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Guam Visitors Bureau (GVB)

2018年はマーケット回復の年へ
全てのターゲットに「グアムはこれまでどおり」を発信

グアム政府観光局

座席数減少や北朝鮮騒動など
外的要因に苦しんだ2017年
――2017年をあらためて振り返ると、
どんな年でしたか？

　減便による座席数減という厳しい状況
からスタートしたのが2017年でした。８
月には北朝鮮のミサイル攻撃に関する過
剰な報道が相次ぎ、消費者の不安が拡大
したことも大きく影響しました。
　しかし、同報道が出た８月に関しては、
その影響はさほど大きくなく、深刻な影
響が出たのは９月と10月。特に修学旅行
や企業、インセンティブ（主に招待旅行）
のキャンセルが相次ぎました。それでも
報道が落ち着き、現地の状況を冷静に受
け止める人が増えたことや、旅行会社の
方々の努力などのおかげで、11月以降は
上昇基調に転じています。逆に言うと、
北朝鮮騒動の影響が色濃く出たのは２カ
月だけという見方もできますね。
　11月以降は緩やかに回復に転じ、全国
展開のメガファムを実施しました。旅行
会社の方々やメディアの方など約400人
に来島いただきました。あのタイミング
で「グアムは今まで通りだ」というメッ
セージを、マーケットと消費者に広く伝
えられたのは、大きな意義のあったファ
ムツアーでした。

――日本航空がグアム線の期間増便を
決定しました。

　過去数年間、日本航空と協議を続けて
きたことが実を結びました。グアム関係
者がみな辛い思いをしていた時期に、メ
ディア関係者も多数参加しているメガ
ファムでのレセプションで発表させて頂
いたことは、非常に大きかったと思いま
す。暗いニュースが続いていましたが、
一筋の明るい光が差したような印象でし
た。日本航空の増便は、グアム関係者に
とってとても心強いことですし、消費者
に対する「グアムは大丈夫だ」というメッ
セージにもつながります。今後、日本航
空様と共にプロモーションを展開する予
定をしており、日本航空が持つロイヤリ
ティの高いお客様にグアムに来て頂ける
ことを期待しております。

前面に出すのは「新しい目で見るグアム」
回復に不可欠な地方需要の喚起も
――2018年上期以降に向けて、どんな
取り組みを予定していますか？

　会計年度の始まりとなる2017年10月か
らは、「インスタグアムキャンペーン」を
開始しました（キャンペーン内容は同紙
内４ページにて紹介）。インスタ映えす
るスポットを我々も調査しており、最終
的にはキャンペーンのウェブサイトに
100カ所を掲載する予定です。このキャン
ペーンの大きな目的の１つは、グアムに
行かれた方が「この場所はいいね」、或い
は「こんな見方があるよ」という、新し
い目でグアムを見ていただくことにあり
ます。

　またマーケットの回復には地方での需
要喚起が不可欠です。昨年11月以降、マー
ケットが回復傾向にあるとはいえ、それ
は首都圏が中心でした。そのため、地方
需要喚起策の第一弾として、１月31日か
ら２月19日までの期間、福岡でプロモー
ションキャンペーンを実施しました。グ
アムの「公式インスタグアマー」である
AKB48のメンバーを前面に出したタペ
ストリーやポスターを使い、天神駅で大
きな露出を図ったのです。これは、もう
１度グアムを再認識していただき、グア
ムに旅行していただこうというきっかけ
づくりであると共に、来島者増を目的と
しております。共にキャンペーンを実施
した福岡の旅行会社や航空会社には、販
売状況をシェアさせて頂き、その効果を
図るようにしています。

　東京、大阪、
名古屋に関して
は、４月以降に
旅行会社の皆様
にご協力いただ
き、全国展開の
店舗キャンペー
ン等を実施した
いと考えており
ます。

プロモーションとセールスを一枚岩にして
目指すは来島者数50万人
――ターゲットセグメントごとの施策は
ありますか？

　基本的には今までも力を入れてきた
ファミリーや、20〜30代の女性へのアプ
ローチが中心になります。団体や若者、
シニアというのも当然ターゲットです。
どれか特定の層に特化したプロモーショ
ンではなく、全てのセグメントに対して
同じ力で接することになります。

　今まではグアム政府観光局では、広告
やプロモーションが先行しておりました
が、　今後はプロモーションとセールス
を完全な一枚岩で展開していくつもりで
す。来島者数を増やすことを最大の目標
として、プロモーションとセールス活動
を行って参ります。

――2018年の日本人旅行者数の目標は
どれくらいでしょうか？

　2017年（１〜12月）の座席数は、約87
万２千席でした。これに対して来島者数
は62万547人。座席の利用率は71％と、決
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金子宗司日本代表代理 インタビュー

して悪い数字ではありません。北朝鮮騒
動がなければ、例年並の75％を超える結
果が残ったと思います。
　2018年の座席数の予想は、２月１日時
点では、約61万席。このうち定期便が約
57万席、チャーター便が約４万席です。
チャーター便に関しては、予定されてい
るものが全て運航した場合、更に約１万
席以上の座席が上乗せされることにはな
ります。
　この座席数の予測と例年の利用率から
算出すると、2018年の来島者数の目標は
45万人から50万になるでしょうか。でき
る限り50万人近い来島者数を目指してり
ます。

回復傾向を確固たるものにする
足がかりの年が2018年
――グアム観光の今後の見通しについて
教えてください。

　撤退する航空会社がある一方で、新規
就航する航空会社もあります。チャー
ター便の運航も昨年度は前年比約２倍に
増加しており、座席数は下がる一方だと
は理解しておりません。航空会社が入れ
替わる過渡期とも言えるかもしれません。
2018年は１月１日から毎日チャーター便
が運航しており、滑り出しはとても順調
です。日本航空の期間増便という大変明
るい話題もあります。グアム政府観光局
としては、引き続き、長期的には新規就
航を促し、短期的にはチャーター便を活
用するという２本立てで取り組んでいき
ます。
　また、2018年は、回復の年と考えており
ます。旅行業界からも消費者からも「今
はグアムを控えよう」という雰囲気を払
拭できていないのも事実です。ニュース
では今でも「北朝鮮がグアムに〜」とい
う言葉が出てくるので、一般の方が「ま
だダメだ」と思ってしまうのも無理はあ
りません。回復の時期であるとともに、
現状のファミリー、若年層を含め、シニ
アや富裕層といったセグメントの拡大に
注力していきます。もちろん、旅行会社
や航空会社とも緊密な関係を継続してい
くつもりです。

――旅行業界の皆さんへ
メッセージを。

　まずは昨年の苦しい時期でも、グアム
への送客に多大な努力を続けてくださっ
た旅行会社様、航空会社様に、心から感謝
の気持ちをお伝えしたいです。我々は決
して悲観的にはなっていません。旅行会
社も全国でキャンペーンを展開しようと
声をかけてくださっている。こんなにあ
りがたい話はありません。航空座席数な
どの課題はありますが、グアム政府観光
局はグアムの魅力をお伝えしていくとと
もに、旅行会社や航空会社の皆様と今ま
で以上に緊密な関係を構築したうえで、
グアムの来島者増に向けて大きく貢献で
きるよう、力を合わせていきたいと考え
ています。引き続き、ご協力をお願い致
します。

北朝鮮によるミサイル攻撃の発言による影響で、マーケットに大きな打撃を受けた2017年。
座席供給の減少など、厳しい環境も続くが、3月25日からは、日本航空が1日2便に増便する
など、明るいニュースも届いており、マーケットの回復が期待される。2018年の取り組みに
ついて、グアム政府観光局日本代表代理の金子宗司氏が語った。

ファミリーや20~30代の女性は引き続きターゲットに

400名規模のグアム・メガ・ファム・ツアーを実施

3月25日から日本航空がダブルデイリーに

2018年度「インスタグアムキャンペーン」を実施

AKB48グループメンバーを「公式インスタグアマー」に起用

福岡で実施されたプロモーションキャンペーン

インスタ映えするスポットを紹介
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JAPAN AIRLINES

日本航空が成田−グアム線をダブルデイリーに期間増便
SKY SUITE仕様の新型機で新たな顧客層開拓も

JALインタビュー

日本航空は3月25日から10月27日の夏季スケジュールで、期間限定の増便を運航、
成田−グアム線を1日2便に増便する。4月1日からは2便ともJAL SKY SUITE仕様
の機材となるため、新たな顧客層の開拓にもつながりそうだ。

※2018年3月25日～3月27日の間はJL8941便のみの運航となります。
※2018年3月25日～3月31日の間は「JAL SKY SUITE」仕様ではない767-300ER型機での運航予定です。
※2018年2月15日時点でのスケジュールです。時刻は現地時間となります。

便名 運航日 出発時刻 到着時刻
JL8941 毎日 成田 09:30発 グアム 14:10着

JL941 毎日 成田 10:40発 グアム 15:20着

■2018年3月25日～2018年10月27日までの運航スケジュール

グアム線の現状
　日本航空はかつて複数都市からグアム
線に就航していたが、2011年度からは成
田線の１便のみの運航になった。日本
航空国際路線事業部アシスタントマネ
ジャーの阿部元久氏は、「適正機材に変更
を行うことで収支が安定した」と話す。
　2017年８月に起きた朝鮮半島の情勢不
安では、団体、パッケージツアーを中心に
キャンセルが発生するなど、日本航空も
影響を受けた。それでも１月までは朝鮮
半島の情勢不安の影響はあったものの、
２月以降についてはマーケットが回復傾
向にあり新規予約・問い合わせも増加し
ている、と現状を分析している。

2018年夏ダイヤの期間増便を決定
　回復基調にあるとはいえ、この状況下
でグアム線の期間増便を決定するには、
相当の理由があったはずだ。
　阿部氏は「グアム線の運休や減便が相
次ぎ、日本−グアム間の供給座席数が大
幅に減少するなかで、1970年に就航して
以来、皆さまに育てていただいてきたグ
アム線が、今回期間増便という形でグア

ム行きの需要を喚起することができるの
であれば、それはグアムの皆さまへの恩
返しになるとの思いがあった。またグア
ムが夏に強さを発揮するデスティネー
ションであり、収益性に鑑みても今回夏
ダイヤで増便するという判断をした」と
期間増便の意義について語った。
　また阿部氏は「増便を決定する前にグ
アムに足を運んだが、グアム政府観光局
の皆さまの一致団結したグアムへの強い
思いや、グアムへの供給減に対する危機
感を感じた」と振り返る。更に「今後イ
ンバウンド需要の増加を踏まえて新規路
線を検討する一方で、グアム線のように
日本のお客様に育てていただいた路線を
維持強化するのも使命だと思っている」
としている。

