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ワンランク上のラグジュアリーな滞在とMICE
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航空座席供給数推移（GVB調べ）

日本人訪問者数推移（GVB調べ）

現地での消費金額（GVB調べ）

大幅に増加する可能性のある航空座席と
夏場の販売が2020年の鍵となる
　2019年に日本からグアムを訪れた旅行
者は、前年比21.6％増の68万4802人だっ
た。グアムの会計年度である2019年度

（2018年10月〜2019年9月：FY2019）でも
前年度比25.4％増の66万4784人と、いず
れも前年実績を大きく上回る結果となっ
た。FY2020に入っても前年を大きく上回
る月が多く、10月と11月はいずれも14％
台の高い伸び率となっている。
　旅行者数増加の背景には、航空座席数
の増加がある。定期便とチャーター便を
合わせた座席数は、FY2018には71万9828
席だったが、FY2019では86万2236席と
大きく回復した。2014年終盤から運休や
減便が相次いだことで旅行者も減少して
いったが、GVBが進めてきた航空座席を
増やすための実効性の高い施策が実を結
び始めている。
　2020年も座席数に関しては、ポジティ
ブな要素が多い。まず、日本航空（JAL）
がグアム線で使用している機材を現行の
ボーイング777型機のまま９月まで継続
することを決定した。さらに7月1日から
2021年3月27日まで、199席のボーイング
767型機によるダブルデイリーとなるこ

各マーケット毎にキャンペーンを積極展開
海外旅行市場でのシェア拡大を目指す

とが決定している。JAL便だけで、座席
数は前年比29％増の13万席以上となるた
め、旅行需要を後押しする大きな要因と
なりそうだ。
　今年１月初旬の予測では、定期便と
チャーター便を合わせた2020年の総座席
数は、92〜93万席前後になると見られて
いる。ただし、東京オリンピック・パラ
リンピックの期間中の各国要人が空港を
利用することもあり、現時点では不透明
な要素であるため、チャーター便の座席
数は、昨年並みの約15万席を目指す考え
だ。
　GVBが掲げるFY2020の日本人旅行者
数の目標は４％増の69万人。日本の海外
旅行市場でのシェアは3.2％を目指す。金
子氏は「69万人という目標に対し、座席
数は90万席が必要だと思っている。最終
的には座席数と夏場の販売が鍵になるの
ではないか」と見ている。

ハイエンド向けやMICEなど
複数のキャンペーンを並行して展開
　旅行者数増のほかにGVBが掲げる
FY2020の目標の１つに、航空券代金と
宿泊費を除く現地での消費額アップがあ
る。FY2016の消費額は442ドルだったが、
FY2019には580ドルまで増加しており、

FY2020ではこれを590ドルまで引き上げ
たい考えだ。
　その一環として、GVBではハイエン
ド向けの施策を検討している。この背景
には今年４月にグランドオープン予定の
ホテル「ザ ツバキ タワー」の存在があ
る。これは全室オーシャンフロントのラ
グジュアリーホテルで、同ホテルや既存
のラグジュアリーホテル、航空会社を絡
めたキャンペーンを展開する予定だ。す
でにラグジュアリーホテルとビジネスク
ラスだけを集めた商品は存在するが、「も
う少しハイライトできるようにGVBと
してサポートできるものを用意できない
か考えている」（金子氏）という。

　また、10月にはJALがグアム線就航50
周年を迎える。同社は子供を対象とした
就航50周年記念グッズをプレゼントする
キャンペーンを行う予定だが、GVBも
日本サイドとグアムサイドでセレブレー
ションを行う計画を立て始めたところだ。
　旅行会社とのキャンペーンでは、４〜
９月の旅行需要を喚起するための施策を
打ち出す。詳細は現在調整中だが、現在
行っている『やりたいコトぜんぶ、グ
アムでどう？ AtoZ in GUAM 思い立っ
たらGOING！』を絡めた方向性で展開す
る。キャンペーン期間の旅行商品にはパ

ンフレットを同キャンペーンの柄にして
もらったり、グアム単体のパンフレット
にはすべてGVBのロゴを入れてもらっ
たりすることで、夏場に向けてグアムの
旅行需要を高めていく。
　旅行会社だけでなく、航空会社やOTA
とも手を組んでキャンペーンを展開す
る。昨年10月からスタートしたキャン
ペーンと時期が重なるケースも出てくる
が、夏場の需要を早めに摘み取るために
も複数のキャンペーンを並行して幅広く
展開していく。

