の発売を開始した。ミルクを
原料とした氷をフワフワのかき氷に仕立
て、口の中でとろけるスノーミルクパウ
ダーは、韓国で人気のパッピンス専門店
が使用している機械と同じものを輸入。
８月初旬から、新しいデザートとして提
供し、マンゴー、ココナッツパイナップ
ル、フォーシー
ズンスの３種類
の味を用意して
いる。
　このほか館内
で焼き上げてい
るホームメイド
パンも注目だ。「ファウンテン」や「マゼ
ラン」では、日本人好みの味と触感を意
識した特製レシピで作る焼きたてパンが
提供されており、国籍問わず館内のゲス
トに好評だ。

　ラスベガススタイルの本格的エンタテ
イメントを提供するサンドキャッスル・
グアムでは、大晦日限定および、正月三
が日限定の特別プランを提供する。
　2017年12月31日限定のニューイヤーズ
イブ・カウントダウンプランでは、食事

の内容をアッ
プグレード。
パーティグッ
ズや会場装飾
等、いつもと
違う雰囲気を
味わえる。

サンドキャッスル・グアムで
年末年始のスペシャルプラン実施

　大晦日のショー
は、「ニューイヤー
ズイブ・ファースト
ショー」と「ニュー
イヤーズイブ・カウ
ントダウンショー」
の２回。２回目のカウントダウンショー
では、ショーの出演者とともに新年への
カウントダウンを楽しめる。
　また、正月三が日の「ニューイヤー・ス
ペシャルプラン」では、通常のディナー
にかわり、新年特別メニューのご提供と
なる（鑑ショープランは通常通り）。

　ラムラムツアーが開発した、グアム島
内の好きな場所からリムジンを手配でき
るアプリ「ラムカー」が好評だ。このサー
ビスは、１マイル＄1と明瞭会計で、タク
シーを使うよりもお得な料金設定。現金
を使わずに事前カード決済が可能で、英
語が喋れなくても目的地の設定が正確に
でき、事前に会計できるので安心と、好
評だ。
　海外にありがちな不明瞭な料金体制の
タクシーとは違いリーズナブルな設定で

ハイヤー配車アプリ「ラムカー」
小さな子ども連れなど家族旅行での移動にも便利

もちろんチッ
プなどの後付
け金も必要な
し。申し込み
も簡単でラム
カーで検索し、アプリダウ
ンロードするだけだ。
　また、赤いシャトルバス
のバスチケットもアプリ（ラムラムバス）
で購入、ペーパーレス（e-Ticket）で乗車
できる。

の前に広がる大自然の広大な景色を楽し
める特別な空間だ。
　ラウンジではコンチネンタル朝食やイ
ブニングカクテルのサービス、メダリオ
ンラウンジ専用のコンシェルジュサー
ビス、Wi-Fi無料アクセスなどのサービ
スを提供している。営業時間は、7：00～ 
21：00。7：00～10：00はコンチネンタル朝
食、17：00～19：00はイブニングカクテル、
ソフトドリンク、コーヒー、スナック類
は営業中いつでも楽しめる。
　ラウンジへの基本的アクセスはメダリ
オンフロア宿泊者限定だが、メダリオン

フロア宿泊者が同伴し、部屋付けで精算
した場合のみ、追加料金でビジターの招
待もできる。
　レオパレスホテルでは、スペインの探
検家マゼランが1521年にグアム島を発見
した際に残したと言い伝えられる金貨を
モチーフにしたエンブレムを作成。メ
ダリオンフロアの部屋にはアクセント
としてこのエンブレムが使用されてお
り、スペイン語でお客様をウェルカムす
る「COME TO OUR HOME AND BE 
PART OF OUR STORY」という文字が
刻まれている。

https://www.veltra.com/jp/beach_resort/guam/editors_picks/67348

グアムの現地の最新情報をお届け！ 下期以降のイベントも！
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Guam Plaza Resort & Spa

抜群の立地と快適な滞在が魅力のオールラウンドホテル
シグネチャーレストラン＆カフェの登場でより洗練された趣も

グアムプラザリゾート＆スパ

女性のハートを掴む客室とスパ

　タモン地区で最もにぎわう中心地に位
置するグアムプラザリゾート＆スパ。宿
泊に加え、買う・食べる・遊ぶがそろう
総合リゾートホテルとして、またリーズ
ナブルで使い勝手のいいホテルとしてグ
アムのリピーターに愛されてきた。2008
年にはロビーと全505の客室を改装。スタ
イリッシュな
ホテルに生ま
れ変わってか
らは、さらに
熱い支持を受
けている。
　2016年の改
装では新たに「デラックスルーム」が登
場し、特に女性層から高い人気を得てい
る。ツインベッドの「デラックスツイン」
およびキングサイズベッドの「デラック

スキング」は、
内装をシック
な雰囲気で
統一。客室の
アメニティに
コーヒーメー
カーや充実の
バスアメニティを加えた。また、メイン
となるスタンダードルームも明るく開放
的で、ウォーターパークやスパとのお得
なセット料金が魅力的だ。ほか、全館に
完備したWi-Fiはすべてのゲストが無料
で利用することができる。
　2016年７月にオープンした本場バリス
タイルのスパを堪能できる「スパバリ」
は、開業１周年を迎えた。セラピストは本
格的なトレーニングを受けているほか、
選び抜かれたスパ
メニューをライン
ナップ。一番人気
はバリニーズとス
ウェディッシュ、
指圧を組み合わ
せた「ニアナバリ
マッサージ」だ。
　ファミリーには
隣接するウォー
ターパーク「ターザ」のファンが多い。
ビーチまでは歩いて５分の距離だが、小
さな子供連れのファミリーには「ターザ」
での水遊びがお気に入りというリピー
ターも。園内にはスリル満点の各種スラ

イダーがそろうほ
か、のんびりした
時間を過ごせる人
工ビーチやプール
もあり、ファミリー
はもちろん、さま
ざまな年齢層が常
夏のグアムをまる
ごと楽しめるよう
工夫されている。

ホテル施設がアップグレード

　この夏、グアムプラザリゾート＆スパ
に新しい施設が２つ登場した。７月には
宿泊者専用のフィットネスセンターが
オープン。約140㎡の広さがあり、ホテ
ル内のプールに面したプールビューが魅
力の一つ。各種マシーンで汗を流しなが
ら、リゾー
トらしい風
景に目を和
ませること
ができる。
　また、８
月にはビジ
ネスセンターもオープン。これまではロ
ビーの奥に位置していたが、１つ上の階
に移動したことで静かで落ち着きのある
空間へと生まれ変わった。宿泊ゲスト専
用のカードキーで入るシステムなので、
セキュリティーも万全。
　多目的スペース「カヒダ」は、ウェディ
ングやパーティー、セミナー、展示会な
ど、着席スタイルで280名の収容が可能。
教育旅行やMICEグループにも好評だ。
　グアムプラザリゾート＆スパといえ

ば、隣接するショッピングセンター「JP
スーパーストア」も常に話題を集める施
設の一つ。今年３月からは施設内のコン
ビニ「JPミニショップ」が営業時間を24
時間に拡大した。これは宿泊客の真夜中
の利用を考慮したもので、夜でも必要な
物がなんでもそろうと好評だ。
　「JPスーパー
ストア」自体は、
2013年のリノ
ベーションで
モダンな外観と
なり、内部も明
るくスタイリッ
シュな造りと
なった。売り場
はグアムメイド
の土産ものやア
メリカン雑貨、
カジュアルブランド、ベビー＆キッズ用
品やキッチン＆ホームグッズ、コスメ類
などの品揃えが豊富。アパレルは、ケイ
トスペードやディーゼル、Gスター、セ
ントジェームス、ヘルノなど多彩なライ
ンナップに注目だ。営業時間は９時から
23時までで、夜遅くまで開いているのも
ツーリストにとって心強い限りとなって
いる。

グアムで唯一40日間エイジド・ビーフが味わえる「ルーツヒルズグリルハウス」

豪快なステーキに
赤ワインを合わせて

　「ルーツヒルズグリルハウス」はオー
プンキッチンのステーキ＆グリルハウ
ス。南国リゾートのムードあふれる店内
は開放的で華やかだが、落ち着いた雰囲
気の中でゆったりと食事が楽しめる。メ

ニューの中心は本格的なグリル料理。炉
端焼きグリル料理や鉄板焼き、ピザ窯も
あり、本場の味と豊富なメニューにライ
ブ感あふれるシェフのパフォーマンスで
高い満足感を得られると早くも評判だ。
　おすすめは、ディナーメニューのシグ
ネチャーステーキ「ブラック・マウンテ
ン・エイジド・アンガスビーフ」。これ
は、アンガスビーフを40日間熟成させた
もの。熟成（エイジド）させることで肉の
旨味が凝縮され、香ばしい風味と奥深い
味わいが特徴となる。
　シグネチャーステーキは16オンス（1人
前）、26オンス（2人前）、42オンス（4人前）
のほか、骨付きのリブステーキ「ブラッ
ク・マウンテン・ウエット・エイジド・

ビーフ・トマ
ホーク」32オ
ンス（2人前）
も用意。力強
い肉料理に
は、同店のワ
インセレクションから渋みの効いた重め
の赤ワインを選びたい。カベルネ・ソー
ヴィニヨンやシラーズ、メルローなどと

合わせれば、肉の
旨味と甘みをじっ
くりと味わうこと
ができる。
　ランチはテーマ
ビュッフェを提
供。金曜日のテー
マはシーフード、
日曜日はサンデー

ブランチで、バラエティに富んだ料理の
数々を好きなだけ楽しめるスタイルだ。
朝食には、JiA（ジャ）時代に人気だった
パンケーキのオーダーも可能。生地にコ
コナッツ、バナナ、ウベ（紅山イモ）それ
ぞれの素材を練り込んだパンケーキは、
南国スタイルだが甘さ控えめで日本人向
きの味となっている。

いつでも使える
便利なカフェもオープン

　「ルーツヒルズグリルハウス」の登場と
共に、隣接して「カフェアットルーツ」

もオープンした。カジュアルでポップな
店内は、６時から22時まで営業。朝食を
簡単に済ませたい、カフェタイムを楽し
みたい、といったさまざまなリクエスト
を叶えてくれるグアム滞在の強い味方と
なっている。
　メニューには焼き立てのパンやサンド
イッチ、各種サラダ、マフィン、スコー
ンなどの軽食とグルメコーヒーや紅茶、
フルーツス
ムージー＆
フラッペな
どのドリン
クを用意。
「ルーツヒ
ルズグリル
ハウス」の
朝食メニューである３種類のパンケーキ
をカフェで注文することもできる。ビー
チアクティビティーやショッピングに疲
れたら、ブレイクタイムにシグネチャー
ドリンクのラテマキアートでほっとひと
息つくのもいいだろう。