独自のプロモーションを積極展開
　今回の期間増便を機に、日本航空は同
社のウェブサイトをはじめ、さまざまな
プロモーションを積極的に展開する。
　ウェブサイトでは、国際線のトップ
ページでグアム線増便を告知し、専用

ページへと誘
導する窓口を
設けた。この
専用ページに
は、さまざま
な媒体から流
入してくる仕
組みも作って
いる。
　さらに、増

便を機にトラベルサイトに日本航空のグ
アム特集ページを作り、これまで日本航
空のウェブサイトをあまり見ていなかっ

便名 運航日 出発時刻 到着時刻
JL8942 毎日 グアム 16:15発 成田 19:00着

JL942 毎日 グアム 17:15発 成田 20:00着

グアム−東京（成田）線

東京（成田）−グアム線

た方々にも知って頂ける機会を創出。顧
客に合わせて雑誌やウェブなどメディア
を使い分け、顧客層の軸となるファミ
リー層はもちろん、ウェディングやゴル
フといった幅広い層にアプローチする。
夏休み前の４〜７月の期間は、朝鮮半島
の情勢不安の影響で一旦延期となった企
業の旅行といった団体需要の取り込みを
強化している。旅行会社に対しては、日
本航空利用確約のパッケージツアー造成
を依頼。２月上旬からパンフレットが並
び、露出が増えているという。
　そして、４月25日からは国内線の沖縄
線で実施している「キッズリュック」の
プレゼントをグアム線でも実施する。デ

ザインはグアム
用に一新し、機
内で客室乗務員
から子どもたち
にプレゼントす
る。日本航空本
店の国際旅客販
売推進部の橋本

英之アシスタントマネジャーは、「飛行
機を降りた瞬間から、このリュックを背
負ったお子様の姿がたくさん見られると
嬉しい」と語っている。

利便性の高いスケジュールと
高品質の機内サービス
　増便の発表以降の予約状況について、
阿部氏は「堅調な立ち上がりと言えるの
ではないか」と話す。２便とも朝便を揃
えたことで、早く出発して遅くまで現地
にいられるという、利便性の高いスケ
ジュールは旅行者にとって魅力的だ。ま
た、４月１日からは２便ともJAL SKY 
SUITE仕様のビジネスクラスを備えた
機材（767-300ER）となる。これまで３時
間 半 と い う
フライトのた
め、価格が前
面に出てしま
いがちだった
が、日本航空
が提供する高
品 質 の 機 内
サービスは、
グアム政府観
光局などが推
進するプレミアム路線にも合致するもの
だ。供給量を爆発的に増加させることも
重要だが、現地での消費額が多い旅行者
への訴求も重要となりそうだ。

日本航空国際路線事業部アシスタントマネジャー
阿部元久氏（左）

国際旅客販売推進部アシスタントマネジャー
橋本英之氏（右）

JAL SKY SUITE仕様のビジネス
クラスを備えた機材を使用

子供たちにプレゼントする
オリジナルキッズリュック

国際線のトップページで
グアム線増便を告知
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　2017年の日本人のグアムへの旅行者数
は、前年比16.8％減の62万547人となっ
た。北朝鮮のミサイル問題の影響を受け
て、８月以降の減少が影響した。上半期

（1〜6月）は9.9％減の32万8722人だった
が、下半期（7〜12月）は23.3％減と大き
なマイナスだった。ただ、供給席数は約
87万2000席で、利用率は71％と70％台を
キープした。
　グアム準州のレイモンド・Ｓ・テノリ
オ副知事とグアム政府観光局のジョン・
ネイサン・デナイト局長は、北朝鮮ミサ
イル問題を受けて、昨年８月下旬に「グ
アムに関する正確な情報を日本の皆様に
伝えるため」に来日し、グアムの治安に
ついて警戒レベルを一度も引き上げてお
らず、住民も観光客も通常通りの行動を
行っている点を強調した。また、12月に
は日本−グアム間就航50周年を記念した

「グアム・メガ・ファム・ツアー」を開
催、全国から旅行会社、メディア、イン
スタグラマーなど400名近くを招待し、日

本人需要の回復を図る方針を示した。
　北朝鮮のミサイル問題という外的要因
によって、日本人旅行者数が大きく減少
したことは極めて残念だが、その後の
GVBのリカバリー策は評価できる。安
全・安心というセンシティブな問題に対
して、官民挙げて冷静に対応した。
　GVBでは、2018年のグアムへの日本人
旅行者数を45万人から50万人と見込んで
いる。2018年の供給席数が、前年の87万
2000席から約61万席と約26万席ほど減少
すると２月段階で予想、チャーター便が
予定通り運航すれば、１万席の供給増が
見込まれるとしている。政治問題で急激
に需要が減少したことによる航空会社の
減便が影響しているが、それでも明るい
材料としては、日本航空が３月25日から
の夏期スケジュールで、成田−グアム線
を１日２便に増便することで、2018年は
反転攻勢に打って出たいところだ。
　JAL関係者によれば、グアムは回復し
てきており、１日２便の需要は十分にあ

ると需給予測を立てている。GVBでは、
2018年はスタート当初から毎日チャー
ター便が運航し、JALの成田線増便もあ
り、金子宗司日本代表代理は、「長期的に
は新規就航、短期的にはチャーター便活
用」で2018年を乗り切る方針を示した。
　金子日本代表代理は、「2018年は回復
の年」と語る。確かに、これに尽きる。
GVBなど地元関係者、増便するJALだけ
でなく、日本の旅行業界が全面的に協力
して、グアムの日本人旅行需要を元に戻
さなければならない。
　旅行業界として、B2Bで何ができるの
かをもっと突き詰めていきたい。４月以
降にGVBと旅行会社による東京、大阪、
名古屋での店舗キャンペーン、地方市場
でのプロモーションの展開が計画されて
いるが、もっとグアムのリカバリー策に
ついて議論すべきだ。
　JATAア ウ ト バ ウ ン ド 促 進 協 議 会

（JOTC）で、グアムは北中南米部会。その
ワーキングは、ラテン・アメリカ、ハワ

イ、日本・アメリカ旅行促進部会（ディ
スカバー・アメリカ・プロジェクト）の
３つに分かれる。グアムは日本・アメリ
カ旅行促進部会に入るが、ここはアメリ
カ本土市場が中心になっている。
　アウトバウンド促進協議会で、グアム
のリカバリー策についてもっと議論が必
要だ。とくに、今年のテーマの一つが若
者のアウトバウンド促進にあるなら、北
朝鮮ミサイル問題で大きな影響を受けた
グアムの教育旅行の立て直しは、大きな
テーマになる。また、グアムが力を入れ
るMICE需要に対しても旅行業界が取り
組むべき課題だ。
　2000年には100万人を超えたグアムへ
の日本人旅行者は漸減傾向にある。政治
問題の影響を受けたとは言え、今年は50
万人と最盛期の半分になろうとしてい
る。旅行業界として、グアム観光需要の
回復に全面的に協力することが、今年の
テーマ「アウトバウンド躍進」に資する
ことになる。 （石原）

2018年は「グアム回復の年」
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公式HP

Guam Visitors Bureauグアム政府観光局

グアム政府観光局は、2018年度のグローバルコミュニケーションテーマを「instaGuam（インスタグアム）」に決定。
人気のSNS「インスタグラム」のユーザーを中心に、「インスタ映え」するディスティネーションとしてのグアムの魅力
を、さまざまな形で伝えている。
　エメラルドブルーに輝く海、茜色に染まる夕日、カラフルな壁やアートなど、いたるところにインスタ映えするフォト
スポットが点在する常夏の島グアム。訪れる時期や朝晩などの時間帯によっても、その印象が大きく変わる。スペインや
アメリカ、日本など、歴史上のさまざまなカルチャーがミックスして生まれた独自の食文化も魅力のひとつだ。
　日本から約３時間半のグアムは、写真撮影のために訪れる身近な国外としては、最適の場所。今回のキャンペーンは、
人をつなげるインスタグラムを活用して、グアムが持つバラエティーに富んだ魅力を、写真や動画を通じてより多くの人
に伝えることをねらいとしている。

グアム政府観光局

　同広告キャンペーンに、日本を代表
するアイドル「AKB48グループ」のメ
ンバーを起用。過去に、グアムでPVを
撮影するなど、グアムとはなじみの深
いAKB48グループ。実際にメンバーが 
撮った写真でインスタスポットを案内し
ていくなど、さまざまなプロモーション
活動に登場している。参加するメンバー
は、AKB48入山杏奈さん、SKE48古畑奈
和さん、NMB48山本彩さん、太田夢莉さ
ん、HKT48朝長美桜さん、NGT48荻野由
佳さんの６名。彼女たちがグアムを実際
に楽しむ姿や、メンバーのインスタグラ

ムを通したグアム
のさまざまな魅力
を伝えている。
　グアム政府観光
局 局長兼 C E O
のジョン・ネイサ
ン・ デ ナ イ ト 氏
は、「元々AKB48
グループの皆さん

＃instaGuamの“公式インスタグアマー ”に
AKB48グループメンバー起用

には、『Everyday、カチューシャ』を始
め、数多くのミュージック・ビデオをグ
アムで撮影していただいており、島民一
同非常に嬉しく思っている。2018年度の
グローバルコミュニケーションテーマで
ある「#instaGuam（インスタグアム）」に
は、２つのポイントがある。ひとつは、グ
アムは日本から約３時間半とアクセスし
やすく、インスタントバケーションに適
しているということ。もうひとつは、グア
ムを訪れた方々に、インスタントな早さ
で世界に拡散するSNSを活用し、グアム
での出来事をぜひシェアしていただきた
い、ということ。ぜひこの「#instaGuam

（インスタグアム）」に合わせて、さらに多
くの方々に御来島いただければ幸いだ。」
とコメントしている。
　AKB48グループメンバーは、それぞれ
自身の公式インスタグラムアカウントに
て、グアムの魅力を2017年12月４日（月）
より＃instaguam2018akbをつけて投稿
している。