実効性の高い各種サポートは
いずれも継続
　旅行需要の摘み取りに重要な役割を果
たしてきた実効性の高いサポートも継続
する。例えばMICEサポートプログラム
では、グループの規模に応じてサポート
金額を段階的に設定。グアムで最も多い
21〜50人のグループへのサポートを厚く
している。また、４月21日には東京で団
体セミナーを開催する予定、また８月か
ら９月にかけてのタイミングで同様のセ
ミナーをもう１度開催する計画もある。
　修学旅行についても、これまで旅行会
社が負担していた教員の下見ツアーの費
用の一部をGVBが負担するサポートを
継続する。継続校、海外への修学旅行を検
討し始めた学校を対象としており、より
多くの学校をグアムに呼び込む考えだ。
　また旅行会社に対しては、グアムへの
販売増につながるサポートを実施してい
く。また、チャーター便のサポートにつ
いても、搭乗率に応じてサポート費用が
増減する規定を新たに設け、サポートを
継続する（金子氏）。

グアムは旅行会社がコントロールする
数少ない市場の1つ
　スマートフォンの普及に伴い、OTA
の躍進や旅行者のFIT化など、旅行会社
を利用せずに海外に出かける人は増加し
ている。航空会社の直販が増加傾向にあ
るうえ、以前ほど既存の旅行会社を利用
して訪れる人は減っているとも言われて
いる。そんな中、グアムは70％弱の人が
旅行会社を利用しているというデータが
ある。金子氏は「そういう意味では、グ
アムは旅行会社からの貢献度が非常に高
く、旅行会社からのサポートがあってこ
そのデスティネーション」と、旅行会社
と強力なタッグを組むことが極めて重要
であると強調している。

Guam Visitors Bureau (GVB)グアム政府観光局（GVB）

　今年１月から世界的な拡大を見せ
ている新型コロナウイルス（COVID- 
19）。現在もグアムで感染者は見つ
かっていない。
　グアム準州政府は1月24日の段階
で、グアムの住民および訪問者に対し
てとってほしい自衛策と、州政府とし
て取り組んでいる対策を発表した。自
衛策としては、手洗いや消毒および咳
エチケットの奨励、感染のおそれが
ある人との接触回避など7項目を挙げ
た。州政府の対策としては、監視の強
化やグアムで感染が確認された場合の
対応策など４項目を挙げており、水際

グアム政府観光局（GVB）
金子宗司日本代表インタビュー
グアム政府観光局（GVB）が重点を置いてきた航空座席供給数を 
増やすための取り組みや、正確な情報の発信といった施策が奏功し、
2018年後半から回復基調に転じた日本人のグアムへの渡航需要。
2019年もこの傾向は続き、GVBでは、今後も航空座席数の拡大と、
旅行会社が販売しやすい環境を整えるため、さまざまな施策の準備を
進めている。GVB日本代表の金子宗司氏に話を伺った。

での阻止に全力を挙げる構えだ。
　またA.Bウォンパット・グアム国際
空港当局は、新型コロナウイルス感染
症の発症を防ぐため、乗客の体温スク
リーニングのためのサーマルスキャ
ナー設置、安全対策の強化に取り組ん
でいる。サーマルスキャナーは高熱が
感知された場合に空港職員に知らされ
るもの。グアムの当局者では、米国疾
病管理予防センター（CDC）および米
国連邦政府のガイダンスに従って実施
している。現在グアムではCOVID-19
症例は確認されていない。

新型コロナウイルスへの対応でグアム準州政府が対策を発表

グアム政府観光局  金子宗司日本代表

今年４月にグランドオープン予定のホテル
「ザ ツバキ タワー」

『やりたいコトぜんぶ、グアムでどう？ AtoZ in 
GUAM 思い立ったらGOING!！』

表紙、2ページ写真：画像提供　グアム政府観光局
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Airline Report航空会社レポート