〈DATA〉
Rootz Hill’s Grillhouse
営業時間：朝食6:30～10:30／ランチ11:30～14:00／
　　　　　サンデーブランチ11:00～14:00／ディナー
　　　　　18:00～21:30
予　　約：（671）649-7760　電話：（671）646-7803
Café at Rootz
営業時間：6:00～22:00（朝食メニューは～11:00まで）
電　　話：（671）646-7803

開業から34年の歴史を誇るグアムプラザリゾート＆スパは、タモン地区の中心部
という絶好の立地が魅力の老舗ホテル。2016年から行っているリノベーションで
新しい客室や新レストランがオープンし、女性層を中心にファミリーや小グループ
などに最適なホテルとして改めて注目を集めている。2017年に入ってからも新施
設がオープンしており、進化し続けている。

グアムのディナーシーンに新たな旋風を巻き起こしているステーキ、エイジド・
ビーフ。アジアンビストロJiA（ジャ）に代わり、同リゾートのメインレストラン
として今年２月にオープンした「ルーツヒルズグリルハウス」のシグネチャーメ
ニューだ。“40日間熟成肉の極上ステーキ”を味わえるのはここだけで、今グアムで
一番話題のディナーとして評判になっている。

ウォーターパーク「ターザ」 多目的スペース「カヒダ」

JPミニショップ

JPスーパーストア
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Sail’s BBQ / Nana’s Cafe

グアム随一のオンザビーチBBQがスペース拡大
朝日とともに楽しむリゾート朝ごはんも好評！

セイルズバーベキュー／ナナズカフェ

BBQスペースに約150席を追加

　２つのレストランは、Tギャラリアグ
アムの向い、ザ・プラザの脇をビーチに
向かって100m行った先にある。タモン
ビーチに張り出した屋根付きのテラスと
いう最高のロケーションを誇るのが「セ
イルズバーベキュー」だ。グアムでバー
ベキューを楽しめるホテルやレストラン
は数多いが、潮風や波音をリアルに感じ
られるオンザビーチのバーベキューはこ
こだけ。タモン湾は西側に位置している
ので、夕日が刻々と沈む様子を眺めなが
ら、特別なディナーを楽しむことができ
るのだ。
　このほど、オンザビーチのバーベ
キュースペースを大幅に拡大。海を横目
で眺める位置だが、木陰の涼しいスペー
スに146席を設けた。海を正面に望むこれ

までの300席と合わせ、全446名の収容が
可能。複数のグループが同時間帯に訪れ
ても、グループごとにハンドリングする
ことができ、教育旅行やMICEグループ
にもより使い勝手がよくなった。
　なお、バーベキューはすべてコース
スタイル。人気があるのは食材がバラ
エティに富んだ

「セイルズプラ
イムBBQ」で、
ロブスターテー
ルやキングクラ
ブ、サーロイン
ステーキ、チキ
ン、オイスターなどがセットになってお
得感満載だ。ほかにもシーフードたっぷ
りのコースやミート三昧のコース、より
高級食材の入ったデラックスコースなど
があり、すべてのコースにサラダバーの
食べ放題と生ビール・ソーダ・アイス
ティーの飲み放題が付いてくる。

特別な贅沢ディナーにぴったり

　４月からは、特別なディナーにおすす
めの新コース「VIPデラックスBBQ」が
登場した。プライベートエリアに設けた
テーブルに対応でき、家族や友人同士の
お祝いの席、小グループのディナーなど
に最適なサイズとなっている。
　ディナーはトロピカルドリンクかシャ
ンパンでスタート。バーベキューの食材
は、ロブスター丸ごと一尾やサーロイン
ステーキなどを厳選した。セイルズでは
基本的に自分たちで焼くスタイルだが、
同コースはスタッフに焼いてもらうこと
ができる。料金は大人1人115USドルで、
ちょっと贅沢なグアムのディナーに最適
だ。

リゾートの朝食もオンザビーチで

　バーベキューの代名詞である「セイル
ズバーベキュー」が、2016年10月から朝食
サービスをスタートした。その名も「サ
ンライズブレックファースト」。朝の光
でキラキラと輝く穏やかな海を眺めなが
ら、オンザビーチで朝食を味わう非日常
は、リゾートならではの体験といえるだ
ろう。

　メニューは、ブレックファーストの定
番からグアムらしい一品まで多彩にそろ
う。パンケーキやワッフル、フレンチトー
ストはもちろん、朝は軽めという人には
トーストにベーコンと卵料理といったシ
ンプルなメニューも用意。ハッシュブラ
ウンやソーセージ、ベーコンなどのサイ
ドメニューを追加するのもいいだろう。
そのほか、オムレツやエッグスベネディ
クト、サーモンのグリル、フィレステー
キ、朝粥、チャモロスタイルのロコモコ
丼といった多彩なメニューも展開。好み
にばらつきがある家族やグループでも、
１つの店で誰もが満足の朝食を楽しむこ
とができる。なお、朝食メニューは屋内
の「ナナズカフェ」でオーダーすること
も可能だ。

リノベーションでより洗練されたカフェレストランに
豪快な手づかみシーフード「クラッキングクラブ」は健在
グアムで唯一の
「クラッキンクラブ」

　セイルズの隣に建つ屋内の「ナナズカ
フェ」は、シーフードがメインのレスト
ラン。2016年10月にリノベーションした
店内は、以前のアジアンテイストから白
とブルーを基調にした海のイメージに改
装。“波止場にある倉庫を改装したレスト
ラン”といった趣となり、高い天井と海を
望む大きな窓が開放感を演出している。

　ナナズの名物といえ
ば、豪快に味わう手づ
かみシーフード料理

「クラッキンクラブ」
だろう。これは調理し
た蟹や海老、貝などを
テーブルに広げ、ナイ
フやフォークを使わず
に手で食べるワイルド
なスタイルが特徴。日

本でもブームとなったが、手づかみで味
わうシーフードというコンセプトはグア
ムの方がお似合いだ。
　メニューは、キングクラブレッグ、海
老、ハマグリ、ポテト、コーンなどが入っ
た「クラッキン キングクラブ」とダンジ
ネスクラブ、スパナークラブ、海老、ポ
テト、コーンなどが入った「クラッキン 
ダンジネス&スパナークラブ」の２種類。
辛めのトマトソースとシーフードが絡む
スパイシーな味付けは、ビールによく合
いクセになる一品。ソースはマイルドと
辛口から選べるほか、子供向けメニュー
も用意されているので、家族や仲間とわ
いわい楽しむディナーとして最適なメ
ニューといえよう。なお、グアムで「ク
ラッキンクラブ」を“体験”できるのはナ
ナズカフェだけとなっている。

改装でメニューも進化
人気メニューは継続

　改装によりスタイリッシュに生まれ変
わったナナズカフェは、“シーフード＆ス
テーキ”のコンセプトはそのままに、ラン
チ、ディナーともにメニューをアップグ
レード。地元の新鮮なオーガニック野菜
を取り入れているのも新たな特徴となっ
ている。
　おすすめは、ホタテやエビなどの魚介
類をマリネした「マーケット・セビチェ」
で、話題のスーパーフード、キヌアを

使っているのもポイントだ。エビやカラ
マリのフライにマグロのポキが付く「ト
レジャーテイスティングプレート」も人
気が高い。どちらもアぺタイザーだが、
見た目にも美しく、思わず食欲をそそる
一品。マーケット・セビチェは白ワイン
と、トレジャーテイスティングプレー

トはビールと
の相性がいい
と口コミも広
がっている。
　 ナ ナ ズ に
は、ローカル
にも旅行者に

も昔ながらのファンが多い。そのため人
気のシグネチャーメニューは健在。例え
ばケイジャンソースで辛みを利かせた白
身魚のフライ「ケイジャン・フィッシュ」
がその代表で、「これを食べに来た」とい
う利用客のニーズに応えている。

品数豊富なランチ
豪快＆贅沢なディナー

　ナナズのランチはメニューがバラエ
ティに富んでいるのも魅力の一つ。シー
フードをはじめ、リブアイステーキや
バーベキューリブ＆チキンなどのステー
キ＆バーベキューもリーズナブルに食
べられる。クラシックバーガーやタイ
カレーなどもあるほか、パスタペスカ
トーレやおまかせ弁当といったローカル

やリピーターに
愛されてきたメ
ニューも相変わ
らず人気が高い。
　ディナータイ
ムになると、少
し照明を落とし
た店内は落ち着いたムードに包まれる。
雰囲気に合わせ、ディナーでは贅沢に高
級シーフードを思いきり味わいたい。「ク
ラッキンクラブ」をはじめ、活オマール
海老や大正海老、タラバ蟹などのフレッ
シュなシーフード素材は目移りするほ
ど。ロブスターとフィレステーキのセッ
トといった欲張りメニューをオーダー
し、心ゆくまでグアムの夜を楽しむのも
いいだろう。

新シグネチャーレストラン「ルーツヒルズグリルハウス」が話題のグアムプラザリゾート＆スパでは、館外にも2つの人気レストランを展開している。グアムプラザ
リゾート＆スパから徒歩5分のオンザビーチ・レストラン「セイルズバーベキュー」と隣接する「ナナズカフェ」だ。どちらも南国リゾートを満喫できるロケーショ
ンと大満足のメニューで、約15年に渡って旅行者とローカルの人々から高い支持を得ている。改装や新メニューなど2つのレストランの最新情報をお届けしよう。

〈DATA〉
Sail’s BBQ
営業時間：朝食6:30～10:30／ BBQディナー18:00～
　　　　　19:30（1回目）・19:45～21:15（2回目）
定 休 日：なし
予　　約：（671）649-7760／（671）649-6262

〈DATA〉
Nana’s Cafe
営業時間：朝食6:30～10:30／ランチ11:00～14:00／
　　　　　ディナー18:00～22:00
定 休 日：なし
予　　約：（671）649-7760／（671）649-6262

新設されたBBQスペース

タモンビーチが目の前のBBQディナー

朝食メニューも人気

入口はインスタ映えすると人気のフォトジェニックポイント

手づかみで豪快に味わうシーフード
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Joinus Restaurant Keyaki

グアムの老舗レストランで本格的な鉄板焼きを
オーナー中村シェフの郷土、長崎の味も大好評！

JOINUSレストラン けやき

少し日本を離れただけで、すぐに恋しく
なる“和食”。そんな時は本格的な和食処

「JOINUSレストラン けやき」がおすす
めだ。グアムの中心地、タモン地区に根
付き、ローカルの人々に愛されている店
は、旅行者にも懐かしい味を提供してく
れる。その秘密はオーナーシェフ中村信
三氏の人柄や出身地も影響している。長
きに渡って支持されるけやきの魅力を紹
介しよう。