　グアム政府観光局では、グアムのイン
スタ映えするスポットを紹介するキャン
ペーン「インスタグアム2018プレゼント
キャンペーン」を2018年１月22日～９月
30日まで実施している。
　同キャンペーンサイト（http://japan.
visitguam.jp/campain/2018/instaguam/）
では、グアムのランドマークや景色、自
然、食、アクティビティなど、インスタ
映えするスポットを、公式インスタグア
マーの「AKB48グループ」のメンバー
や、人気のインスタグラマーが実際に撮
影した写真とマップで紹介。またグーグ
ルマップと連動したアクセス情報も掲載
しており、実際にグアム現地でインスタ
スポットガイドとしても利用できる。公
開時には、50のインスタスポットを紹介
していたが、順次増やし、最終的には100
のインスタスポットを紹介する予定だ。

インスタグアム2018プレゼントキャンペーン
2018年1月22日（月）～9月30日（日）まで実施

　また期間中、グアムのお気に入りの
インスタスポットをSNSで投稿すると、
５万円と１万円のJCBギフト券が毎週抽
選で各１名に当たるプレゼントキャン
ペーンを実施。さらに、同期間中「AKB48
グループ」のメンバーが自らグアムで撮
影したインスタスポットの写真も合わせ
て毎週公開している。

グアム政府観光局2018年度キャンペーン

　グアム政府観光局は、＃instaGuam
キャンペーンの一環として、AKB48グ
ループメンバーを起用したグアムのイン
スタ映えするスポットを紹介する新CM
を2018年１月22日より、オンエアしてい
る。CMは全部で３タイプ。併せて、キャ
ンペーン特設サイトでも全タイプを公開
している。

新ＣＭ１月22日よりオンエア
「公式インスタグアマー」のAKB48グループメンバーが
グアムのインスタ映えスポットを巡る！

　今回のＣＭでは、「AKB48グループ」の
メンバーが、気軽に行けるインスタ映え
スポットとしてのグアムを楽しく巡る内
容。また、今回の撮影の合間にメンバー
たちが実際に撮影したインスタ写真は、
グアム政府観光局の公式インスタグラム
＠visitguam_jpで、1月22日より、毎週公
開している。

キャンペーン概要 
実施期間：2018年1月22日（月）～9月30日（日）
賞　　品：
①グアムで撮った写真を投稿してあたる!

JCBギフト券５万円 期間中、毎週1名様 計36名様
②サイトの中からお気に入りの写真を投稿してあたる!

JCBギフト券1万円 期間中、毎週1名様 計36名様
応募資格：
日本国内在住で18歳以上、グアム政府観光局の公式
SNSのいずれかをフォローしていること
応募方法：
①キャンペーン期間中にグアムに行って、グアムで

撮ったインスタスポットの写真に、ハッシュタグ
＃instaguam_cpをつけて、コメント欄に写真のタイ
トル明記して、グアム政府観光局をフォローしている、
または「いいね」をつけている自身のSNSに投稿。

②キャンペーンサイトに掲載されているグアムのインス
タスポット写真の中から、お気に入りの写真をコピー
し、ハッシュタグ＃instaguam_cpをつけて、グアム
政府観光局をフォローしている、または、「いいね」して
いる自身のSNSに投稿。

当選発表：
厳正な抽選のうえ、①については、３月第２週に、初回の
当選者６名の投稿写真を特設サイトにて発表。以降、毎月
第2火曜日に、前月に投稿した当選者4名の投稿写真発
表。②については、賞品の発送をもって発表に代える

（※詳細はウェブサイト参照のこと）。

■ライブ日程：2018年4月21日
■出演者：AKB48グループ選抜メンバー16名
AKB48 岡田奈々、加藤玲奈、太田奈緒、山田菜々美
SKE48 古畑奈和、大場美奈
NMB48 山本彩
NGT48 荻野由佳、山口真帆
※残りの７名のメンバーは、決定次第ライブ情報ウェブ

サイトにて発表
※HKT48、STU48メンバーは握手会の都合で参加で

きません
※出演メンバーは、急遽変更となる場合がございます。
■ライブ会場：「ザ・ビーチ」BBQディナー＆ショー
■スペシャルサポート：日本航空

　現在実施中の「＃インスタグアム」キャ
ンペーンと、公式インスタグアマーの
AKB48グループのコラボ企画として、
2018年４月21日（土）に「AKB48グループ
選抜 スペシャルライブ in GUAM」を開
催する。今回のライブは、ライブチケッ
ト付ツアー参加者のみが鑑賞できるスペ
シャルライブ。AKB48グループから選抜
された16名による特別編成で実施する。
会場となるのは、白い砂浜が美しいガン
ビーチが目の前に広がる絶好のロケー
ションの「The Beach」。アウトドアのス

AKB48グループ選抜 スペシャルライブin GUAM 
4月21日開催
ライブチケット付ツアー参加者のみが参加可能

テージで、グアムのエメラルドブルーの
海をバックにメンバーのパフォーマンス
が楽しめる。

http://www.visitguam.jp/

https://www.facebook.com/visitguam.jp

https://www.instagram.com/visitguam_jp/

特設サイト  http://japan.visitguam.jp/campain/2018/instaguam/
グアム政府観光局公式YouTube  www.youtube.com/user/GVBJapan

#instaGuam（インスタグアム）

スペシャルライブが開催されるビーチが目の前に広がる
「ザ・ビーチ」BBQディナー＆ショーのステージ

グーグルマップと連動して
インスタスポットがひとめでわかる

公式インスタグアマー任命式の様子（写真左から森永ミ
ルトン グアム政府観光局 理事会 会長、ミスターグアム
2017、荻野由佳、朝長美桜、入山杏奈、山本彩、太田夢莉、古
畑奈和、ジョン・ネイサン・デナイト グアム政府観光局 局
長兼CEO）

「AKB48グループ」メンバーや
人気インスタラマーが撮影したスポットを紹介
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Pacific Island Holidays LCC.

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」が運営する
独立系総合ツアーランドオペレーター

パシフィック・アイランド・ホリデーズ

グアムでオプショナルツアーと送迎サー
ビスを手がけるタートルツアーを運営す
る、クロッペンバーグ・エンタープライ
ズグループ。同社が事業を展開する「パ
シフィック・アイランド・ホリデーズ

（Pacific Island Holidays LLC.）」は、
その長年の信頼と実績を活かし、現地資
本の総合ツアーランドオペレーターとし
て日本市場の手配を強化している。

独立系ランドオペレーターとして
日本事業を強化

　「パシフィック・アイランド・ホリデー
ズ」は、2012年よりランドオペレーター
事業をスタート。当初はロシア人旅行者
に対するビザ免除措置を受けて、まずロ
シア市場向けに事業を開始。続いてマー
ケットをフィリピンや中国へ対象を広げ
てきた。
　その後、日本人訪問者数の底上げを図
るためには、日系ホールセラーの支店あ
るいは子会社のランドのみならず、独立
系のランドオペレーターが必要という多
くの声に応え、グアム最大のマーケット
である日本人市場の受け入れも開始、手
配を強化している。さらに現在では、フィ
リピンを起点（ハブ）とした発展著しい
シンガポール、マレーシア、タイなどの
東南アジアや台湾マーケットにも、事業
拡大を図っている。
　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。
同社はこれまでの歴史から地元企業との
つながりが深い。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。

空港、Tギャラリアby DFSグアム内に
ツアーデスクを設置

　「パシフィック・アイランド・ホリデー
ズ」では、Tギャラリアby DFSグアム内
に加え、このほど空港にもツアーデスク
を設置。日本語を話すスタッフが、旅行客
の相談に応じている。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、多彩なツアーとさまざまな滞
在プランをプロデュース。また、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、ガイドや通訳の手配など「かゆいと
ころに手が届く」きめ細やかなサービス
を提供する。

タートルツアーのバスを活用
要望に応じて適切なサイズのバスを手配

　また「パシフィック・アイランド・ホ
リデーズ」の強みがバスの手配。タート
ルツアーのバスを最大限活用し、各種送
迎、運転手付きバスや車のチャーター、リ
フト付き専用車両など、サイズや用途な
ど様々なニーズに応じた、多彩なサービ
スを提供している。現在タートルツアー
では、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
している。

45年の信頼と実績「タートルツアー」
グアムのありのままを体験できる人気のツアー

　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、日本市場向けにビ
ジネスを拡大してきた。すでにグアムで
はタートルツアーとして45年の実績があ
り、「グアムのありのままを体験できる内
容」にこだわった５つのオプショナルツ
アーは、FITから団体まで、幅広いマー

ケットに支持されている。
　なかでも「アドベンチャーリバーク
ルーズ」は、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
人気ツアー。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「バレー オブ ラッテ アドベン
チャーパーク」でこれら体験型アクティ
ビティが楽しめる。また手付かずのジャ
ングルをカヤックで進む「カヤック・ア

ドベンチャー」は、熱帯の密林を漕ぎ進
むアクティブなツアーだ。
　さらに、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」
などの各種ツアーを運営している。

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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Pacific Islands Club Guam

多様なニーズに柔軟に応える高いリゾート総合力
未就学児向けのサービス拡充でファミリーマーケット強化

PICグアム

未就学児向けのサービスを
今夏パッケージ商品に
キッズギブアウェイ対象も
0歳に引き下げ

　PICグアムは今年から新たな方向性を
打ち出す。主力のファミリーマーケット
で、０歳から４歳の未就学児向けのサー
ビスやプログラムを強化。パッケージ商
品に組み込むことで、年間を通じた送客
をホールセラーに働きかけていく。現在
はさまざまなアイデアを抽出している段
階。ベビーカー、ベビーベッドやベッド
ガードの貸し出し、キッズミールの無料
提供、６歳以下の子供のレストラン「スカ
イライト」での食事無料、砂遊びセットの
プレゼントなどを検討しており、今後、
３月末頃ま
でにサービ
ス内容をま
とめ、今夏
のパッケー
ジ商品に反
映させてい
く考えだ。
　また、４歳から12歳の子供が対象の

「キッズプログラム」に加えて、４月には
託児所「ミニ・キッズクラブ（仮称）」も
新設。ライセンスを有したスタッフが乳
幼児のケアを行うサービスを宿泊者には
無料で提供し、予約なしでも好きな時間
に利用できるようにする。

　従来から提供しているファミリー向け
サービスや施設も引き続き好評だ。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」はロイヤル
タワーの３階と４階に12室を用意。「シッ
キーウイング」と名付け、廊下にも楽し
い演出を施しているほか、PICグアム独
自の厳しい基準にPICらしい楽しさを加
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。
　「ファミリーデラックス」は16室に増
室。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な客室は、消費
者の関心も高く、高い稼働が続いている。
この４月からは、ホールセールでの販売
も開始される。
　「キッズクラブ」では従来通り、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。夜の部では、
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。
　通年で提供しているプログラムに加え
て、夏休みに合わせた夏季限定のキッズ