需要の回復を受けて
順調に推移した2019年度

　日本航空は昨年８月から、成田／グア
ム線の機材をボーイング767-300ER型機
から777-200ER型機へと大型化した。こ
れに伴って座席数も199席から312席に増
加したが、日本航空 本店 国際旅客販売
推進部 企画業務グループ シニアスタッ
フの多和田哲史氏は、「供給比ではまずま
ずの集客ができた」と、2019年度（2019
年4月〜2020年3月）は基本的に順調だっ
たと見ている。
　この背景について多和田氏は、「グア
ムの需要が戻ってきたのではないか」と
強調する。日本航空の分析によるグアム
への総需要を示すデータでは、昨年５
〜11月はいずれの月も２桁増を記録し、
12月も前年実績を上回るなど、全体的に
堅調に推移してきた。こういった需要の
高まりを後押しするように、４月以降も
777-200ER型機での運航継続が決定して
おり、７月からは767-300ER型機による
１便を加えたダブルデイリー体制での運
航となる。2020年度は、需要回復の勢い
に乗り、市場を盛り上げていく体制を整
えているという。

50周年を最前面に出した
キャンペーンを展開
子供向けのプレゼントなどを企画

　日本航空にとって、リゾート路線の中
でもグアム線は非常に大事な路線という
位置づけだ。フライト時間の短さや幅広

い顧客に対応できる
機内の装備品などか
ら、日本航空のグア
ム便には子供連れの
ファミリー層が多く
搭乗する。日本航
空 国際路線事業本
部 国際路線事業部 
リゾート路線グルー
プ アシスタントマ
ネジャーの阿部元久
氏は、「海外旅行エン
トリー層にとって、
グアムは行きやすく
て親しみやすいとい
う視点においても非
常に大切な路線」と
強調する。

大型機材での運航継続や、7月からのダブルデイリー体制など、明るい話題を提供している日本航空。
今年は10月1日にグアム線就航50周年を迎える節目の年だが、グアム政府観光局（GVB）や旅行各社と
密接に連携しながら、販売を一層強化していく。

大型機材での運航継続と2便体制で
就航50周年の節目の年に販売を一層促進

　そのグアム線は、日本航空が1970年10
月１日から週３便で運航を開始。今年10
月１日で就航50周年を迎える。これに合
わせて、50周年キャンペーンを展開する。
　キャンペーンのひとつが、「JALグア
ム・キッズウォッチプレゼント」だ。２歳
から小学校低学年までの子供を対象に、
グアム行きの機内で特製「キッズウォッ
チ」をプレゼントする。これは日本航空
のグアム線でしか配布しないもので、４
月１日から開始する。

　大手旅行会社には、50周年を最前面
に出したJALグアム専用商品の造成を依
頼。すでにジャルパックや近畿日本ツー
リストなどが販売を開始し、他の大手旅
行会社も同様の商品の発売を計画してい
るという。
　ジャルパックの商品では、50周年と銘
打って１回分のBBQディナーを無料特
典として付与したり、子供を対象とした
キッズショルダーバッグをプレゼントし
たりする。また、同商品のパンフレット
表紙には、キッズウォッチを加えたこれ
ら３つの特典を掲載して最前面に出して
販促につなげていく。さらに、さまざま
な広告や雑誌媒体、ウェブメディアなど
で、７月１日からの増便とともに50周年
を周知するという。

ダブルデイリーとなる7月以降は
ビジネスクラスの販売にも注力

　７月１日からは、767-300ER型機によ
る１日１便を加えたダブルデイリー体制
となる。これによりビジネスクラスは
90％増、エコノミークラスが60％増と、

同社の座席供給数は大きく増えることに
なる。特に増加率の大きいビジネスクラ
スの販売は大きな鍵。昨年にはグアム国
際空港のラウンジがリニューアルされた
ことに伴い、日本航空専用のエリアが設
置されるなど、ビジネスクラス利用客も
満足できる環境が整っている。
　そこで日本航空が最前面に出している
のが、正規割引運賃の9万4000円という金
額だ。他路線のビジネスクラスの料金と
比較すると非常に購入しやすい価格と言
える。阿部氏は、「遠いリゾートではな
く、週末に行って帰って来られるという
グアムの近さを好む富裕層は確実に存在
する」と語っており、こういった層への
訴求を強めていく構えだ。GVBが「ワン
ランク上のグアム」に向けた施策を打ち

出すなか、日本航空でもビジネスクラス
の上積みは「まだまだできる」と考えて
いる。
　ビジネスクラス以外では、企業のイン
センティブや社員旅行、修学旅行も継続
して販促を推し進めていく。そして、多
和田氏と阿部氏が「グアム路線を販売す
るにあたって、旅行会社の存在は絶対に
無視できない」と口をそろえるように、
日本航空のグアム線の座席のうち、7割以
上が何らかの形で旅行会社を経由して販
売されている。さまざまなデスティネー
ションでFIT化が進む中、日本航空のグ
アム線にとって、旅行会社は非常に大き
な存在であり続けている。旅行会社との
協力体制のもと、グアム線の販売を強化
していく。