オーナーシェフ中村氏の
人柄と味

　洗 練 さ れ た 鉄 板 焼 き と 和 食 の 店
「JOINUSレストラン けやき」は、タモ
ン地区の中心地、ホテルロード沿いの
ショッピングセンター「タモンサンズプ
ラザ」内に位置している。白亜の外観が
美しい同センターは、1972年の開業以来、
45年に渡ってグアムのショッピングシー
ンを牽引してきた存在だ。
　けやきはそんな同センターの１階に位
置。人気の秘密はボリュームたっぷりで
美味しい料理はもちろん、地元の人で知
らない人はいないというオーナーシェフ
中村信三氏にもある。日本で和食や鉄板
焼き、イタリアンを修行したという中村
氏。グアムに渡ったのは1975年で、「ホテ
ルジョイナス」時代からけやきのシェフ
を務めてきた。ホテル売却時、一時的に
ハワイに移ったが、2007年４月のけやき
再オープンを機にグアムに戻り、トータ
ルで40年以上をけやきと共に過ごしてき
た強者だ。
　また、中村氏の出身地は九州の長崎。
豊富なメニューの中に「長崎ちゃんぽん」

や「長崎皿うどん」があるのはそのため
で、実は食材も長崎から仕入れていると
いう。どちらも本格的な味で、ローカル
にもすっかり人気メニューとして定着し
ている。グアムで郷土の味をも広めた中
村氏は現在、気さくなオーナーシェフを
務めながら、ローカルシェフの育成や技
術向上にも尽力している。

改装で鉄板焼き48席に
おしゃれな個室も登場

　豊富なメニューに合わせ、和食のテー
ブル席、鉄板焼きコーナー、寿司コーナー
があるけやき。2016年10月に大規模な改
装を行い、重厚感を残しつつ、明るく開
放的な雰囲気に一新した。鉄板焼きコー
ナーを48席に拡張したほか、小グループ
用の個室も新設。鉄板焼きが楽しめる個
室はファミリーや小グループはもちろ
ん、MICEグループなどにおすすめ。パー
ティションで区切られた２つの部屋を１
つにすれば、22名での利用が可能となっ
ている。
　大満足のランチやディナーを提供して

くれるけやきだが、最も混み合うのはな
んといってもランチタイム。多くの利用
者のお目当てはランチスペシャルと鉄板
焼き。週替わりのランチスペシャルはボ
リュームがあるのにリーズナブルで、す
ぐに売り切れてしまうというからとにか
く早めに足を運ぼう。
　鉄板焼きのランチも好評。サーロイン
ステーキ、若鶏、サーモン、海老、ホタ
テのいくつかを組み合わせたＡ～Ｄの４
種類で、料金は約22ドルとお得な設定が
うれしい。カウンター席ならランチタイ
ムでも、目の前でシェフのパフォーマン

スが楽しめる。
　そのほか、さ
ばの塩焼きや特
製メンチカツ、
ミックスフライ
などの定食、天
重やうな重、鉄
火重などの丼物
も充実。20ドル
でちらし寿司、
25ドルでにぎり
寿司が食べられ

るのもランチタイムならではだ。また、天
ざる茶そばや天ぷらうどんといったヌー
ドルメニューも豊富。中村シェフのふる
さとの味、長崎ちゃんぽんと長崎皿うど
んもぜひ味わいたい。

見て、食べて楽しい鉄板焼き

　ディナータイムは鉄板焼きがメイン。
目の前で豪快に焼き上げる鉄板焼きはエ
ンターテインメント性もあり、旅行者に
もローカルにも大人気だ。こだわりの食
材には特選アンガスビーフや伊勢海老、
ブラックタイガー、タラバガニなどがそ
ろい、それぞれ好きなものをアラカルト
やセットメニューでオーダーできる。
各鉄板で炎が上がると歓声が沸き、ディ
ナータイムの店内は最高潮に盛り上がり
をみせる。何より焼き立ての新鮮食材を
ほおばる楽しみは、けやきならではの魅
力といえるだろう。
　また、寿司メニューも充実しており、
にぎりやちらしはもちろん、巻物やカリ
フォルニアロールなどの変わり種もライ
ンナップ。和食が恋しい人にはモツ煮込
みや豚肉の角煮、焼き鳥、天ぷら、コロッ
ケなど、煮物、焼き物、揚げ物もそろう。
グループには鉄板焼きはもちろん、しゃ
ぶしゃぶやうどんすきを囲むのもおすす
めだ。

〈DATA〉
営業時間：ランチ　 11:00～14:00（LO 13:45）
　　　　　ディナー 17:30～22:00（LO 21:30）
定 休 日：なし
電　　話：671-646-4033／4034

オーナーシェフの中村信三氏 小グループ用の個室を新設
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OUTRIGGER GUAM BEACH RESORT

充実のソフトとハードでさまざまなグループに訴求
「おもてなしの心」を重視して常に進化

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート

グアム観光のメインエリアであるタモ
ン地区。その中でも中心地であるプレ
ジャーアイランドの真ん中に位置するア
ウトリガー・グアム・ビーチ・リゾー
トは、日本人に人気の全室オーシャン
ビューのデラックスホテルだ。同リゾー
トでは各種リノベーションを終え、さら
に進化。日本人旅行者に対する訴求力を
高めている。

日本人マーケットを重視
根強い人気を誇る高いリピート率

　ビーチフロントという立地ながら、
レストランやショッピングモール、ア
ンダーウォーターワールドなどのエン
ターテイメントセンターとも直結し、T 
Galleria by DFSも通りを挟んで向かい
側という抜群のロケーションにあるアウ
トリガー・グアム・ビーチ・リゾート。

　アウトリガー・グアム・ビーチ・リ
ゾートは現在、新たなオーナーのもとで
サービスレベルのさらなる向上を目指し
ている。新オーナーがあらためて重要方
針として打ち出したのが「おもてなしの
心」。現在ハード面も含め、あらゆるオペ
レーションにおいて、毎日アップデート
されるお客様からのアンケートに目を通
し「改善すべきこと」を明確化。これに基
づき、必要なトレーニングを随時実施す
るなど、日々サービスレベルの向上に努
めている。アウトリガー・グアム・ビー
チ・リゾートのリピート率は約50％と高
いのは、こうしたサービスレベルの高さ
がファーストタイマーに受けているから
と言えるだろう。
　現在同リゾートの日本市場シェアは約
75％にも上る。これは日本市場を大切に
してきた結果であり、今後も日本市場を
重視する姿勢は変わらない。

より海を眺めやすいベランダに
鉄柵をガラス張りに変更

　バルコニーの全面アップグレードも
行っている。そのひとつとして、ベランダ
を鉄柵からガラス張りへとアップグレー
ドが行われており、すでにオーシャンフ
ロントの全客室で完了。また、このアッ
プグレードは全客室に行われ、2018年中
にはすべて完了する。どの客室からもグ
アムの海を最大限楽しめる客室に生まれ
変わるだけでなく、窓の強化により、防
音や室内温度が大幅に向上し、さらに快
適な滞在が提供可能となる。

　客室の設備では、全室に洗浄トイレ、
固定式ミストシャワーと可動式ハンド
シャワー、新しいバスタブを完備。ボエ
ジャー・クラブの客室（19〜21階）には
一杯抽出タイプのコーヒーメーカーと携
帯電話全機種の充電が可能な目覚まし時
計が備えられている。さらに、湯沸かし
ポットを全室に導入すべく準備を進めて
おり、2017年中には導入が完了する予定。
小さな子供連れのファミリーに向けても
サービスをさらに充実させる。

独自ブランドのナヴァサナ・スパ
MICE用の特別メニューにも対応

　アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツが
独自に運営するブランドの「ナヴァサナ・
スパ」が、2016年８月にアウトリガー・
グアム・ビーチ・リゾート内（プラザ階）
にオープンした。「ナヴァサナ」はサンス
クリット語で「船の
ポーズ」のこと。心
と身体をストレスか
ら解放し、自身が持
つ輝きを取り戻す航海へと導いてくれる
という意味が込められている。
　ナヴァサナ・スパでは、ポリネシア諸
島や世界各地に伝わる伝統的なマッサー
ジ、最新スキンケア用品を使ったさまざ
まなトリートメントを一流のセラピスト
が提供する。世界的な英国スパブランド

「エレミス」を使用したトリートメントを
はじめ、疲労を癒す全身マッサージ、肌の
自然治癒力を高めるトリートメント、全
身パック、フェイシャル、角質を落とすス
クラブなどメニューも豊富だ。そして現
在、マッサージやトリートメント終了後
にリラックスするための部屋を新設。よ
り快適な時間を過ごせるようになった。
　M I C E のグループに対しては、マッ
サージとフェイシャルを組み合わせるな
ど、要望に合わせたカスタマイズに対応
する。家族が同行するインセンティブの
グループに対し、特別メニューを提供し
たところ非常に好評を得た実績もあり、
MICEグループへの特別感の演出として
の活用が期待できる。

明るく快適にリニューアルされた宴会場
MICEの受け入れ増に向け設備拡充

　宴会場のあるメザニン階の全面リノ
ベーションが2016年10月に完了した。こ
れにより、グアムの美しい海を臨む開放
的な宴会場のフォート・サンホセをはじ
め、さまざまなニーズにフレキシブルに
対応できる宴会場・会議室が明るく快適
にリニューアルされた。
　最も広いフォート・サンホセ（297㎡）
は、単独で使用するだけでなく、フォー
ト・ソレダット（104㎡）やフォート・サン
トエンジェル（76㎡）と接続して使用す
ることが可能だ。リノベーションに合わ
せ、移動式のカクテルバー・カウンター
も新調したほか、最新の音響映像機器も
導入。日本で行うプレゼンテーションな
どと同等のことができる。
　さらに屋外の「タシテラス」「カント
ンタシ（上階・下階）」は海が目の前の
抜群のロケーションで、カクテルパー
ティーやバンケットでの利用が可能だ。
雨が降った場合に備えて新しいテントも
オプションで設置が可能となり、MICE
プランナーの「雨が降った場合に備えて

屋内宴会場を抑えておかなければならな
い」という心配は無用となる。
　ビーチにつながる「カントンタシ」の
下階では、チームビルディング・プログ
ラムの実施が可能、さらに「タシテラス」
では、オプションでポリネシアンダンス
を手配できるなど、ニーズに合わせた各
種アレンジも可能だ。