プログラムを今
夏も提供する。
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」、PICの

マスコットキャラクター「シッキー」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」など多
彩。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
可能だ。
　好評の子供向けのキッズギブアウェイ
についても、対象年齢をこれまでの２歳
〜12歳未満から、０歳〜12歳未満に拡大
することで、未就学児への取り組みを充
実させていく。内容は３ヶ月ごとに変わ
り、今年４月から６月は「ビーチボール」、
７月から９月は「シッキーウォッチ」、10
月から12月は「水鉄砲」がそれぞれプレゼ
ントされる。
　ロイヤルクラブ以上のカテゴリーの宿
泊している子供（０〜11歳）限定で進呈
している「キッズクーポンブック」も継

続。ブックには、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
ポンがまとめら
れており、それ
ぞれ対象となる
場所で利用する
ことが可能だ。
　カルチャーア
ク テ ィ ビ テ ィ
センター「グマ
チャモロ」も引き続き好評だ。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家族一緒に体
験できることからファミリーでの利用も
増えている。

中規模グループの受け入れ強化
2019年以降の修学旅行の回復に期待

　大型施設が充実していることから大型
グループの受け入れに定評のあるPICグ
アム。今年からは新たに大型団体だけで
なく25名以上の中規模グループの取り込
みも強化しており、バンケットでの特別
メニューの対応も始めた。
　また、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に
も引き続き注力していく。国際情勢の影
響で、最近のグアムへの修学旅行は減少
傾向にあるが、2019年については問い合
わせも増加していることから、再来年以
降の回復に大きな期待を寄せているとこ
ろだ。

　グループ向けプログラムでは、PICグ
アム・オリジナルの「ウォーターオリン
ピック」（要事前予約）が引き続き高い評
価を受けている。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もので、インセン
ティブなどでのチームビルディングプロ
グラムとして利用するグループは多い。
　このウォーターオリンピックを企画運 
営するのは専門部門スポーツ・エンター 
テイメント＆アクティビティ部（S.E.A.）。
オーガナイザーからのさまざまなリクエ
ストに応える態勢も整えている。PICグ
アムでは、これまでも要望に応えるかた
ちで、独自の仕掛けやアイデアを実現し
てきた実績があることから、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、500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」も用意している。こ
のほか、メインダイニングのレストラン

「スカイライト」は700名に収容人数を増
やしたことで、団体での利用がさらに便
利になっている。

ロイヤルクラブプレミアムで
ワンランク上の滞在
ウェディングやハネムーンにも
高い訴求力

　ハイエンド旅行者に対しては、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」を提案してい
る。全28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のほか、ミニ
バーにソフトドリ
ンク６本を用意。
また、ベッドサイ
ドにはマットを設
置 し、 子 供 用 ス
リッパや歯ブラシ
も提供する。さら
に、ハウスキーピ
ングの時間帯を午前と午後から選べるよ
うにし、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。バスルームは、シャワー
ルームとバスタブが独立しているため、
ゆったりと入浴することができるなどワ
ンランク上のリゾート滞在を楽しむこと
が可能だ。

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、ウェディングなど多様なマーケットで高い評価を受けてい
る。主力のファミリーマーケットでは、特に0歳から4歳の未就学児へのサービスや
プログラムを強化。さらに幅の広いファミリー層の取り組みに力を入れていく。加え
て、充実の施設や多彩なアクティビティを生かし、引き続きグループの受け入れにも
注力する。PICグアムの強みは、リゾートとしての高い総合力。柔軟な対応力でさま
ざまなマーケットニーズに応えている。

レストラン「スカイライト」

未就学児向けサービスをさらに充実

シッキーウイング

PICのマスコット「シッキー」

ビーチでカヤック競争

着席で1000名収容の「パシフィックパビリオン」

500名収容の「アンフィシアター」

好評の「ウォーターオリンピック」

シッキールーム

キッズクーポンブック（イメージ）

ロイヤルクラブプレミアムの客室

ロクシタンのアメニティ
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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

）験体化文ロモャチ （          

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
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Guam Mega Fam Tour Report

「グアム・メガ・ファム・ツアー」過去最大規模で開催
全国から387名が参加、安全・平和の常夏の島グアムをアピール

グアム・メガ・ファム・ツアー取材レポート

MICEの底力を示す
バラエティー豊かなベニュー

　今回のメガファムツアーでは、グアム
のMICEの受け入れ態勢の充実度を感じ
る内容となった。まず、トレードショー＆
ワークショップが開催されたのがデシュ
タニグアム リゾート。2016年にリゾート
内にオープンした大型のコンベンション
施設「グアム・コンベンションセンター」
で、音響やライティングなど、最新の施
設を駆使したセミナー＆トレードショー
を開催。トレードショーの後には、着席
のコース料理を提供した。同施設では、
カクテルスタイルで1000名強の対応がで
きるなど、グアムで大型宴会場を体験す
る貴重な機会となった。
　また、アウトリガー・グアム・ビーチ・
リゾートでは、プールサイドにて「プー
ルサイド パーティー」を実施。オープン
バーを設置するなど、参加者に、常夏の
島グアムならではの特別感を感じさせる
屋外パーティを演出した。

　さらに、今回視察に訪れたレオパレス
リゾートグアムは、最新のAV機器を取
り揃えた宴会場を完備。団体旅行のニー
ズに応える特別スクリーンや音響効果、
ライティングが披露された。
　なお、レオパレスリゾートグアムでは、
大規模なリノベーションを実施。2018年
４月より、名称を「レオパレスホテル」
と「フォーピークス」に変更、コンセプ
トの違う２つのホテルブランドを持つリ
ゾートとして新しく生まれ変わる。
　既に昨年４月に名称を変更した「レオ
パレスホテル」は、富裕層を迎えるメダ
リオンフロアとスマートラクジュアリー
をコンセプトとしたレギュラーフロアを
新設し、ラクジュアリーホテルとして展
開。メダリオンフロアの客室は、メダリ
オンルームとリビングスペースが付いた
エグゼクティブスイート、リビングダ
イニングエリアが付いたガバナースイー
ト、プレジデンシャルスイートの計４つ
のタイプ、レギュラーフロアは、プレミ
アルームと、リビングスペースが付いた
ラグジュアリールームの２つのタイプが
あり、2018年４月より順次改装オープン
する予定。メダリオンフロア滞在中は、メ
ダリオンラウンジへアクセスができる。
北ウィングと南ウィングをつなぐこの空

中ラウンジでは、目の前に広がるグアム
の緑と、その向こうに広がる海という大
自然の広大な景色を楽しめる。
　一方、コンドミニアム棟をメインとす
る「フォーピークス」は、「クエストタ
ワー（旧ラ・クエスタB）」、「レガシータ
ワー（旧ラ・クエスタC）」、「トレジャー
タワー（旧ラ・クエスタD）」、「ディスカ
バリータワー（旧ラ・クエスタE）」と、
４つのタワーにそれぞれの特徴を表す名
称を付けてアピールしていく。

スペイン広場で
屋外大型レセプション

　今回のメガファムツアー全参加者が集
結したのがグアム政府観光局主催の「ハ
ファ・デイ・ウェルカムレセプション」
だ。会場となったのは、グアムの首都
で、政治と経済の中心地ハガニア地区に
あるスペイン広場。かつてスペインの総
督邸があった場所で、邸宅跡地や、チョ
コレート・ハウス、聖母マリア大聖堂、
また近年オープンしたグアムミュージア
ムなど、タモンエリアとはまた違ったグ
アムの表情が伺える場所だ。
　敷地に一歩足を踏み入れると、チャモ
ロダンサーがウェルカムダンスで出迎
え、華やかな会場の雰囲気を一気に盛り
上げた。広場内にはチャモロ料理有名店
のケータリングによるビュッフェライン
とドリンクカウンターを設置。生バンド
による演奏や似顔絵ブース、ペインティ
ングブース、ヤシの葉編み体験ブース、
カラバオ（水牛）ライドなど、グアムなら
ではの文化体験ができる無料アクティビ
ティブースが設けられ、大型MICEの実
施例として、屋外での着席型パーティー
が披露された。

豊富なアクティビティ
グアムの海や山、そしてアカデミックな素材も

　ファムツアー期間中、参加者は、グア
ム島内の各アクティビティや観光スポッ
トを訪れ、視察を行った。なかでも、イ
ンスタグラマーは、現地で体験した模様
をすぐにSNSにアップし、リアルタイム
にその魅力を伝えたほか、各メディアが
取材した内容は、その後、テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌、オンラインメディアな
ど、多くの露出が図られ、安全・平和の
常夏の島グアムをアピールした。

　今回視察した「デデドの朝市」は、地
元で採れた新鮮な野菜やくだもの、捕れ
たての魚、またTシャツなどの衣料品が
並ぶグアムに暮らす人たちの朝市。2016
年より、グアム・ファーマーズ・コーポ
ラティブに場所を移し、毎週土日の早朝
から開催されている。観光客が多く集ま
るタモンエリアから少し離れ、グアムに
生活する人たちの日常が垣間見ることが
でき、歩いて見て回るだけでも飽きるこ
とはない。フードトラック（屋台）も出
ているので、地元の人たちに混じってこ
こで朝食を取るのもオススメだ。

　また、グアムの海の魅力を楽しめる
タートルツアーズの「イルカウォッチン
グ・アドベンチャー」は、グアムの野生
のイルカを間近で観察できるツアー。豪
華なサロンボートで大海原に繰り出し、
イルカを探す。ボートの曳き波でジャン
プをして遊ぶイルカたちの姿に癒やされ
ること間違いないなしだ。ボートの上か
らイルカを観察した後は、場所を移し停
泊。船から降りてシュノーケリングを楽
しんだり、濡れたくない場合は底釣りも
体験できる。

　グアムの山の自然の魅力を知ることが
できるのが、フロンティアツアー主催の

「ヘブンリーヒル（天国の丘）トレッキン
グ」。タモンエリアを出発して、車で約
１時間。グアム島最南端のメリッソ村か
ら、丘の上を目指して登っていく。背の高
い、草の中をかき分けながら進むと、目
の前に広がるのは広大な草原。爽やかな
風が吹き、乾いた大地を踏み進みながら
丘の頂上まで登りつめると、眼下には、
美しく輝く海と、その先にはココス島が