日本航空  グアム線就航50周年

日本航空

　日本航空が東京（羽田）−グアム線
を開設したのが、1970年（昭和45年）10
月1日。DC-8型機を使用し、運航スケ
ジュールは火、木、土の週３往復で、
東京発11時30分−グアム着15時50分、
グアム発17時00分−東京着19時20分で
あった。運賃はエコノミークラスで片
道4万100円、ファーストクラスで片道 
5万4900円。開設当初から、特に若い 
世代を中心に人気を呼んだという。

日本航空 国際路線事業本部 国際路線事業部 リゾート路線グループ アシスタントマネジャー 阿部元久氏（左）
日本航空 本店 国際旅客販売推進部 企画業務グループ シニアスタッフ 多和田哲史氏（右）

初便の様子（写真提供：日本航空）プレゼントする
「キッズウォッチ」

ジャルパックの専用商品パンフレット
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The Tsubaki Tower

タモン地区北部に新ラグジュアリーホテル
2020年4月「ザ ツバキ タワー」オープン

ザ ツバキ タワー

スタンダードの客室もゆったり
ハイクラスには26階にラウンジを用意

　ザ ツバキ タワーは、タモン湾北部の
エリアに位置。プライベート感のあるガ
ンビーチへアクセスでき、洗練された雰
囲気が特徴。タモン湾を目の前にできる
絶好のロケーションを誇る。
　ザ ツバキ タワーでは、ここで過ごす
時間を「グアムの自然と歴史への旅」と位
置づける。グアムに新たな風を吹かせ、新
しい発見へと導くアンバサダーとして、
ゲストが特別な気分になれる場所、日常
から解き放たれ、新たな発見と体験をし
続けられる場所となることを目指す。
　コンセプトに掲げるのは、「Discoveries
（発見）、Belonging（つながり）、Wonder
（夢想）、Serenity（静寂）」の４つ。まだ
広く知られていないグアムが持つ本来の
美しさや魅力を追求し続け、歴史を通し
て混ざり合ってきた文化や守られ続けて
きた伝統、ダイナミックな自然や温かな
人々に触れる、ゲストの心に残る旅を提
供していく考えだ。
　ビーチに面した27階のタワーは、全340
室すべてがオーシャンフロントビュー。
客室はスタンダードでも45㎡という（ス
タンダードで）島内最大の広さで、これ
に13㎡以上のグアムNo.1の広さを誇るバ
ルコニーが付き、全室にシモンズ製の
ベッドが入る。バスルームにはバスタブ
とシャワールーム、２名以上でもゆった
りと利用できるダブルシンク、シャワー
トイレが完備されており、充実の室内設
備を提供する。
　客室タイプはスタンダードのカメリア
ルームが45㎡で全210室。随所に木をあ
しらったシンプルかつモダンなデザイン
で、室内とバルコニーそれぞれに置かれ
た大きなソファーがリゾート感を演出し
ている。全68室のカメリアクラブと、３
タイプ計62室のスイートルームに宿泊す
ると、26階のリナラクラブラウンジの利
用が可能。Jrスイートは客室階の角部屋
に、そしてスイートはもちろんクラブフ
ロアは18階以上の高層階に位置し、アメ
ニティもランクアップするので、上質で
ラグジュアリーなグアム滞在を叶えてく
れそうだ。

メインダイニングはイタリアン
料飲施設名にグアムの伝統や歴史

　料飲施設にも力が入る。最上階の27階
にはメインダイニングのイタリアングリ
ル「ミラノ・グリル - ラ ステラ -」と生
演奏が魅力のバー「ラ カンティーナ」を
配置。メインダイニングはディナーのみ
のオープンで、アメリカ産の食材をふん
だんに使ったアラカルトメニューとモダ
ンイタリアンにアレンジしたコースディ
ナーを提供する。
　ロビー階には朝昼晩とオープンする
オールデイダイニングの「カサ オセア
ノ」、ロビーバーの「ガダオバー」、カフェ
＆アフタヌーンティーの「ファンハーレ 
ロビーラウンジ」、そしてペストリーの