プラザ階の利便性がさらに向上
最新設備などを導入し快適な滞在をサポート

　ビーチやプールへのアクセス階となる
のがプラザ階（P階）だ。このフロアには
ナヴァサナ・スパのほか、フィットネスセ
ンター、ランドリールーム、コーラルキッ
ズクラブ（ココキッズクラブ）がある。
　フィットネスセンターには、最新のト
レーニングマシンを導入済み。24時間営
業なので、いつでも気持ちよく体を鍛え
ることができる。
　ランドリールームも最新の洗濯機と乾
燥機をそれぞれ４台ずつ設置し、24時間
利用可能。支払は、クレジットカードだ
けでなく、フロントでルームチャージ払
いも可能とするユニークなサービスも。
滞在中に水着や子供の衣類などをいつで
も気軽に洗濯できるため、利用者からも
好評だという。

　コーラルキッズクラブでは、宿泊する
５〜12歳の子供を対象とするアクティビ
ティプログラムを用意。「子供に楽しん
でもらいたい」というコンセプトから専
門の部署を新設し、体験・参加型のプロ
グラムを取り入れた運営に切り替えてい
る。例えば屋外ではプールやビーチで遊
んだり、貝を使って工作したりカヌーの
クラフトを作ったり、アンダーウォー
ターワールドを見学したり、グアムの文

化や自然に触れられる内容が中心だ。プ
ログラムは１日コースと半日コースがあ
り、子供に生きた英語に触れさせる機会
としての利用も見据えている。

ビュッフェの品数はタモンエリア随一
日本人好みのローカルフードと和食

　ロビー階にあるメインレストラン
「パームカフェ」のビュッフェは、タモン
エリアでは随一の品数を誇る。好みに合
わせて目の前で料理してくれるパスタス
テーションやオムレツステーションなど
のオープンキッチンも充実。食事におい
てもグアムらしいエンターテインメント
性に満ちた体
験ができる。
　料理はロー
カルアメリカ
ンスタイルと
和 食 が メ イ
ン。和食の種
類も豊富で、寿司や天ぷらのほか、そば
やうどん、そうめんなども揃えている。
グアムならではの料理と、滞在中に恋し
くなる和食の両方をハイクオリティで提
供しているが、いずれもエクゼクティブ
シェフが「日本人が食べやすいように」
と研究を重ねたハイレベルの料理となっ
ている。

　同じロビー階では、ロビーラウンジ 
「バンブーバー」のアップグレードが完
了。これによりフロアの拡張及び、客室
同様、防音と暑さ対策を行う。それによっ
て、ロビーからの海の眺めがさらによく
なり、ビーチフロントという立地の良さ
を到着した瞬間から最大限に楽しむこと
ができる。

ベランダの柵をガラス貼りに

アウトリガー独自ブランドのナヴァサナ・スパ

美しい海を臨む宴会場「フォート・サンホセ」

随一の品数を誇るメインレストラン「パームカフェ」

グアムの海を最大限に満喫

屋外の「タシテラス」

リニューアルした「ランドリールーム」

コーラルキッズクラブ（ココキッズクラブ）

バンブーバー
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Recommended plan for MICEおすすめ団体プラン

ビーチフロントでのサンセットを
眺めながらのパーティーがおすす
めです。バーベキューパーティー
またはセットメニューパーティー
を、カントンタシの上階で40～
150名様、下階で40～120名様
が着席にて実施できます。BBQで
は2種類のメニューからお選び頂
け、オープンバーも対応可能。カ
ントンタシ下階では目の前のビー
チを利用したチームビルディング
も提案が可能です。

ビーチフロントサンセットパーティープラン

グアム現地各社の「おすすめ団体プラン」
アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート

タモンの繁華街に建ちながら、 
プライベートのようなビーチが目
の前のプールサイドは他には無い
パーティー会場。サンセットを楽
しんだ後、日本でも話題のナイト
プールのライティングに包まれ
たパーティーは大好評！MICE担
当のワンストップサービスでの 
客室、パーティー手配、及び事前
の確認等によりツアーを成功に導
きます。

プールサイドパーティーならウェスティン

ウェスティン リゾート グアム

18：00からの3時間、ミクロネシア最
大級のウォーターパークを貸切でご利
用いただけるパーティープラン。貸切
のウォーターパークで遊んだ後は、炭
火焼BBQをお楽しみいただけます。迫
力溢れるポリネシアンショーやファイ
アーショーもパーティーを盛り上げ、
忘れられない南国の思い出に。
ファンクラブツアーのライブや交流イ
ベントにもおすすめ！
タワー棟にご宿泊のお客様は、タワー
ラウンジのナイトーバーでのプチ二次
会もおすすめ！

ウォーターパークを貸切！
スプラッシュパーティー

オンワード ビーチリゾート

2017年1月よりホテル名をグア
ムプラザリゾート&スパとし、従
来のエコノミークラスのホテルの
イメージを一新する客室のアップ
グレード、滞在中のウォーター
パークのご利用無料、また各レス
トランやバンケットルームでのグ
ループ向けメニューの充実など
様々なプランの組み合わせが可能
となりました。

パーティープラン

グアム プラザ リゾート & スパ

美しい景色とパーティを一度に楽
しみたい団体様にお勧めです。
タモン湾を広く見渡せるビーチタ
ワーの最上階にある景色が自慢の
宴会場。
夕日が見える時間帯は特にお勧め
です。夜になればビーチ付近の綺
麗な景色をお楽しみ頂けます。
時間によって変わりゆく景色を眺
めながらごゆっくりとおくつろぎ
下さいませ。

スカイバンケット「ベイビュー」での
パーティプラン

グアムリーフ&オリーブスパリゾート

シェラトンにご宿泊そしてディ
ナーパーティーの手配をして頂い
た団体のお客様に、ディナー前の
一時間の屋外カクテルパーティー
をご提供しております。
シェラトンの南国ムードいっぱい
の雰囲気をお楽しみ頂けます。
また10部屋毎に1部屋スイート
へのアップグレードや、スイート
を85室所有するシェラトンでは
スイートのみのラウンジアクセス
付きのグループスイートステイも
ご提供可能です。

ディナー前の1時間無料カクテルアワー

シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート

880㎡のグアム唯一の広さを
誇るゴージャスなヴィラスイー
ト、パノラマオーシャンフロント
ビューの広々としたテラスにはプ
ランジプール、BBQカウンター
やソファーなどで寛げるスペース
もあり、室内には本格的なキッチ
ンも完備され、25名から45名の 
ハイエンドなお客様のカクテル
パーティーや二次会パーティーに
お勧めです。一流シェフがテラス
にてBBQのサービスも対応いた
します。

ヴィラアズールカクテルパーティープラン

デュシタニ グアム リゾート

ハイアット リージェンシー グア
ムでは南国グアムならではのプー
ルサイドでのイベント開催がお勧
めです。ビーチ前にある会場、シー
サイドデッキでは30名様から御
予約を承れます。タモン湾の素晴
らしいパノラマビューをお楽しみ
ください。

シーサイド パーティー プラン

ハイアット リージェンシー グアム

全米で売上No.1のKマートまで
徒歩約５分の位置にある全室オー
シャンビューのホテル。ご招待旅
行・社員旅行・修学旅行などすべ
ての団体様に適したホテルで特に
宴会場の食事の内容・味には定評
がございます。また宴会場も大小
約10か所あり20名から最大で
500名迄（テーブル席）の宴会が
可能となっております。なお125
名迄であればグアムで唯一の綺麗
なサンセットを見ながらの夕食も
可能な宴会場もあり好評です。

タモン湾に面した全室オーシャンビューの
ホテルとサンセットが一望可能な宴会場

パシフィックスターリゾート＆スパ

PICのアクティビティ専門の部署
が、お客様からのさまざまなご要
望に対応致します。ご好評をいた
だいているウォーターオリンピッ
クをはじめ、スポーツレッスンや
宝探し、アイランドダンス教室、
カルチャープログラムなど、まず
はお問い合わせください。

多彩なアクティビティで様々なご要望にご対応

PIC グアム

今年で45周年を迎えたヒルトングア
ムリゾート＆スパは、メインタワー、
プレミアタワーそして8月1日にリ
ニューアルオープンしたタシタワーの
客室棟と、お客様の用途によって客室
を選べます。8つの屋内と屋外宴会場
のほかボードルーム、人気の高い5つ
のレストラン、バーやカフェ、5つの
プール、そしてグアムでも最大級のテ
ニスコートと施設も充実。最近は、小
団体にはロイズ又はフィッシャーマン
ズ・コーブ、セットメニューでのお食
事が人気です。

用途に合わせて
充実したホテルステイが味わえる

ヒルトングアム・リゾート＆スパ

フィエスタリゾートグアムでは、
プールサイドから格別な眺めを
楽しみながらグアムならではの
BBQバッフェディナーを召し上
がることが出来ます。タモン湾を
一望でき、夏の季節は夕日が沈む
瞬間を、青空から黄そしてピンク
がかった素敵なサンセットを堪能
できるフォトジェニックなベスト
スポットです！

プールサイドディナーパーティープランが
お勧め

フィエスタリゾート　グアム

ニッコーホテルのガーデンパー
ティーは、15名様よりアレンジ
可能。南国ならではの開放感と日
本人シェフが腕を振るう食事が人
気。特にその場で焼き上げるオ
リジナルレシピのBBQとプライ
ベートポリネシアンダンスショー
やローカルバンドのアレンジ（要
追加手配）が人気No.1!  子豚の丸
焼きや打ち上げ花火などの手配も
可能です。

開放感あふれる南国ムード満点
ガーデンパーティー

ホテル・ニッコー・グアム

最大10万ドル獲得のチャンスが
ある熱い大人の新スポットで、2
次会を盛り上げませんか。
カジノテーブルを利用した、ラス
ベガススタイルのオシャレなゲー
ムが、お手軽な料金から楽しめま
す。“奇数” “偶数” を当てるゲーム
や、数字の大きさ “大” “中” “小” を
当てるゲーム、高額賞金の可能性
があるブラックアウトなど、スリ
リングな夜はホリディリゾートグ
アムでお楽しみ下さい。

パーティーの2次会は
“ホリディビンゴ”が熱い！

ホリディリゾートグアム

レオパレスリゾート グアムの宴
会場には最新の音響設備と特大ス
クリーンが設備されており、会議
やパーティーなど他では出来ない
多種多様なコーディネートが可能
です。カンパニーカラーを使った
カラーテーマや演出にこだわった
テーマパーティープランなど目的
に合わせてご提案いたします。現
地には日本人コンベンションマ
ネージャーがいるので安心です。

レオパレスだけでしか出来ない
ユニークな演出

レオパレスリゾート グアム

日本でも大人気のトニーローマ、
カプリチョーザの２店舗とコラボ
レートして、当ホテル御宿泊者専
用バンケットメニューを御提供で
きる運びとなりました。ご予算に
応じて３パターンのメニューを御
用意しております。是非お問合せ
下さい。