見渡せる。丘の上で食べる昼食のおにぎ
りの味はまた格別。ビーチのイメージが
強いグアムだが、グアムの新しい一面を
体験できる。
　グアムの古代チャモロ文化を体験でき
るのが、グアムで唯一、グアム伝統の
“チャモロダンス・ショー ”を鑑賞しなが
ら、BBQが楽しめるシェラトン・ラグー
ナ・グアム・リゾートホテルの「ベイサ
イド・バーベキュー」。背景にオーシャ
ンビューが広がるクリフサイドで、新鮮
な肉、野菜、シーフードをブッフェスタ
イルのBBQで楽しめる。また、グアムの
フィエスタ（お祭り）を再現したチャモロ
スタイルの料理もビュッフェラインに並
ぶ。グアム島内には、さまざまなBBQ
ショーがあるが、グアムの伝統的なチャ
モロダンスのみで構成されるショーは、
ここシェラトンだけだ。

　また、グアムで英語学習ができるの
が、ミクロネシアで唯一の総合大学「グ
アム大学」の「イングリッシュ・アドベ
ンチャー・プログラム」。１日から４週
間までのコースがある。現在でも年間約
7000人の学生が受講し、そのうち約4500
人が日本人だ。英語を学びながら、グア
ムの文化を学べるプログラムが特徴で、
それぞれのニーズに応じて、カスタマイ
ズできるので、修学旅行のプログラムの
ひとつに検討したい。

グアムビーチクリーンアップ活動実施
　日本グアム旅行業協会（JGTA）では、
グアム訪問者に美しいグアムを体験しても
らうため、グアムビーチクリーンアップ活
動を年に２回行っている。
　今回のメガファム開催期間中の12月２
日にも行われ、ファムツアー参加者にも活
動の参加を呼びかけた。朝６時30分にマタ
パンビーチに集合し、レジストレーション
をした後、イパオビーチパーク周辺まで、
ビーチ沿いのゴミを拾いながら歩くという
もので所要時間は１時間半～２時間。スケ
ジュールは、毎回約１ヶ月前に決まるので、
修学旅行や団体旅行も、タイミングが合え
ば参加できるとのこと。

グアム政府観光局（GVB）は、全国の旅行会社、メディア、インスタグラマーを対象
とした現地視察ツアー「グアム・メガ・ファム・ツアー」を昨年11月に開催。全国
から旅行会社スタッフ224名をはじめ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、オンライン
メディア、インスタグラマーの総勢387名が参加し、セミナーやワークショップ、
現地視察が行われた。今回のメガファム開催は、2017年に日本−グアム就航50周
年を迎えたことを記念すると同時に、北朝鮮によるグアムへの弾道ミサイル発射に関
する声明による旅行需要の減少を食い止めるため、「これまでと変わらない平和で美
しい島グアム」をアピールする意味を込めたもの。400名規模のファムツアーの開
催は、過去最大規模となった。

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾートの
「プールサイド　パーティー」

レオパレスリゾートグアムに登場した「プレミアルーム」

スペイン広場で大型レセプション

チャモロダンサーによるウェルカムダンス

グアムの日常生活が垣間見れる「デデドの朝市」

海のアクティビティの代表格「イルカウォッチング」

山の自然の魅力をトレッキングで体験

チャモロダンスのみで構成されるショー
「シェラトン・ベイサイド・バーベキュー」

セミナートレードショーが開催された「グアム・コンベンションセンター」
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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。2018年最新のショーを上演して
いる。
　新しいショーでは、マジック界におい
て最も権威のある賞の１つ「マーリン・
アワード」を受賞した世界最高峰のマジ
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。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が変わ
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、サラダに加
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。

マジック界最高峰「マーリン・アワード」受賞
2018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12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を用意。子供にも特
別な体験ができ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
プの運営ならではの、これまでのアイラ

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）

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。

　６歳未満の子供は無料のため子供連れ
のファミリーは、利用しやすい。
　2018年度からは、定休日が水曜日のみ
に。また、サンセットの時間に合わせ、
季節によってショーのスケジュールを調
整する。
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世界最高峰のマジシャン協会のマーリン賞受賞世界最高峰のマジシャン協会のマーリン賞受賞

（季節及びご宿泊のホテルによって異なります）
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世界最高峰のマジシャン協会のマーリン賞受賞世界最高峰のマジシャン協会のマーリン賞受賞

（季節及びご宿泊のホテルによって異なります）
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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、修学旅行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
　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の「BIG サンセッ
ト ディナー クルーズ」。50名以上の料金
で貸切が可能だ。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てお
り、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、ここから眺める夕日は実に美しい。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」BBQ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った。
　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



（13）（第３種郵便物認可） 2018年（平成30年）3月12日  増刊第2438号

Hot News 12018年上期最新情報

アガニアショッピングセ
ンターでは、毎月テーマ
に沿ったイベントを開
催します。3月は「チャ
モロマンス」。ローカル
アーティストによるデモ
ンストレーションや展示
が行われます。また4月
は「キッズマンス」。イー
スターや親子で楽しめる
イベントも開催します。
ショッピングやダイニン
グを楽しみながら、グア
ム現地のイベントをご体
験ください。

グアムの伝統や文化が
楽しめるイベントを毎週開催

グアム現地各社の「2018年上期最新情報①」
アガニアショッピングセンター

ABCにインスタ映えす
るビーチアイテムが揃い
ました。フルーツやピザ、
貝の浮具など、色鮮やか
なビーチグッズをABC
のツアー参加者は無料で
レンタルできます。また、
マーメイドコスチューム
のレンタルも開始。15
分10ドルで利用できま
す。水曜には、ABCから、
ナイトマーケットが開催
されるチャモロビレッジ
までお送りするサービス
も始めました。

インスタ映えするアイテムが登場

アルパン・ビーチ・クラブ（ABC）

トンネル式水槽の下で食事をする「ディナーアンダー・ザ・シー」で
は、利用者を一日限定20組とし、食前酒、水族館ツアー、水中パ
フォーマンスがプログラムに追加されます。バータイムの「海底ラウ
ンジ」は、今後は、団体客貸し切り、またイベント専用スペースに変
更し、代わりに水族館２階にマーメイドをコンセプトとしたバー「ス
プラッシュ」がオープンします。

夜部門となる「ナイトアクアリウム」を
グレードアップ

アンダーウォーターワールド

人気マリンスポーツが全
部揃ったOJC。小さいお
子様からお年寄りの方ま
で、家族みんなでマリン
スポーツを楽しめます。
マリンスポーツをしない
方でも、ビーチアクティ
ビティでゆっくりビーチ
で過ごすこともできま
す。今、大人気のスタン
ドアップパドルボードも
あり、南国バケーション
を満喫できます。

パノラマビーチで南国バケーション

オーシャンジェットクラブ

タロフォフォゴルフクラ
ブのアイランドグリーン
の５番ミドルホール、マ
ンギラオゴルフクラブ
の海越えホールの12番
ショートホールを体験い
ただける２ラウンドプラ
ンが大変人気です。また、
レンタカーをご利用で往
復無料送迎をご利用にな
らない場合、一人＄20
の商品券（プロショップ
または、レストランにて
ご利用可）を進呈してお
りお得です。

マンギラオ・タロフォフォ
2ラウンドプラン

オンワードマンギラオ・タロフォフォゴルフクラブ

グアムラバーズからグル
メコレクションが販売開
始。バナナやレッドベル
ベット、色とりどりのス
プリンクルをちりばめた
パンケーキミックス、マ
ンゴーやバナナのフレー
バーコーヒー豆、ドライ
フルーツなど、お洒落で
洗練された商品が評判で
す。JPスーパーストア、
ボンボヤージュ各店、
ニッコーアベニュー、恋
人岬ギフトショップなど
で取り扱っています。

南国の空気感を詰め込んだ
グルメコレクションが大好評！

グアムラバーズ

メイドイングアムのオブ
スタクルチャレンジ「K7 
KONQER Guam -城を
攻略せよ-」を2018年6
月16日にレオパレスリ
ゾートで開催します。今
年は滞在先ホテルのルー
ムキーを提示すると無料
でコースチャレンジに参
加できます。イベント中
はライブ音楽や子供が喜
ぶアクティビティ、フー
ドトラックに、ビアガー
デンなどアメリカンな
パーティも開催します。

４年目を迎えるオブスタクルコースを
今年も開催

KONQER Sports（コンカースポーツ）

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＆ショーが、日
曜日もオープンすること
になりました（水曜日の
み休演）。また 4月21日
に開催されるAKB48グ
ループ選抜 スペシャル
ライブin GUAMは「ザ・
ビーチ」で行われます。

好評につき日曜日もオープン
（水曜日のみ休演）

「ザ・ビーチ」BBQディナー＆ショー

サンドキャッスル・グアムのマジシャン クリス＆ライアン・ズーブ
リックが、世界最高峰のマジシャン協会「International Magicians 
Society」より、「ベストファミリーマジックショー」の部門でマジック
界のオスカー賞とも呼ばれるマーリン賞を2018年1月に受賞しまし
た。サンドキャッスルでは、この二人の最新のマジックが楽しめます。

世界最高峰のマジシャン協会の
マーリン賞を受賞

サンドキャッスル・ディナーシアター

タートルツアーの５つの
ツアーは、グアムの自然
と文化が触れ合えるもの
ばかり。何度来ても、毎回
違うグアムの自然の表情
に出会えます。「バレーオ
ブラッテアドベンチャー
パーク」では、グアムの陸
地の自然をご案内。チャ
モロの生活様式の鑑賞
や、アクティビティ体験
など、グアムの古代文化
を知ることができます。

「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

ハーツレンタカーでは、人気車種「ムスタング」の新車が入りました。
また車両保険込みのムスタングスペシャル料金も設定しております。
そのほかにもに新車が続々入荷。詳しくは、現地カウンターでお尋ね
ください。

ムスタングの新車入りました!