「ヒネカデリ」が入る。これだけでも充実
のラインナップだが、１階にはプールサ
イドバーの「ヌヌ バー」とテイクアウト
の「カフェ ラッテ」も入る予定だ。
　各施設には、グアムの伝統や歴史を織
り交ぜた内容、名称とした。メインダイ
ニングがイタリアンなのは、マゼランが
グアムを発見した際、イタリア人の書記
がグアムについて説明したという逸話が
あることから。オールデイダイニング

「カサ オセアノ」はスペイン語で「海の
家」という意味で、海の中をイメージし
た内装にはスペインの美しい柄タイルを
イメージしている。

　また、「ガダオ バー」のガダオはグア
ム伝説の人物名で、「ファンハーレラウン
ジ」のファンハーレはチャモロ語で“根付
く”という意味を表している。館内の名称
や内装などに見え隠れするグアム文化を
探してみるのも面白そうだ。

インフィニティプールは朝も夕も
グアムにアクアサイクリング登場

　目の前にタモンビーチを望むロビーに
広がる６mの高さの窓から少し視線を落
とすと、１階にはホテル自慢のインフィ
ニティプールが開放感いっぱいに広がっ
ている。昼間にプールとして使われるの
はもちろん、朝はアクティビティー、夜は
ファウンテンショーの舞台にもなり、同
ホテルを象徴する施設の一つになりそう
だ。メインプールの脇にはキッズ用プー
ルも設けており、ガンビーチへは徒歩６
分でアクセスできる遊歩道を造る予定に
なっている。
　また、宿泊客専用のアクティビティー
も多彩に揃う。エクササイズならヨガと
ピラティスのほかに、最新アクアフィッ
トネスを予定している。このプールでは
フロートフィットというプールの上に
マットを乗せて運動するオーストラリア
などでも人気の最新フィットネスを準備
中で、実現すればグアム初登場となる。
水の上のマットで行うフィットネスはそ
れなりに運動量があるので、「朝のプール
でひと汗かき、お腹を空かせてから朝食
というのがおすすめのコース」と同社プ
ランニングマネージャーの岩野瑞希氏は
言う。
　そのほか、チャモロダンス教室やカッ
プケーキ作りといったキッズ＆ファミ
リー向けアクティビティーも充実。ズン
バダンスや夜のディスコナイトは大人が
参加すると楽しそうだ。（※記載内容は予
告なく変更となる場合あり。）

空の上で行うスカイウエディング
MICEにおすすめの多目的ガーデン

　グアムウエディングの新しいスタイル
として話題を呼びそうなのが、スカイウ
エディングだ。27階のチャペルの一部が
海へ張り出したインフィニティービュー
になっていて、グアムで最も高い場所で
執り行う結婚式となる。

　さらに、１階のインフィニティプール 
に隣接したガーデン広場「ザ プラザ」も
ユニーク。目の前にガンビーチを望む28
×23ｍのアウトドアスペースに移動式の
ステージをおくことができ、照明や音響
設備が整っているのがポイント。屋外シ
ネマやモーニングヨガといったアクティ
ビティーに使えるほか、各種MICEの舞
台としても活用できる。ザ プラザから
建物に繋がる階段の中央に開く出入り口
からは、そのまま室内のカメリアボール
ルーム（600㎡）にアクセスできるので、
室内でイベント、屋外でガーデンパー
ティーといったアイデアの実現が可能だ。

　同社ではグアムを訪れる低価格層も内
包しつつ、高価格層をターゲットにして
いく意向。国籍は日本、韓国からはもち
ろん、そのほかの国からもバランスよく
集客したい考え。
　また「他のラグジュアリーなホテルと
競合するのではなく、タモン地区の北部
を盛り上げ、グアム全体の活性化に貢献
したい」と岩野氏。タモン中心部に加
え、新たなにぎわいの場所を創出するこ
とで、旅行者に幅広い楽しみ方を提供し
ていきたいとしている。

ニッコーホテルとロッテホテルの間、ガ
ンビーチに面したロケーションに、グア
ム随一のラグジュアリーホテルがオープ
ンする。27階の高さを誇る「ザ ツバキ 
タワー」だ。グアムで既に5つのホテルを
提携・運営するケン・コーポレーション
が、グループでフラッグシップとなる自
社ブランドホテルを手掛ける。ラグジュ
アリー層を取り込める日本ブランドのホ
テルの登場で、グアムにまた熱い視線が
注がれることになりそうだ。