有名レストランとコラボした
バンケットメニュー

ロイヤルオーキッドグアムホテル

朝食をご購入ならおすすめのクラ
ブフロアはグアム最大のクラブラ
ウンジ利用が含まれます。席数が
90席あるため、団体様の利用で
も十分対応可。朝食はセミビュッ
フェで肉・魚メニューをはじめ、オ
ムレツステーションもあり、サラ
ダバー、納豆、味噌汁などもご用
意。ハッピーアワーはおつまみ、
お酒も楽しめるため、総体的な 
コストパフォーマンスに優れてい
ます。

団体のクラブフロア利用がおすすめ

ロッテ ホテル グアム

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!
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Recommended plan for MICEおすすめ団体プラン
日本全国各地から約３時間半で行ける海外ビーチリゾートグアムは、団体旅行の開催地として最適。
ここでは、各社の団体向け商品で旅行会社におすすめのプランについて、各担当者を対象にアンケートを実施した。
アンケート項目は以下の通り。
社名／旅行会社に伝えたい「おすすめ団体プラン」を教えて下さい／タイトル（20文字程度）／本文（150字程度）／画像1点

アトランティスのグループ利用な
ら、チャーターダイブが断然おす
すめです。貸切だから、気兼ねな
く思う存分サブマリン体験が楽し
めます。参加者全員で共有する非
日常な世界、グアム旅行での特別
な時間になることでしょう。エア
コン完備の快適な艦内は地上と同
気圧にコントロールされているの
でフライト日の参加も可能です。

海底40mの世界へ潜水艦チャーターダイブ

アトランティス・サブマリン・グアム

グアムの海を200％満喫したい欲
張派のグループには、イルカウォッ
チング、ジェットスキー、パラセイリ
ング、バナナボート、オーシャンシュ
ノーケルがセットになった「スー
パーパック」が断然お得でおすすめ
です！そのほか、ABC専用ビーチ
を利用した、チームビルディングプ
ログラムをはじめ、ボートのチャー
ター、スイカ割りや宝探しなどの各
種ゲーム、チャモロダンスレッスン
など、オリジナルプランのご要望に
もお応えします。

海の魅力をまるごと体験できる
「スーパーパック」がおすすめ

アルパン・ビーチ・クラブ（ABC）

水族館の裏側へ入り、設備、調餌室、
貯水槽室で濾過の仕組み、興味深い海
洋生物に対しての取り組みが見れるラ
ボなどをスタッフがご案内いたします。
飼育員の一日の流れはどんなものか？
弊社の珊瑚増殖への取り組みは世界的
にも有名です。また、新しくやってき
た海洋生物や病気になった魚達への対
応など、優雅な世界が広がる表側から
は想像の出来ない様子をお見せする社
会科見学ツアーです。チームビルディ
ングを行って頂く事が出来るプログラ
ムもご用意いたしております。

水族館のバックヤードツアー

アンダーウォーターワールド

“楽しい”をプロデュース。オー
シャンジェットクラブでは社員旅
行でのチームビルディングを行
い、結束力、効果的な組織づくり
のお手伝いをします。「手作りカ
ヌーでカヌーレース！」は与えら
れた資材、段ボールで船作りをし
ます。出来上がった船で対抗レー
スを行います。力を合わせて最高
の船を作りましょう!! またその他
チームビルディング用のメニュー
も豊富にそろえております。

手作りカヌーでカヌーレース！

オーシャンジェットクラブ

グアム最大級のクラブにて、パー
ティやライブ・イベント、ファン
クラブ・イベントなどの開催が可
能です。スタンディングで300～
500名収容可能な会場にて、フー
ド、ドリンクの提供もできます。
各種テーマパーティ、2次会利用
に最適。サンドキャッスル併設で
タモンの中心と好立地です。

「グローブ」パーティプラン

クラブ「グローブ」

完全プライベートビーチだから実
現できる安全で清潔な環境です。
少人数でも手頃な予算でビーチ貸
切が実現する「アフタヌーンビー
チ＆サンセットディナー」は海一
望のオープンエアダイニングでの
夕食、レンタルビーチ用具、送迎
付。人気のレンタルカバナは３タ
イプ、新登場のプレミアムグルー
プカバナ滞在がおすすめです。

隠れ家的プライベートビーチの貸切プラン

ココパーム ガーデン ビーチ

500名収容の会場において提供
する、サンセットを見ながらのバ
イキングディナーと海をバックに
繰り広げられる本格的アイラン
ド・ショーの貸切および、ステー
ジ設備を利用した、セレモニー、
イベント等の開催が可能です。
チャモロ文化の体験プログラムの
オプションも実施できます。一般
団体、修学旅行にお勧めです。

グアム唯一の「オン・ザ・ビーチ」の本格的アイランドショー
ザ・ビーチ  ディナーショー貸切プラン

ザ・ビーチ　BBQディナーショー

500名収容の会場において提供
するグルメディナーと世界最高峰
のショーの貸切および、グアム随
一の本格的ステージ設備を利用し
た、セレモニー、イベント等の開
催が可能。大階段を利用した表彰
式など、インセンティブ団体には
最適な場所です。タモンの中心の
好立地にある豪華なシアターです。

グアム最大級のディナーシアターにて
サンドキャッスル  ディナーショー貸切プラン

サンドキャッスル・ディナーシアター

水槽が並ぶメインダイニングは最
大180名様まで着席可能。新鮮な
シーフードをお召し上がりいただ
けるお食事は、ビュッフェスタイ
ルとプレートサービスの2パター
ンご用意。大型のスクリーン、マ
イク完備でブリーフィングやイン
センティブツアーの授賞式など、
各種イベントを行って頂けます。
タモンの中心に位置しております
ので集合／解散も難なく、便利で
す。

海がテーマのレストラン

シーグリルレストラン

海だけでないグアムの陸地のトロ
ピカルな自然をご案内。ジャング
ル内をカタマランでクルーズし、
ラッテストーンの現存する古代村
跡に上陸、古代人の姿をした村長
の出迎えをうけ、チャモロの生活
様式や文化を鑑賞いたします。そ
の他、釣り堀、水牛乗り、ミニ
ズーでもお楽しみいただけます。
老若男女、誰でもお楽しみいただ
け、広い庭を使ってのパーティー
やチームビルディングなどにも最
適です。

「バレー オブ ラッテ アドベンチャーパーク」で
グアムの自然を体験

タートルツアー

グアムのパーティー会場として
「Te Quiero」は如何でしょうか。
完全予約制の御食事は3コースか
らお選び頂き、金額に合わせての
メニューアレンジも可能。全室
オーシャンビューで、すべて完全
個室6名様から御予約を受付けて
おります。日本人の一流シェフ、
サーバーがお客様をお待ちしてお
ります。
お問い合わせ
gumoperation@watabe.com

団体向けに完全予約制、完全個室のレストラン

テ・キエロ

「らんらんキャンペーン」はエコ
ノミークラス限定コミコミ料金+
特典付の20年間続く人気不動の
ロングセラー商品。グアム唯一の
最高$1,000,000の対人・対物
保障オプションは、一段上の安心
につながるサービスとして好評で
す。完全な日本語対応と半世紀の
実績で、お客様の安全ドライブを
完璧にバックアップします。

らんらんキャンペーンでお得に安心ドライブ

ニッポンレンタカー・グアム

グアムのバーガーキングはタモン
ベイセンター、マイクロネシアン
モール、空港フードコート、アガ
ニャの４店舗。自慢の直火焼き
ミートパティを使ったバーガー類
はとってもジューシーで味もボ
リュームも大満足。団体に限り事
前購入可能なミールクーポンは、
自由時間のランチ用に、または 
ツアー特典としてのご利用に最適
です。

団体限定！ バーガーキングのミールクーポン

バーガーキング

サンセットとスターライトを船上
から楽しめるグアム唯一のディ
ナークルーズ。食べ放題、飲み放題
で、50～65名で貸切可能です。
特に中小規模のグループにお勧め
です。

BIGサンセット・ディナークルーズ貸切プラン

BIGサンセット・ディナークルーズ 

グループ旅行のパーティーを、南
国らしさ一杯のアイランドショー
で盛り上げませんか？
食事はシーフードを中心としたバ
イキング。ショーは本場タヒチか
らのダンサーを招聘しています。
食事・ショー共にクオリティーの
高さに定評があるフィッシュアイ
マリンパークなら、お客様全員が
大満足！
大手口コミサイト/トリップアド
バイザーより優秀ツアーに認定さ
れました。(2017年度)

FISH EYE DINNER SHOW 貸切プラン
(有料大人140名様以上～)

フィッシュアイマリンパーク

Wi-Fi接続５台まで可能、旅ワイから
のコール機能付き、データ使用量制
限なし、便利アプリ機能搭載など、
便利機能を持つ「旅ワイ」をTCの方
が持つことにより各グループへのコ
ンタクトがとても便利です。自由時
間などのコミニケーションが簡単、
グループからTCの方への連絡等も
旅ワイで素早くキャッチ。もちろん
グループ同士の通話・通信も可能で
す。データ使用量に制限は有りませ
んので写真などの送受信もスムーズ
です。

グループ間のコミニケーションツールは
“旅ワイ”で

ラムラムツアーズ＆トランスポーテーション

ワタベウエディンググアム・サイ
パンでは、学生向け模擬挙式、実
践講義＆講演、インターシップの
受け入れをしております。専門学
校、ブライダルに興味がある学生
向けの数日間実践カリキュラムで
す。御客様への接客を勉強して、
実際に模擬挙式をおこないます。
ご興味がある方お気軽にお問い合
わせくださいませ。
お問い合わせは
gumoperation@watabe.com

学生向け模擬挙式、インターンシップ

ワタベウエディング

掲載は2017年7月末日までにアンケート
回答のご協力をいただいた会社に限らせて
いただきました。ご了承ください。

通常、最低利用日数は1日（24時
間）以上ですが、グアムでは短時
間だけ利用したいというお客様向
けに6時間レンタル料金を設定し
ています！団体旅行の自由時間に
ぴったりです。保険フルカバーに
ガソリン満タン１回分が含まれて
いるので安心にドライブでき返却
も楽々です。レンタカーがあれば
気軽にグアムを深掘りでき、自由
気ままな旅を実現できます。
お問い合わせ
0120-31-1911

6時間レンタルからグアムを満喫ドライブ

エイビスレンタカー
おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ!

おすすめ! おすすめ! おすすめ!

おすすめ! おすすめ!