ハーツレンタカー

グアムの独立系ランドオ
ペレーター「パシフィッ
ク・アイランド・ホリデー
ズ」では、Tギャラリア 
by DFS内のカウンター
に加え、空港にも新たに
ツアーデスクを設け、利
便性がアップしました。
また、タートルツアーの
豊富なバスを利用して、
各種送迎をはじめ、サイ
ズや用途など、さまざま
な需要にあったバスを手
配します。

空港内に新たにツアーデスク設置

パシフィック・アイランド・ホリデーズ

2018年４月１日より
両ホテルからのタモン
エリア、ショッピング
センターへのアクセス
が便利になります。ま
た、2017年10月 よ り
ショッピングモールシャ
トルがアガニアショッピ
ングセンターへの停車を
開始しました。 お買い物
や近隣観光スポットへの
移動など更に行動範囲が
広がります。

タモンシャトル路線、オンワードホテル、
シェラトンホテルへの停車復活

ラムラムツアーズ＆トランスポーテーション

グアム・タモン湾「ルース・デ・アモール チャペル」併設の邸宅風バ
ンケット「テ・キエロ」が、2018年9月1日（土）にリニューアルオー
プンします。海をバックにしたサプライズ入場やシェフのパフォーマ
ンス付メニュー、フォトジェニックなくつろぎスポットが登場します。

ゲストと一体感のある
ウェディングパーティが叶う会場へ！

ワタベウエディング　グアム

　マーケットの回復を目指すグアムの日本人
需要。「グアムはこれまでと変わらず、平和で
安全。引き続き日本からの送客を待っていま
す」という、グアム現地からの強いメッセー
ジを伝えるべく、旅行会社に伝えたい2018年
上期最新情報について、各担当者を対象にア
ンケートを実施した。

※掲載は2018年２月19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。
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2017年 よ り「 ウ ェ ス
ティンファミリー」とし
て5種類のキッズプログ
ラムをスタート。プログ
ラム内容に合わせて異文
化交流も体験できると大
変好評です。また、夜
10時までのナイトプー
ルは大人も子供も日焼け
の心配無し。今年春には

「キッズルーム」もオープ
ン予定。大人同士、ファミ
リー、三世代等のあらゆ
るご旅行にお勧めです。

ファミリー向けサービス好評営業中！

グアム現地各社の「2018年上期最新情報②」
ウェスティンリゾート・グアム

タワー棟のエグゼクティ
ブルームがリニューア
ル。落ち着いた雰囲気
の客室と、オーシャン
ビューバスで贅沢なリ
ゾートステイを満喫でき
ます。エグゼクティブ
ルームのみの専用特典も
あり、チェックイン時か
らチェックアウト時ま
で、行き届いたサービス
でお客様をおもてなしい
たします。

タワー棟の「エグゼクティブルーム」を
リニューアル

オンワードビーチリゾート

デ ラ ッ ク ス ツ イ ン、 デ
ラックスキングルームに
続きスタンダードルーム
も全室リノベーションが
終わり、今までよりも客
室 で の 滞 在 が、 快 適 に
過ごせるようになりまし
た。ビジネスセンターや
フィットネスセンターも
充実し、2018年4月より
グアムプラザリゾート＆
スパに宿泊されているお
客様は宿泊期間中のター
ザウォーターパークのご
利用が無料となります。

客室全室リノベーション完了

グアムプラザ リゾート＆スパ

グアムリーフ&オリーブ
スパリゾートでは、ビー
チタワー最上階に位置す
るトップオブザリーフに
て、タモン湾を一望する
絶景ランチを開始致しま
した。お子様メニューも
取り揃えており、ファミ
リーをはじめ、カップル、
ご友人同士など幅広いお
客様にお楽しみ頂けま
す。グアムの新しい絶景
ランチスポットとして、
是非お客様へご提案下さ
い。

トップオブザリーフでの絶景ランチ

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 
1時間のカクテルパー
ティーをご提供しており
ます。また、スイートを
85室所有するシェラト
ンでは、グループ向けに
最大40部屋スイートの
ご提供が可能です。また
グループステイプランの
みにクラブラウンジアク
セスもお付けしておりま
す。

ディナー前の1時間無料カクテルアワー &
グループスイートステイプラン

シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート

グアム唯一の本格的ヴィラ「アズール」のパーティー利用が大好評で
す。また今年２月より、新アクティビティーとして、プールでのエク
ササイズに「アクアフィット」と「アクアタヒチアン」が加わり、子
供向けには、折り紙、スライム、クッキーデコレーションを日替わり
で実施します。ロビー階に位置するカフェ「デュシットグルメ」は24
時間営業となり、いつでも利用できる便利なデリに一新しました。

ホテル内で楽しめる
新アクティビティスタート

デュシタニ グアム リゾート

ハイアット リージェン
シー グアムは本年10月
1日に25周年を迎える
こととなりました。開業
以来、皆様の力強いご支
援の賜物と、暑く感謝申
し上げますとともに25
周年を記念いたしました
キャンペーンをご提案さ
せて頂きます。詳しくは
各ランドオペレーター様
にお問い合わせ下さい。

今年10月1日に開業25周年

ハイアット リージェンシー グアム

ホテル内の老舗レストラ
ン「マンハッタンステー
キハウス」は昨年創業
30周年。ツーリスト、
地元の方達に愛され続け
ています。重厚な造りの
ウェイティングバーと共
に特別な日のお食事にも
お薦めです。また、日替わ
りでテーマが変わる「パ
シフイックスターカフェ」
のランチビュッフェも人
気です。特に水曜日の飲
茶と金曜日のインド料理
は事前予約が必須です。

タモン湾のオンザビーチに建つ
リーズナブルで食も充実の施設

パシフイックスターリゾート＆スパ

PICグアムでは、2018年
４月より未就学児を持つ
ファミリー向けのサービス
を充実します。１歳から３
歳までの乳幼児のケアを行
う託児施設「リトル・キッ
ズクラブ」を新設するのを
はじめ、ベビーカー、ベビー
ベッドやベッドガードの貸
し出し、レストラン「スカ
イライト」での食事無料、砂
遊びセットのプレゼントな
ど、 特典を順次拡大してい
きます。

2018年は未就学児向けサービスを強化

PICグアム

お馴染みになったヒルト
ングアム内のレストラン

「フィッシャーマンズ・
コーブ」に、2018年4
月よりテイクアウトがで
きる「フィッシャーマン
ズ･エクスプレス」がオー
プン。ボストンスタイル
のサンドイッチを是非お
試しください。

2018年4月にオープン予定
「フィッシャーマンズ・エクスプレス」

ヒルトングアム・リゾート＆スパ

2017 年11月 よ り、
フィエスタリゾート グ
アム全客室に新アメニ
ティーとして「handyス
マートフォン」が導入さ
れました。各部屋に1台
ずつ設置されており持ち
出し自由。島内電話はも
ちろん日本への国際電話
も全て無料。島内でのモ
バイルデータ通信も一切
無料で無制限。テザリン
グまでできるグアム最新
のサービスです。

グアム初の新アメニティー
「handyスマートフォン」登場！

フィエスタリゾート グアム

4月から、スタンダードカ
テゴリーが３つのカテゴ
リーに変わります。さらに
４階にはベッドが３つ入っ
たトリプルルームが再登
場。また、ロビーフロアに
位置するプレミアラウンジ
がグレードアップし、朝食
の時間帯にスパークリング
ワインが飲めたり、目の前
で作る出来立ての「オムレ
ツ」などを提供。金曜・土
曜のカクテルタイムには生
演奏のエンターテイメント
も楽しめます。

スタンダードカテゴリーが3つに。
プレミアラウンジがグレードアップ

ホテル・ニッコー・グアム

ホリディリゾートグアム
の5階に新しくオープン
した「ロイヤルタイス
パ」。伝統的なタイスタイ
ルのマッサージの他に、
ヒーリングストーンマッ
サージ、スウェディッ
シュマッサージ、ボディ
スクラブ＆マッサージ
等、豊富なメニューをご
用意しております。極上
の寛ぎのひとときをお過
ごし頂けます。

ホリディリゾートグアムのスパが
新しくオープン

ホリディリゾートグアム

５棟の宿泊施設と36ホー
ルのゴルフコースを持つレ
オパレスリゾートグアム
が「レオパレスホテル」と

「フォーピークス」という２
つの異なるコンセプトのブ
ランドを持つ総合リゾート
として生まれ変わります。

「レオパレスホテル」は全客
室の改装が行われ、「フォー
ピークス」は、4つのタワー
の特色に合わせたカラーと
ネーミングとなり、滞在ス
タイルに合わせて選択して
いただけます。

２つのブランドを持つ総合リゾートへ

レオパレスリゾート グアム

アウトリガー・グアム・
ビーチ・リゾートでは、
24時間営業しているロ
ビーエリアのカフェ「ザ・
グラインド」をこの3月
に場所を少し移動し、新
しくリニューアルしま
す。24時間営業のため、
深夜の到着や早朝のオプ
ショナルツアーに出発の
お客様など、サンドイッ
チやコーヒー、ペスト
リーなどのご購入にとて
も便利です。

ロビーエリアの「ザ・グラインド」
リニューアル

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート
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Hotel Nikko Guam

4月からの客室カテゴリー変更と共に
サービス内容も一段とグレードアップ

ホテル・ニッコー・グアム

グアムを代表する日系ブランドとして知
られるホテル・ニッコー・グアム。いよい
よ4月から客室カテゴリーの変更を実施
し、これまで以上にきめ細かく宿泊ニー
ズに対応できる選択肢を用意する。同時
にサービスの拡充を図り、グアム滞在の
満足度向上に努める。

魅力は全460室オーシャンフロント

　ホテル・ニッコー・グアムは、タモン
湾に面する全460室のホテルで、全客室
から太平洋の絶景を望めるグアム唯一の
ホテル。それを可能にしているのが、海
に向け鶴が翼を広げたような外観と曲面
を多用したデザインだ。建物の各部が海
に向かって絶妙な角度を保つよう設計さ
れ、全客室が眺望抜群のオーシャンフロ
ントとなっている。
　客室は、スタンダードタイプと、より
広々としたスイートタイプに分けられ
る。さらに各客室タイプは客室カテゴ
リーによって細分化されている。
　スイートタイプの客室の場合は「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おり、４月
以降もこの４カテゴリーに変更はない。

スタンダード客室が３カテゴリーに

　一方、４月からカテゴリー変更となる
のがスタンダードタイプの客室だ。これ
までは「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カテゴリーだったが、新たにカテゴ
リーを増やし３カテゴリーになる。
　新設されるのは「オーシャンフロント・
デラックス」カテゴリーでスーペリアと
プレミアの中間のグレードとなる。スタ
ンダードタイプの中で、プレミアまでは
望まないがワンランク上の滞在を楽しみ
たい旅行者のためのカテゴリーだ。
　変更と同時に各カテゴリーの違いが分
かりやすいよう名称も「オーシャンフロ
ント」（旧オーシャンフロント・スーペ
リア）、「オーシャンフロント・デラック
ス」（新設カテゴリー）、「オーシャンフロ
ント・プレミア」（スタンダードタイプの
最上級グレード）に改める。
　３カテゴリーの基本的な違いは階層
で、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。