おすすめ!
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Pacific Islands Club Guam

誰もが楽しめるグアム随一の総合リゾート
幅広いマーケットニーズに応える高い対応力

PICグアム

充実のファミリー向け施設
親子で楽しめるプログラムも用意

　PICグアムでは、キッズ向けプログラ
ムを充実させることでファミリーマー
ケットでの訴求力を高めている。赤ちゃ
んを連れた若い夫婦をターゲットに設置
した「シッキールーム」の人気が高まっ
ていることから、今年４月には８室から
12室に増室した。場所はロイヤルタワー
の３階と４階。「シッキーウイング」と名
付け、廊下にも楽しい演出を施した。さ
らに、PICグアム独自の厳しい基準にPIC
ならではの楽しさを加味した、赤ちゃん
連れにはうれしい設備やアメニティーも
用意している。

　今年４月からファミリー向けの新カテ
ゴリーとして「ファミリーデラックス」
を新設した。客室内にはツインベッドを
３台設置し、一部屋に５名までの滞在が
可能。現在のところOTAを中心に試験的
に８室を販売している。利用客からの評
判も良く、増室も検討されている。
　４～12歳の子供が対象の「キッズクラ
ブ」では、午前と午後のプログラム、夜
の部の「イブニングキッズクラブ」を提
供している。プログラムは、19時から20
時が英語クラス、希望によって20時から
21時はアクティビティを用意する。
　また、通年で提供しているプログラム
に加えて、夏休みに合わせて夏季限定の
キッズプログラムも実施。今年の夏も好
評だったことから、来夏も引き続き提供
する計画だ。プログラムは、プールや

ビーチでのゲーム、フェイスペインティ
ング、宝探しなどを行う「キッズ・オリ
ンピック」、シッキーのゆるキャラと一
緒に遊ぶ「シッキー・パーティー（対象
は12歳以下）」、PIC特製メダルをかけて
ゲームを行う「メダルゲーム」。オリン
ピックとメダルゲームは年齢制限がない
ため、親子で参加することもできる。
　好評の子供向けのキッズギブアウェイ
については、PICに滞在中の２歳から12
歳未満の子供が対象となる。今年10月～
12月はPIC
オリジナル
のペンシル
ケースをプ
レゼントす
る。それ以
降の内容に
ついては、
現在検討しているところだ。
　ロイヤルクラブ以上のカテゴリーの宿
泊客限定で進呈している「キッズクーポ
ンブック」も好評。ホットドッグ（プー
ルバー）、チップス（プールバー）、ドー
ナッツまたはクッキー（カフェエスプレ
ス）、スペシャルキッズドリンク（プー
ルバーまたはサンセットBBQ）、綿菓子
（プールバーまたはサンセットBBQ）、好
きなおもちゃの10％割引（ブティキ）、
ポップコーン（シッキースナックシャッ
ク）、風船（シッキースナックシャック）
のクーポンを
ひとつのブッ
クにまとめた
もので、それ
ぞれ対象とな
る場所で利用
することが可
能だ。
　このほか、
水牛カートの試乗体験、ヤシの葉編み教
室、ココナツジュース試飲、投網体験、
チャモロ語教室などグアムの文化を体験
できるカルチャーアクティビティセン
ター「グマチャモロ」は、家族一緒に楽
しめることから人気を集めている。

修学旅行の受け入れも積極的に
「レストラン」スカイライト拡充で
グループ対応強化
　
　PICグアムでは、その充実した施設を
活用したグループの受け入れにも定評が
ある。レストラン「スカイライト」では、
スペースを拡大し、オープンキッチンを
取り入れ、これまでの600名から700名に
収容人数を増やした。これにより、団体
での利用がさらに便利になった。

　PICグアムならではのプログラムとし
て高い評価を受けているのが「ウォー
ターオリンピック」（要事前予約）。クラ
ブメイツの司会進行のもと、広いウォー
ターパークで、水上玉入れ、カヤック競
争、水中綱引き、水中バレーボールなど
バラエティー豊かな競技をチーム対抗で
競う。インセンティブなどグループ向け
のチームビルディングには最適だ。

　こうしたプログラムを企画運営する専
門部門としてスポーツ・エンターテイメ
ント＆アクティビティ部（S.E.A.）を持っ
ているのもPICグアムの特長だ。ウォー
ターオリンピックを運営するだけでな
く、オーガナイザーからのさまざまなリ
クエストに応える態勢を整えている。こ
れまでも要望に応えるかたちで、他には
ない独自の仕掛けやアイデアを実現して
きた実績があるため、従来の枠にとらわ
れないユニークなアイデアでも相談して
欲しいと呼びかけている。
　バンケット施設では、着席1000名、立
食1200名、シアタースタイルで1500名の
キャパシティーをもつ「パシフィックパ
ビリオン」が大型団体のニーズに応えて
いるほか、600席の収容能力を持つディ
ナーショー施設「アンフィシアター」で
は、太平洋の島々に伝わる伝統的な踊り
をフィーチャーした壮大なエンターテイ
メントショーを提供している。屋内では、
それぞれ着席で110席のバンケットルー
ムの「タサ」「イサ」を用意している。

　グループマーケットでは、企業のイン
センティブや社員旅行などのほかに、修
学旅行の受け入れも積極的に取り組んで
いる。レストラン「スカイライト」では、
そのキャパシティーから生徒を一度に収
容できるほか、バンケットルームでの食
事の手配に比べメニューも豊富でバラン
スの取れた食事ができるため、生徒、先
生双方から好評を得ている。また、敷地
内に大型プールを備えていることから、
生徒に安全なアクティビティを提供でき
ると評価は高い。

ハイエンドにはロイヤルクラブプレミアム
ウェデイングカップルにも最適

　PICグアムでは、一般客室のなかでは
最もカテゴリーの高い「ロイヤルクラブ
プレミアム」を提案することで、ハイエ
ンド旅行者への訴求力も強めている。全
32室には、ラッピングしたロクシタンの
アメニティーセットに加え、ミニバー
にソフトドリンク６本を用意するほか、
ベッドサイドにマットを設置し、子供用
スリッパや歯ブラシも提供。ハウスキー
ピングの時間帯を午前と午後から選べる
ようにするほか、スィートルームと同様
にターンダウン時に蘭の花やチョコレー
トをベッドの上に置くことでラグジュア
リー感を演出している。

ザ・レインボー・チャペルがオープン
「らーめんハウス北海道」の人気継続

　新しいトピックとしては、今年４月に
これまでの「セントラグーナチャペル」に
代わり、新たに「ザ・レインボー・チャペ
ル」がオープン。運営会社のアールイズ
は、この新チャペルをフューチャーして
いることから、PICグアムでもウェディ
ングやカップル向けのサービスや部屋の
提供をさらに強化していく考えだ。
　このほか、2016年12月にロビー階に
オープンした「らーめんハウス北海道」
も引き続き人気。宿泊客やほかのホテル
に滞在している観光客だけでなく、地元
の人たちからもグアムの新しいダイニン
グスポットして注目を集めている。

グアム最大級の総合リゾートPICグアムは、充実の施設と多彩なプログラムでファミ
リー、グループ、女子旅、ウェディングなど幅広いマーケットに受け入れられてい
る。主力のファミリーマーケットでは、キッズ向けのサービスや施設を拡充。グルー
プ向けには、PICグアムでしかできないプログラムを用意し、修学旅行の受け入れに
も積極的に取り組んでいる。さまざまなニーズに応えるPICグアムの総合力はグアム
随一。誰もが安心して楽しめるリゾートとして、その存在感をさらに高めている。

らーめんハウス北海道

シッキールーム

キッズクラブ

ペンシルケース

ウォーターバスケットボール

クラブメイツ

パシフィックパビリオン

アンフィシアター

レストラン「スカイライト」

シッキーウイング

キッズクーポンブック（イメージ）
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1位　パシフィック ファンタジー       
           ディナーショー
2位　泳げる水族館
3位　ビーチアクティビティ
4位　カルチャーハット
          （ チャモロ文化体験）

5位　フィットネスセンター 
6位　カヤックラグーン
7位　ウォータースライダー
8位　サンセットＢＢＱ
9位　ミニチュアゴルフ
10位  アーチェリー

さあ、思いっきり楽しみましょう！

www.picresorts.jp

PICおすすめアクティビティトップ10 

ファミリー旅行に最適なリゾートが
皆様のお越しをお待ちしております

SM_WingTravel_17.indd   1 2/22/2017   12:18:58 PM
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Sports Tourism

ユナイテッド・グアムマラソン参加者インタビュー
スポーツツーリズム

グアムは日本のプロスポーツ選手が自主トレーニングで訪れるなど、スポーツが文化
として根付いている土地でもある。そういった背景から、ユナイテッド・グアムマラ
ソンが盛り上がるのも必然だ。これまで国内外のメジャーなマラソン大会に出場した
経験があり、実際にユナイテッド・グアムマラソン2017のハーフマラソンに出場し
た鈴木いづみさんに、大会の感想を聞いた。

　IAAF（国際陸上競技連盟）公認コース
のハーフマラソンと、10㎞ラン／ウォー
クに加え、５㎞ラン／ウォークを新設。
長距離を走るのが難しい同行の家族や友
人も気軽にも安心してエントリーでき、
より多くの人が楽しめる大会だ。また今
年から、コースを一新し、すべての種目
で島の首都であるハガニア地区のチャモ
ロ・ビレッジがスタートとゴール地点
に。グアム島の西海岸に設定されたコー
スは、その大部分で海を臨むことがで
き、南国リゾートの雰囲気を存分に楽し

■開催日時：2018年4月8日（日）
■競技種目：マラソン(42.195km)
　　　　　　ハーフマラソン(21.0975km)
　　　　　　10kmラン
　　　　　　5kmラン
■主　　催：グアムスポーツイベントInc.
　　　　　　（NPO団体）
■特別協賛：ユナイテッド航空
■協　　賛：パシフィックアイランドクラブ
■後　　援：グアム政府観光局

■開催日時：2017年10月29日（日）
■競技種目：ハーフマラソン　4:00AM
　　　　　　10Kラン/ウォーク　5:00AM
　　　　　　5Kラン/ウォーク　6:00AM
■主　　催：グアム政府観光局
■後　　援：グアム政府
■協　　賛：ユナイテッド航空、パシフィック・
　　　　　　アイランド・クラブ・グアム
■運営協力：グアム・スポーツ・インク
■募集人数：ハーフマラソン  1,000人
　　　　　　10Kラン/ウォーク  1,000人
　　　　　　5Kラン/ウォーク  1,000人
■コース概要：

全コース、最初に首都ハガニアを1.2km走る。
グアム島の西海岸を走り、海を臨める。高低差
はほとんどないほぼ平らなコース。

■制限時間：ハーフマラソン：4時間（8:00迄）
＊2時間以内（6:00迄）に折り返し
　地点を通過のこと
／10K：3時間／5K：2時間

■エントリー料金：
　ハーフマラソン  10,000円、
　10K  6,500円、5K  5,500円
＊大会の前々日（10月27日）～前日（10月28日）
　に現地で申込も可能です
　ハーフマラソン $120、10K $85、5K $75
　（要、事務局まで事前に電話で連絡）
■申込期間：10月3日（火）まで

　本格的なIAAF（国際陸上競技連盟）公
認のマラソンレースとして、「グアムイ
ンターナショナルマラソン」の名称でス
タート。2018年大会は６回目となる。2018
年大会も前年に引き続きユナイテッド航
空が冠スポンサーとなるほか、シドニー
オリンピック女子マラソン金メダリスト
の高橋尚子さんがアンバサダーとして３
大会連続で参加し、大会を盛り上げる。
種目はフルマラソンをはじめ、ハーフマ
ラソン、10キロメートル、5キロメートル

グアム ココハーフマラソン
GUAM KO'KO' HALF MARATHON

ユナイテッド・グアムマラソン2018
United Airlines Guam Marathon 2018

開催日：2018年4月8日（日）

Q. ユナイテッド・グアムマラソンに参
加しようと思ったきっかけを教えてくだ
さい。

A. まず楽しそうな大会だという印象が
あったからです。走るのはもちろんです
が、ビーチやプールで遊んだり買物を楽
しんだりできるというのも、この大会へ
の参加を決めるうえで大きな理由になり
ました。

Q. 実際に走ってみて、この大会はどん
な点が良かったですか？

A. 現地の人に応援してもらえるのが
嬉しかったです。東京マラソンのように
沿道を埋め尽くすような人出はありませ
んが、応援してくださる現地の方のテン
ションが高く、楽しく走れる最高の雰囲
気を作ってくれました。それに、日本人を

はじめとするアジア
系のランナーだけで
なく、欧米系のラン
ナーも多いので「海
外の大会に参加して
いる」と実感するこ
とができました。ス
タート地点でファイ

ヤーダンスが披露されるなんて、日本の
大会ではまずありません。
　日本の大きな大会だとスタート前の待
ち時間が非常に長かったり、少しでも良
いポジションでスタートしようと場所取
りでギスギスした雰囲気になったりしが
ちですが、ユナイテッド・グアムマラソ
ンでは一切そういうことはありませんで
した。また、直前までエントリーできま
すから、海外の大会なのに「気軽さ」と
いうのも大きな魅力だと思います。
　この大会はまだ暗いうちにスタートし
ます。月とその光を反射する海を見なが
ら走れる区間があり、そんな光景は日本
の大会ではまず目にすることができませ
ん。これも素晴らしい経験でした。
　もうひとつ私が感動したのは、イベン
トアンバサダーの高橋尚子さんの姿でし
た。コース上では周囲のランナーに声を
かけてくれて、時には一緒に走ってくれ
ることもありました。ゴール地点では
フルマラソン終了の10時まで残ってラン
ナーを励まし続けていました。そんな高
橋さんの姿も、楽しい大会だったという
印象の中に強く残っています。

Q. コースの難易度はいかがでしたか？

A. スタートとゴールの前後にかなり
きつい勾配がありますが、それ以外は比
較的フラットだと思います。ただし、ス
タート地点の応援が非常に盛り上がって
いるので、それにつられてテンションが
上がるとオーバーペースになってしまい
ます。そうなると後半に影響が出かねま
せん。その点だけ注意すれば、初めてマ

ラソン大会に出る方でも問題ないと思い
ます。
　もう１つ重要なのは、湿度が高いの
で、記録は期待できないということで
す。狙ってもよいと思いますが、おそら
く出ないと思います。とにかく雰囲気を
楽しむ大会だと思った方がよいでしょう
ね（笑）
　また、とっても印象的だったのは、ゴー
ル後、そのまま海に飛び込んでいけるこ
とです。暑い中、走りきった後のビーチ
へのダイブは爽快です！すぐにアイシン
グもできます。

Q. スタートを迎えるにあたって、参加
者が気をつけるべきことがあれば教えて
ください。

A. 前日の食事、栄養の摂取だと思いま
す。スタート時間がフルマラソンは３時、
ハーフマラソンが４時ですから、摂取の
時間に気を使わなければなりません。国
内の大会であれば、前日や走る前に食べ
るおにぎりや餅、バナナといった食べ物
がすぐ手に入ります。しかし、海外の大会

では特におにぎりなどは手に入りにくい
ということも考えておくべきでしょう。
ユナイテッド・グアムマラソンでは、事
務局がお弁当（有料）を用意してくれて
いますが、基本的には日本からゼリー飲
料や固形の栄養食品を多めに持参するこ
とをお勧めします。

Q. 「ここを改善してほしい」と感じた
ことはありましたか？

A. エイドステーションのボランティ
アの方は、「頑張って！」と応援してく
れて本当に良い人たちばかりだったので
すが、カップを１人ずつ手渡ししてくれ
るため、給水が追いついていませんでし
た。テーブルの上に並べてくれれば、ラ
ンナーもスムーズに通過できると思いま
す。

Q. また参加したいと思いますか？

A. はい、ぜひまた参加したいです！
今回は私１人での参加でしたが、家族や
友人と参加できたら素敵だなと思いまし
た。日本からも近いですし、5㎞、10㎞、
ハーフ、フルと種目も豊富なので、自分
の体調や走力に合わせて参加できます。
直前までエントリーできる気軽さもあり
ますから、参加へのハードルは低いと思
います。フルマラソンに出ても10時には
終わりますから、その日はプールやビー
チでのんびりできるというのも魅力だと
思います。

グアムで走る!  主な大会

走の４種目。コー
スはグアム政府観
光局前をスタート
後、海岸沿いの道
を走り折り返す。
ゴールはイパオ
パーク。ゴールの
目の前にはビーチ
が広がっており、完走後そのまま海に入
り、クールダウンをするという光景が多
く見られる。

みながら走ること
ができる。高低差
がほぼない平らな
コースなので、初
心者にも走りやす
いコースだ。
　併せて、前日の2017年10月28日（土）に
は４歳～13歳が対象の「グアム ココキッ
ズ ラン」を開催。グアム ココハーフマ
ラソンに参加のランナーの子供は、無料
で参加が可能だ。

開催日：2017年10月29日（日）

■EXPO(ゼッケン配布)：
　2018年4月6日（金）11:00～18:00（予定）
　2018年4月7日（土）09:00～18:00（予定）
　於：PICグアム パシフィック・パビリオン
■マラソンコース下見ツアー：
　2018年4月7日（土）10:00 12:00 14:00
　出　　発：PICグアム
　所要時間：約90分
　ル ー ト：マラソンコース(往復)
　参 加 料：10ドル(当日、乗車時支払い)
　申込方法：マイページより申込み
　申込締め切り：3月30日（金）
　（※座席に余裕がある場合のみEXPOで追加受付）
■アフターレース・イベント：
　4月8日（日）レース終了後6:30頃～
　開催場所：イパオパーク（海側）

詳細未定・特設ステージなどにてアトラクショ
ンや、食事屋台（有料）なども予定

■参加記念品・完走記念品（予定）：
　参加者全員にTシャツ、記念メダル（予定）

■問合せ先：
ユナイテッド・グアムマラソン日本事務局
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13
　        住友商事神田和泉町ビル12F
TEL：03-6891-9353
FAX：03-6891-9416
E-mail：info@unitedguammarathon.jp
平日10：00～17：00（土・日・祝日は休み）

■ゼッケン・チップ受取：
　日時：10月27日（金）11:00～18:00、
　　　　10月28日（土）9:00～18:00
　場所：ガバナー ジョセフ フローレス メモリア
　　　　ルパーク（イパオビーチパーク）内特設
　　　　会場
■表彰式：10月29日（日）7:30開始予定
　場所：チャモロ・ビレッジ（ハガニア地区）
■アフターレースパーティー：
　日時：10月29日（日）ゴール後 6:00頃～9:00頃 
　場所：チャモロ・ビレッジ

ゴール通過後お菓子や食べ物（チャーハン）あ
り。完走者ギフトの進呈、文化実演。ライブバ
ンドの音楽などのエンターテイメントあり。表
彰式もアフターレースパーティーにて行う。

■問合せ先：
グアム　ココハーフマラソン日本事務局

（JTBスポーツステーション内）
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-1-8
　        MPR本町ビル7F
TEL：06-6252-4009
FAX：06-6252-4015
E-mail：Japan-office@guamkoko-desk.com
受付時間：9:30～17:30
　　　　　（祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日）

［大会詳細］
［大会詳細］

※大会名称となっている「ココ」とは、グアムにしか生息し
ない島の鳥「Ko’ko’ Bird（ココバード。別名グアムクイナ）」
で、絶滅の危機に瀕している、飛べない鳥。本大会のエント
リー料金の一部は、ココバードの保護活動に使用される。
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Pacific Island Holidays LCC.

グアムに精通した先鋭を集め、日本市場での手配強化
グアム観光のパイオニア「クロッペンバーグ・エンタープライズ」が運営

パシフィック・アイランド・ホリデーズ

グアムで長年にわたってオプショナルツ
アーと送迎サービスを手がけるクロッペ
ンバーグ・エンタープライズグループが
展開する「パシフィック・アイランド・
ホリデーズ（Pacific Island Holidays 
LLC.）」。現地資本の会社としてグアム
に精通した先鋭を集め、ランドオペレー
ション事業で日本市場への手配を強化す
る。

多彩な滞在プランをプロデュース
DFSグアム内にツアーデスクを設置

　2012年よりランドオペレーター事業を
開始した「パシフィック・アイランド・
ホリデーズ」では、各種パッケージツ
アー、団体旅行、修学旅行、視察・研修
旅行など、さまざまな滞在プランをプロ
デュース。グアムでの包括地上手配、オ
プショナルツアーの販売、レストランの
予約手配、宿泊手配、各種送迎、運転手
付きバスや車のチャーターなど、多彩な
サービスを提供する。
　Tギャラリアby DFSグアム内には、
ツアーデスクを設置し、日本語を話すス
タッフが対応。旅行客の相談に応じてい
る。