プレミアラウンジの朝食に注目

　客室カテゴリー変更に伴い、スタン
ダードタイプの中でプレミアラウンジが

使えるプレミアカテゴリーの客室数が約
200室から半減。同ラウンジを使用でき
るのは、スイートタイプの客室以外では
「オーシャンフロント・プレミア」の宿泊
客だけであり、プレミアカテゴリーの客
室減少により、ラウンジはより限定され
た宿泊客の特典となる。
　こうした変化に合わせて、プレミアラ
ウンジのサービスもグレードアップされ
る。同ラウンジでは朝食（コンチネンタ
ルブレックファースト）、ティータイムの
サービス、カクテルタイムのサービス、
アフター・ディナータイムのサービスが
提供されているが、いずれのサービスも
内容を向上する。たとえば朝食時間帯の
うち８時～10時には、スパークリングワ
インが飲めるサービスが新たにスタート
する。このほかオムレツステーションを
新設し、好きな具材を選び目の前で専属
シェフに調理してもらえるようになる。
　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。

キッズミールフリーパスも提供

　３月下旬の日本航空（JL）の増便に合
わせたサービス強化も図る。JL便を利
用したパッケージツアー客を対象とした
「チェックアウト・ラウンジ・サービス」
もその一つ。サービス対象の宿泊客は、
チェックアウト後に空港行きバスが出発
するまで、プレミアラウンジを利用でき
る。
　また信頼感・安心感が高いJLの増便に
より、子供連れでも安心してグアム旅行

を楽しむファミリー旅行者の増加が見込
まれる。このためホテル・ニッコー・グ
アムではファミリー旅行者向けのサービ
スを強化する。
　具体的には、トリプルルームの復活と
マゼランブッフェで使えるキッズミール
フリーパスの提供だ。正規ベッド３台の
トリプルルームを、ファミリー旅行者向
けに４月より販売開始。トリプルルーム
利用のファミリー客に対し、子供（４歳
～11歳）の人数分のキッズミールフリー
パスを添い寝の子供も含めて提供する。
パスを利用すれば、インターナショナル
ブッフェ「マゼラン」
で朝食、ランチ、
ディナーを食べられ
る。たとえば家族４
人旅行で、子供２人
の場合、マゼランで
朝食、ランチ、ディ
ナーを取るには子供２人分で１日90ドル
程度（時間帯により異なる）が必要となる
が、キッズミールフリーパスを利用すれ
ば、この分の出費が不要になる大変お得
なクーポンだ。キッズミールフリーパス
は、新設のオーシャンフロント・デラッ
クスカテゴリーで朝食付きコースを申し
込みの場合にも提供される。

全客室がオーシャンフロント

ファミリー向けのサービスを強化

4月より販売開始するトリプルルーム
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Alupang Beach Club (ABC)

FITから団体旅行まで、グアムにきたらABCにおまかせ
2018年より新サービスが続々登場！

アルパンビーチクラブ（ABC）

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、グアムNo.1のベス
トバリューで提供しているアルパンビー
チクラブ（ABC）。1987年の創業以来、
安心して送客できる受け入れ態勢に定評
があり、個人から団体まで多くのリピー
ターに支持されている。2018年より新
しいサービスが続々登場。早くも話題を
呼んでいる。

タモンエリアからわずか10分
全パッケージに
「スーパービーチリゾート」をセット

　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。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）。
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
富なアクティビティパッケージを用意し
ている。

　ABCでは、すべてのパッケージに、
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、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の全てが利用でき
る「スーパービーチリゾート」が含まれ
る。さらにブッフェ形式の食べ放題ラン
チも含まれており、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。

いつでもグアムの海の魅力を満喫
団体旅行の旅程も組みやすい

　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。またABCと主
要ホテルの間に無料送迎バスを頻繁に運
行しているため、滞在中の都合に合わせ
て、限られた時間を効率よく活用できる
ので、団体旅行にも利用しやすい。

インスタ映え間違いなし！
新ビーチアイテムを無料レンタル

　ABCでは、フルーツやピザ、虹の浮具、
貝の浮具など、色鮮やかなビーチグッズ
の無料レンタルを開始した。これらアイ
テムはビーチに取り揃えられているの
で、ツアー参加者は自由に使用すること
ができる。また、浮き輪、ジャンボフラ
ワー、バルーン、パレオなども、無料で
借りることができる。
　ビーチパラソルやココナッツツリー
も、グアムの青い海と空にインスタ映え

間違いなし。
素敵なグアム
の思い出を作
ることができ
る。

話題のマーメイドコスチューム
レンタル開始

　ABCのツアー参加者を対象に、誰でも
すぐに人魚になれると、若い女性たちの
間で話題のマーメイドコスチュームのレ
ンタルを開始した。子供用（6才、8才、
12才）、大人
用のサイズ
を揃えてお
り、レンタ
ル料は15分
あたり10ド
ル。友だち
や親子でも
マーメイド
にチャレンジすることができる。またコ
スチュームをレンタルしている間は、自
由に写真撮影が可能だ。

水曜夜にはABCからナイトマーケットへ
チャモロビレッジへ送るサービスを開始

　毎週水曜日の夜にチャモロビレッジで
開催される「ナイトマーケット」。たく
さんの屋台が出店し、グアムの工芸品や
ローカルフードが楽しめるなど、水曜日
にグアムに滞在するならぜひ立ち寄りた
いポイントのひとつだ。ABCでは、ツ
アーが終了したあと、リクエストに応じ
て、ナイトマーケットの会場まで送る
サービスを開始した。水曜日にグアムに
滞在するなら、ABCで１日たっぷり遊ん
で、夜にはチャモロビレッジへ訪問すれ
ば、グアムの海、自然、文化の魅力をま
るごと体験できる。

SUPレッスンが大人気
スーパービーチリゾートで体験

　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、追加料金なく無料で体験できる。

さらに、保有
台数が多いの
で、グループ
には教室の開
催も可能。ひ
と味違ったグ
ループ向けプ
ランの提案が
できる。

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

企業で海外ボランティアに参加
「ボランツーリズム」
　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、海外でのボランティア
体験ができる。参加者には、もれなく「ボランツー
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）で、
ABCの各パッケー
ジに追加して参加
が可能だ。
　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
験の受け入れも実施。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実際に体験する
ことができる。海外での職場体験ができる貴重な機
会として、生徒や先生からの評判が高い。

　ABCのウェブサイトでは、各種ア
クティビティの動画を掲載しているほ
か、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

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。

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、グアムで唯一、安
全性の高い二人乗りベンチ型シートを採
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
インだ。「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。グ
アム最大級のコースを走行できる。
　また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。ビーチには常時14〜20名のスタッ
フが監視し、利用者の安全を見守ってい
る。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。
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Guam Event Calendar / Chamorro Dance Academy

マーケットの需要創出に
イベントを活用

グアムイベントカレンダー／チャモロダンスアカデミー

日付 イベント名 会場

4月
8日 ユナイテッド・グアムマラソン2018* ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク
13～15日 スモーキン・ホイールズ グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
20～22日 タロフォフォ バナナフェスティバル イパン ビーチパーク

5月

4～6日 グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア* ハガニア地区　チャモロビレッジ
25～27日 第12回アガット・マンゴーフェスティバル アガット村　コミュニティセンター
29～6月3日 キングス グアム フューチャーズ テニストーナメント 後日決定
後日決定 2018 ココスクロッシング メリッソ村桟橋

7月 7日 プレジャーアイランド グアム BBQ ブロック パーティ * タモン地区　プレジャーアイランド

9月
30日 トレンチ チャレンジ グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
後日決定 国際映画祭（GIFF） 後日決定

10月 後日決定 レオパレス・カップ レオパレスリゾート グアム

12月

1日 ココキッズ ファン ラン* ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク
2日 グアム ココハーフマラソン 10K 5K* ハガニア地区　チャモロビレッジ
1～2日 第25回準硬式フレンドシップ野球トーナメント レオパレスリゾート グアム　野球場
9日 ツアー・オブ・グアム グアム中部・南部

＊グアム政府観光局主催・協賛「シグネチャーイベント」　イベント情報は予告なく変更する場合があります。

イベント カレンダー（2018年4月以降）

一年中比較的安定した気候が続く常夏の島グアムでは、年間を通じて各種イベントが
開催されている。グアム政府観光局では、イベントを軸とした集客を図るため、観光
局が主催、共催するイベントを「シグネチャーイベント」としてアピールし、需要促
進を図っている。2018年上期以降の主なイベントを紹介したい。

ミクロネシアの島々に息づく豊かな文化
や伝統を紹介する文化イベント。木彫
り、鍛冶、伝統的な航海技術、装飾品作
り、織物などの伝統的な技を極めた職人
たちによる実演、伝統舞踊や民族音楽の
公演、おいしい郷土料理の数々を販売す
る屋台などが出店する。

グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
2018年5月4～6日 ハガニア地区　チャモロビレッジ

グアム最大規模の国際マラソン大会。フ
ルマラソン、ハーフマラソン、10km、5km
の部門がある。すべての部門もスタート
とゴールがガバナー ジョセフ フローレ
ス メモリアル パーク前のパレ サン ビ
トレス通りになるようコースが設定され
ている。

ユナイテッド・グアムマラソン2018
2018年4月8日 ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク 

グアムを代表するバーベキューシェフが
集まり、自慢の食材をその場で焼いて販
売するBBQイベント。地元ミュージシャ
ンの生演奏、メイドイングアムの商品を
販売する屋台、島の伝統舞踊、伝統工芸
の実演なども楽しめる。

プレジャーアイランド グアム BBQ ブロック パーティ
2018年7月7日 タモン地区　プレジャーアイランド

子供が主役のランニングイベント。４歳
～13歳の子どもたちが、年齢別に１km、
２km、３kmのコースに分かれて走る。
参戦したランナー全員に記念のTシャツ
をプレゼント。レース後は、コスチュー
ムコンテスト、キッズカーニバルなどの
イベントが企画されている。

ココキッズ ファン ラン
2018年12月1日 ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク 

グアム政府観光局主催のハーフマラソ
ン。ハーフマラソン、10Kラン/ウォー
ク、５Kラン／ウォークが同時に開催さ
れるユニークなレース。グアムの美しい
景色のなかで、楽しく走ることができる。

グアム ココハーフマラソン 10K 5K
2018年12月2日 ハガニア地区　チャモロビレッジ

グアムシグネチャーイベント

ウェブサイトでは、その他のイベントや最新情報も掲載されている。http://www.visitguam.jp/event/

【開催日時／会場】

〈初心者クラス〉

2月24日（土）　終了
4月21日（土）10:00〜15:00　
場所：新宿村スタジオ WEST B202
7月28日（土）10:00〜15:00　
場所：未定（東京）  