グアム現地資本の
独立系ランドオペレーター

　グアムでは日系ホールセラーの支店あ
るいは子会社がランドを手配するケース
が大半を占めているなか、「パシフィッ
ク・アイランド・ホリデーズ」は、ニュー
トラルな立場で現地のオペレーション事
業を行うのが特徴。グアムへの日本人訪
問者数の底上げを図るため、独立系のラ
ンドオペレーターが必要という業界の
ニーズに応え誕生した会社だ。
　この事業を行うのは、長年にわたって
グアムでビジネスを展開してきたクロッ
ペンバーグ・エンタープライズグループ。
同社では、これまでの歴史から地元企業
とのつながりも深いため、そのメリット
を活かし、さまざまなパートナーシップ
によって、魅力的なプランやレートを日
本の旅行会社に提案している。すでにロ
シア、フィリピン、香港、中国等のマー
ケットには事業を開始。FIT市場では日
本の旅行会社数社と契約済みで、今後新
たな手配に向けて継続的に交渉を続けて
いる。

グアムの歴史や文化、
自然に触れる人気のツアー
45年の信頼と実績「タートルツアー」

　クロッペンバーグ・エンタープライズ
は、1950年に創業したグアム観光のパイ
オニア的存在。グアムで最も古いバス会
社としてスタートし、日本人観光客の増
加に伴い、日本市場向けにビジネスを拡
大してきた。現在、米軍兵の送迎サービ
ス、島内路線バス、旅行会社への観光バ
ス供給等で、バンタイプから大型までバ
ス80台を所有。ランドオペレーションで
もそのバスを最大限利用してサービスを
提供していく。
　また同社では、グアムのありのままを

体験できる内容にこだわったオプショナ
ルツアー会社「タートルツアー」を運営。
FITから団体まで、幅広いマーケットに
支持されている。
　「タートルツアー」では５つのツアーを
展開。なかでも昨年にオープンした「バ
レー オブ ラッテ アドベンチャーパーク」
は、古代チャモロ村遺跡、植物園、ミニ
動物園、ジャングルジム、カラバオ（水
牛）ライド、フィッシング、葉編み体験

など、ローカルの文化に直接触れ合える
体験型アクティビティが楽しめるテーマ
パーク。鬱蒼としたジャングルの中を流
れるタロフォフォ川を、遊覧船プラウド・
メリー号でゆっくりとさかのぼる「アド
ベンチャー・リバークルーズ」や、手付
かずのジャングルをカヤックで進む「カ
ヤック・アドベンチャー」など、グアム
の古代遺跡と伝統文化、自然を体験でき
るツアーとして人気がある。

　また、豪華な専用クルーザーで野生
のイルカを間近に観察できる「イルカ
ウォッチング・アドベンチャー」や、洞窟
探検や川歩きで、グアムの新しい魅力を
発見できる「エコアドベンチャー・ジャ
ングルハイキングツアー」、約３時間でグ
アムの主要な観光スポットを効率よく手
軽に巡ることができる「定期市内観光」
など、どれもユニークなサービスを提供
している。

パシフィック・アイランド・ホリデーズGSA
株式会社マーベラス
〒101-0041 
東京都千代田区神田須田町1-21-4
神田NKビル３F
☎（03）3525-8007
株式会社トラベルギャラリー
〒530-0001  大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル15階
☎（06）6456-4122
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Alupang Beach Club (ABC)

グアムのマリンスポーツならABC！
大型団体、修学旅行のリピーター多数

アルパンビーチクラブ（ABC）

1987年の創業以来、グアムの魅力をま
るごと体験できるマリンアクティビティ
を提供しているアルパンビーチクラブ

（ABC）。グアムNo.1のベストバリュー
を提供し、利用者の満足度が高いのが特
徴だ。安心して送客できる受け入れ態勢
と、柔軟なアレンジ力に定評があり、グ
アムへの大型団体、修学旅行など、多く
のリピーターに支持されている。
　
タモンエリアからわずか10分
いつ来てもグアムの海の魅力が楽しめる

　アガニア湾の真っ白な砂浜が続く約
500mのプライベートビーチをベースに、
各種マリンスポーツやビーチアクティビ
ティを提供しているアルパンビーチクラ
ブ（ABC）。グアムの主要ホテルが建ち並
ぶタモンエリアから車でわずか10分と、
抜群のアクセスだ。ABCと主要ホテルの
間には、無料送迎バスを頻繁に運行して
いるので、グアム滞在中の限られた時間
を効率よく活用でき、団体旅行にも利用
しやすい。
　ABCのあるエリアは、アガニア湾の中
でも特に潮の満ち引きの影響がなく、年
間を通して安定した海域。時間や季節を
選ぶことなくいつ訪れてもグアムの海を
満喫できるのが魅力だ。

コストパフォーマンスの高い
ABCのアクティビティ
全パッケージに
「スーパービーチリゾート」をセット

　ABCでは、ジェットスキー、バナナ
ボート、パラセイリング、イルカウォッチ
ングなどの豊富なマリンアクティビティ
パッケージを用意する。
　これらの各パッケージには、ビーチ
チェアやビーチパラソル、浮き輪やビー

チシューズのレンタルはもちろん、カ
ヤック、ペダルボート、ビーチバレーなど
のビーチアクティビティをはじめ、ココ
ナッツの葉編みやストーンアート、イン
スタントタトゥーなどのミクロネシア・
カルチャー・プログラム、ガイド付きシュ
ノーケンリングツアーなど、全16種類の
リゾートサービスを含む「スーパービー
チリゾート」の利用が含まれており、か
なりお得な設定。さらに、ブッフェ形式
の食べ放題ランチも含まれているので、
ABCを選べば、一日たっぷりとお得にグ
アムの海の魅力をまるごと体験できる。

「スタンドアップパドルボード」の台数増加
グループ向けSUP教室も可能に

　現在日本でも人気のスタンドアップパ
ドルボード（SUP）。ABCでは、SUPの利
用も「スーパービーチリゾート」に含ま
れているので、追加料金なく無料。さら
に、その保有台数が増え、グループへの
教室の開催も可能。ひと味違ったグルー
プ向けプランの提案が可能となった。

団体旅行向けに柔軟な対応
ニーズに応えたオリジナルプランも

　大型団体や修学旅行の受入実績が豊富
なABCでは、グループがより利用しやす
いグループプランを設定している。ABC
でたっぷり１日遊べる充実の「スーパー

ビーチリゾート」をベースに、オプショ
ンをプラスすることが可能だ。また、グ
ループプランの他にも、それぞれの団体
のニーズに合ったスペシャルアレンジも
できる。例えば、ABC専用ビーチを利
用した、綱引き、カヤックレース、お玉
レース、ビーチバレー、リレーなど、多
彩なチームビルディングプログラムをは
じめ、1000名規模のグループにも対応す
る夜のバーベキューディナーなど多彩に
アレンジできる。
　団体のニーズに応えるアレンジ力は、
創業以来長い歴史を誇るABCならでは。
グアムで培われた深いコネクションで、
さまざまな要望に応えてくれるので、
ボートのチャーター、スイカ割りや宝探
しなどの各種ゲーム大会のみならず、例
えば、ダンサーによるチャモロダンス
レッスンなど、オリジナルプランの実施
も、気軽に相談してほしいとしている。

企業で海外ボランティアに参加 「ボランツーリズム」
　ABCの「ボランツーリズム」プログラムは、
海外でボランティア活動ができるというユ
ニークなもの。自然環境保護のための植樹や
ビーチクリーニング、絶滅危機動物の保護・

観察、サンゴの生態
観測といった海洋保
護活動など、多岐に
渡るボランティア体
験ができる。参加者
には、もれなく「ボ

　ABCのウェブサイトでは、団体向けセールスポイン
トやタイムスケジュールがわかりやすくまとめられてい
る。また「教育旅行・MICEマニュアル」や「修学旅行、
インセンティブ旅行パンフレット」がダウンロードでき
るので、旅行業界の企画・販売担当者セールス用に、ま
た学校の先生や保護者への説明用にぜひ活用したい。

旅行業界向けページも充実
ABCのウェブサイト www.abcguam.jp

引き続き好評のイルカウォッチング
団体にも根強い人気

　ABCのイルカウォッチングでは、底釣
り、オーシャンシュノーケリング、バナナ
ボートも付く充実の内容。さらに「スー
パービーチリゾート」も楽しめるので、
グアムの他のイルカウォッチングと比較
しても、コストパフォーマンスが非常に
高い。現在、最大78名収容のクルーザー
に加え、44名乗りと33名乗りも稼動し、
1日最大700名まで対応可能。グアムの中
でもこの規模で実施できるのはABCだ
けで、団体旅行に最適だ。

質の高いアクティビティと
充実したサポート態勢
安心・安全にグアムを楽しめる

　ABCで提供している各アクティビティ
は、ひとつひとつ安全性に配慮した機種
を選択。安心・安全にグアムの海の魅力を
楽しめる環境を提供している。例えば、
「パラセイリング」は、コーストガード
認定のボートを使用し、最新の特許機材
である安全性の高い二人乗りシートを採
用。「バナナボート」は、グアムの海の
ために開発されたABCのオリジナルデ
ザインの安全性に優れた12人乗りのツイ
ンチューブ型を提供。「ジェットスキー」
はグアム島内で最多の保有台数を誇り、
一人一台を保証。これはグアム島内でも
ABCだけだ。走行できるコースも広い。
　また、ハード面のみならず、そのサポー
ト態勢にも定評がある。全てのビーチイ
ンストラクターはライフガードとファー
ストエイドの有資格者で、ビーチには常
時14〜20名のスタッフが監視しており、
利用者の安全を見守っている。グアム警
察のウォーターセーフティークラスを受
講するなど、定期的なトレーニングに
よって専門知識も取得しているので、特
に安全面が重視される団体旅行や修学旅
行でも安心して送客できる。

ランツーリズムTシャツ」と「海外ボランティ
ア証明書」が付き（所要2〜3時間）、参加料
金は1人30ドル（「ボランツーリズム」参加費
の一部は、環境保護団体に寄付）。ABCの各
パッケージに追加して参加することができる。
　さらにABCでは、高等学校や専門学校の研
修プログラムの一環として、ABCでの職業
体験の受入も実施。予約、ビーチ、ゲストリ
レーションなど、現場スタッフの仕事を体験
をするといった貴重な場を提供している。

グループプラン　スケジュール例

08:00　ホテル出発
08:15　アルパンビーチ到着、チェックイン
08:25　ブリーフィング

（オリエンテーション）
08:45　自由時間
09:15　イルカウォッチングとパラセイリング

に分かれて出発
11:30　アルパンビーチクラブ着
12:00　ランチ及び自由時間
12:30　綱引き大会
13:00　ミクロネシアダンスレッスン
13:30　ビーチバレー大会
14:15　ジェットスキーとガイド付きシュノー

ケリングに分かれて参加
15:00　ボランツーリズム
16:30　アルパンビーチクラブ出発

［ABCに終日滞在するプラン］
ABCの主要アクティビティとゲーム、
ボランツーリズムを体験
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