〈経験者クラス〉

2月25日（日）　終了
4月22日（日）10:00〜15:00
場所：新宿村スタジオ WEST B202
7月29日（日）10:00〜15:00
場所：未定（東京）
9月23日（日）10:00〜17:00予定
　場所：東京ビッグサイト

　グアムの伝統文化を代表する踊り
「チャモロダンス」。グアム政府観光局で
は、チャモロダンスの日本での普及のた
め、2009年よりグアムチャモロダンスア
カデミーを開催している。講師にチャモ
ロダンスの権威フランシスコ B.ラボン氏
を現地より迎え、本格的な指導が行われ
る同アカデミー。９年目を迎える今年は
初心者中心の土曜日と、リピーター向け
の日曜日に開催。９月のツーリズム
EXPOジャパンのステージ発表に向けて
技をみがく。

【発表会】
9月23日（日）に東京ビッグサイトで開催される「ツー
リズムEXPOジャパン」会場ステージで、発表会を開催

【会場】
新宿村スタジオ（東京都新宿区北新宿2-1-2）
東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

【講師】
フランシスコ B.ラボン

（Mr. Francisco B. Rabon）
チャモロダンスマスターの称号を持ち、チャモロダン
スの復興と存続に対する貢献で数々の受賞暦を持つ、
チャモロダンスの権威。グアム在住。

【参加費】
1名1日￥3,000（学生料金 ¥2,000）
※昼食代含まず

【内容】
ダンスマスターとアシスタントたちが生演奏で指導。
参加者には歌詞やステップ解説を配布。練習用グアム
パレオ貸与。音源も販売している。

【申込み・詳細】
http://www.visitguam.jp/academy/を確認のこと

チャモロダンスの魅力は？
古代チャモロダンスは火を使わず、若い戦
士の踊りや、漁師の踊り、人魚伝説の踊りな
ど、新しい生命や実り、収穫、自然などを
テーマにした生命感に満ちたダンス。基本
ステップはフラとほぼ同じで、フラを踊る
ことができればすぐに楽しく踊れる。ヨー
ロッパのエッセンスが入ったスペイン風の
踊りは、リズム感にあふれていて魅力的。 
テーマも恋愛やグアムの美しさなど、明る
くラテン的な雰囲気に満ちている。

グアム チャモロ ダンス アカデミー 2018 開催
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Dusit Thani Guam Resort

グアムのラグジュアリーを担う唯一無二のホテルへ
ニーズに応えたプランや施設の改装で随所に工夫

デュシタニ グアム リゾート

デュシタニ グアム リゾートは、タイの
ホスピタリティが随所に感じられるタイ
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。今
年６月で開業３周年を迎え、施設もサー
ビスも日々進化中だ。客室やレストラ
ン、そして大型コンベンションセンター
と、施設のすべてが旅行者にもローカル
にも親しまれている同リゾートの最新情
報を紹介する。

最高級カテゴリーの人気が急上昇

　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、その北側を海に
接している。まさに海の間際に建ってい
るため、客室の大多数がオーシャンフロ
ントだ。
　最も数の多いカテゴリーは「デラック
スオーシャンフロント」。MICEの大型
グループでもスタンダードがこのカテゴ
リーとなるため、利用者の満足度は主催
者の期待以上に高いものとなっている。
デラックスオーシャンフロントは全143
室で、各室とも43㎡の広々とした造り。
タイ様式を取り入れたモダンな部屋は落
ち着いた雰囲気で、大きな窓からは真っ
青な空と海を見渡すことができる。

　近年、急速に利用が伸びているのは、
デュシタニスイートと最高級カテゴリー
となるグアム唯一の本格的なヴィラだ。
最上階に位置するデュシタニスイートは
153㎡の２ベッドルーム。広々としたリ
ビングもあり、３世代ファミリーや小グ
ループの利用が多い。クラブラウンジの
利用もできるため、その利用価値は高い。
　５室ある１ベッドルームヴィラの広さ
は、173～249㎡。部屋の広さに加えてプ
ライベートテラスがあり、もちろんクラ
ブラウンジの利用も可能だ。グアムでこ
のレベルのヴィラを持っているのは同ホ
テルだけで、パッケージツアーやMICE
グループに提供すれば商品の価値を底上
げすることができる。
　特筆すべきは３ベッドルームのヴィラ
アズールだ。ホテル棟よりぐっと海に突
き出た造りになっているため、視界を遮
るものがない開放的な空間はまるで海に
浮かんでいるかのよう。880㎡の広さには
テラスやプール、BBQカウンター、室内
には本格的なキッチンもあり、25～45名
のパーティールームに最適だ。日本人は
ウエディングセレモニーやパーティー、
二次会などに利用するケースが多く、
ローカル企業も新作発表会などによく利
用するという。小規模のMICEグループ
にも適しており、つい最近はヴィラのゲ
ストが自らプライベート花火を打ち上げ
る演出を行った。

ニーズに合わせた
新サービスや改装

　今年の２月からは宿泊者向けの新しい
アクティビティーをスタートさせた。こ
れまで大人向けに週数回ヨガを行ってい
たが、これに加えプールでのエクササイ
ズとしてアクアフィットとアクアタヒチ
アンを追加。日替わりで実施し、毎日何
らかのプログラムに参加できるようにし
た。

　子供向けには
折り紙、スライ
ム、クッキーデ
コレーションを
日 替 わ り で 実
施。誰でも気軽
に参加できるよ
う、場所はあえてロビーとキッズクラブ
で行っている。お客の反応を見ながら、
今後もプログラムは随時変更していく予
定だ。
　また、このほどロビー階に位置するカ
フェ「デュシットグルメ」のコンセプトを
変更した。これまではコーヒーやスムー
ジー、軽食などが楽しめるカフェで、持
ち帰りも可能としていたが、多くの人が
行き交うロビーでより気軽に利用しても

らえるよう、グラブ＆ゴー（掴んでその
まま行く）を新コンセプトに据えた。そ
のためショーケースを取り替え、サンド
イッチや寿司、スイーツなどを手に取り、
さっと会計できるスタイルにしている。
３月１日からは24時間営業に切り替えて
おり、いつでも利用できる便利なデリと
なった。

　なお、最上階のクラブラウンジには、
新たに現在、簡易スシバーを設置。クラ
ブラウンジのデラックスな雰囲気はその
ままに、ユニークな演出としてカクテル
アワーに提供している。
　また、今年のバレンタインデーには、
プールサイドの個室カバナで特別ディ
ナーを提供。14日を含む６日間、１日３
組限定にもかかわらず好評で、今後もさ
まざまな企画を立てていく予定だ。

大型から小規模まで
MICEの定番に

　2015年９月に登場して以来、グアムの
MICEに大きな変革をもたらしたグアム・
コンベンション・センター。1000名以上
の大型グループを受け入れられるキャパ
シティや最新技術を駆使した設備、最高
級のフード＆ビバレッジなど、そのクオ
リティが高く評価されている。
　例えば、グアム政府観光局（GVB）によ
る「メガファムツアー」や「ハファダイ・
グアム・スタディ・ツアー」の開催も、
商談会やディナー会場は同コンベンショ
ンセンターで実施。300名規模でもゆとり
のある会場を提供でき、トレードショー
の後は着席のコース料理を提供すること
で、参加者にラグジュアリーなグアムを
印象付けている。
　500名、800名といった規模のグループ
も受け入れており、リピートする企業も
多い。大きな規模のグループが注目され
がちだが、数十名という小規模のグルー
プにも柔軟に対応している。サロンやリ
ビングルームといったラグシュアリーな
スペースは、ビジネスミーティングやラ
ンチに最適。プールサイドの「タシ グリ
ル」やヴィラアズールもお勧めで、目の
前に広大な海を臨む開放的なパーティー
の演出が好評だ。

　広大な客室でもあり、コンパクトな
パーティールームでもあるヴィラアズー
ルは、これまでのグアムには無かったタ
イプのベニューで、アイデアによってさ
まざまな使い方ができる。年末年始には
GVBや他施設が主催する花火を特等席
で臨める絶好の場所となることも見逃せ
ない。

スパ施設が
ツアーのスペシャリティーに

　デュシタニ グアム リゾートを特徴づ
ける施設として、「テラワン スパ」も外
せない。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、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。
　タイ人を中心とするセラピストは、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、バ
ス３種類、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
の後もここでゆったりとした時間を過ご
すのがお勧めだ。

　これまで女性に訴求するパッケージ商
品には、スパでのマッサージやトリート
メントを組み込むケースが人気を集め
た。しかし、デュシタニではハイドロサー
マルセラピー施設への関心が高く、パッ
ケージツアーに施設利用を組み入れる旅
行会社も出てきたという。旅行者だけで
なく、MICE参加者のリラクゼーション
タイムに同施設をアピールするのもイン
センティブとして効果的だろう。

第2回チャリティゴルフを開催
　4月21日、デュシタニ グアム リゾー
トでは２回目となるゴルフトーナメント

「デュシット・スマイル・ゴルフ・チャ
ンピオンシップ」を開催する。デュシッ
ト・スマイルとは、デュシットインター
ナショナルのCSR（企業の社会的責任）
活動の一環。タイの口唇口蓋裂や口蓋裂
の子供たちを支援するオペレーションス
マイルタイランド（OST）に寄付を行う
など、精力的な活動を行っている。デュ
シタニ グアム リゾートでもこうした動
きを受け、2016年９月にローカルドク
ターとパートナーシップを締結。ゴルフ
トーナメントの収入のすべてをグアムの
子供たちに役立てている。
　ゴルフトーナメントに参加するのは主
に地元グアムの企業なので、地域のコ
ミュニティと相互に貢献する活動として
も評価が高い。ゴルフの後はボールルー
ムで表彰式が行われ、フリードリンクと
極上のディナーを提供するのも恒例と
なっている。

ロビー階のデュシタニグルメ

デラックスオーシャンフロント

ヴィラアズールのリビングルーム

子供向けの折り紙教室

コンセプトを一新して使いやすく

カバナを利用した特別ディナー

プールでのエクササイズがスタート

ヴィラアズールを利用したパーティー 最上階のクラブラウンジ

グアム・コンベンション・センター

テラワン スパのハイドロサーマルセラピー施設
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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

暖かなパラダイスと優雅なホスピタリティーの出会う場所