フロアプラン

27階 チャペル
メインダイニング
メインバー

26階 クラブラウンジ
ゲストルーム

3～25階 ゲストルーム

2階 ロビー
ロビーバー
オールデイダイニング
ロビーラウンジ
デリ

1階 プール
プールサイドバー
テイクアウトカフェ
バンケットルーム
ザ プラザ（ガーデン広場）

客室カテゴリー

客室タイプ 客室
広さ

バルコニー
広さ 部屋数

カメリアルーム 45㎡ 13㎡ 210

カメリアクラブ 45㎡ 13㎡ 68

カメリアジュニアスイート 57㎡ 13㎡ 45

カメリアスイート 90㎡ 26㎡ 15

ロイヤルカメリアスイート 136㎡ 40㎡ 2

全340室の客室すべてがオーシャンフロントビュー

最上階のミラノ・グリル - ラ ステラ - デザインにグアムの伝統や歴史が随所に
感じられるロビー・エントランス

カメリアクラブ以上の宿泊者が利用できる
26階のリナラクラブラウンジ

パワーオブネイチャー（自然の力）をコンセプトに
統一された客室（ジュニアスイート）

オールデイダイニングの「カサ オセアノ」

インフィニティビューが楽しめる
グアムで最高階のウェディングチャペル

各種MICEなどにも活用できる「ザ プラザ」とプールエリア

13㎡のバルコニーからの眺望は格別
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　お手頃価格で泊まれるホテルから、2020
年４月25日新規オープン予定のラグジュア
リーホテル「ザ ツバキ タワー」まで幅広
いラインナップを掲載しております。
 各ホテル120日前、90日前、60日前の早期申
込特典として、ルームクレジットや夕食な
どの特典もあります。さらに、グアムでの
滞在を満喫していただける、クラブラウン
ジの利用が可能なお部屋や、スイートルー
ムなども早期申込割引を設定しており、早
めにお申込みいただくとお得になります。
　「イルカクルーズ」や「絶景朝食+ヒスト
リカルツアー」など、11種類から選べる特
典もついており、お子様からシニアの方ま
でお楽しみいただけます。

グアムの旅行商品を造成する旅行会社より、2020年上期以降の商品ラインナップから、リテーラー及び一般消費者に訴えたい
「グアムでのラグジュアリーな滞在」に関する商品やプランをあげてもらった。各商品の特徴とともに紹介する。

グアムでのラグジュアリーな滞在に関するアンケート
Travel Agent旅行会社

　家族にラグジュアリーな滞在として、ア
ウトリガー・グアム・ビーチ・リゾートに
おいて、眺め抜群の全室オーシャンビュー
高層17・18階のお部屋を確約いたします。
　また、小さなお子様連れのお客様も安心
してご利用いただける土足禁止のHIS専用

「レアレアファミリールーム」をご用意。
フローリングカーペットでコネクティング
ルームとしての利用も可能なため、3世代旅
行にもおすすめです。さらに事前確約がで
きないことが多いベッドガードを1つ確約。
ウォーターディスペンサー、コーナーガー
ドも設置しています。
　旅行後の大量のお洗濯もおまかせ「洗濯
代行サービス」付きで、帰国後もゆっくりで
きます。

株式会社エイチ・アイ・エス

　2020年４月25日にハイエンドリゾートと
して新規オープンの「ザ ツバキ タワー」。
　全客室から紺碧の海を見下ろせるオー
シャンフロントで、ゆっくりとホテル滞在
をお楽しみいただける、大人の雰囲気漂う
リゾートホテルです。
　朝食１回付の他、120日前までにご予約の
方には、120ドル分のルームクレジットやロ
ングステイ特色など、嬉しい特典付き。
　グアムの魅力を満喫いただくためココス
島ツアー」や「島内観光」、「シャトルバス
乗り放題カード」なども、追加代金なしの
設定。
　近畿日本ツーリストグアム事務所へ無料
で直通電話が可能なWi-Fiルーター機能付

「旅ワイ」レンタル付で安心＆便利です。

　より優雅に！素敵なグアム旅行
のお手伝いをさせて頂きたい… 
そんな想いから生まれたプラン。
　安心してご出発いただけるよう
に往復のフライトは「お近くシー
ト」をご用意。
　グアム到着時には、他のお客様
を待つことなく「専用車」にてホ
テル送迎。時間を有効にお過ごし
いただけます。
　素敵なディナーをゆっくりお楽
しみいただくために、ご宿泊ホテルのレストランにて夕食を１回ご用意。中で
も企画担当者の一押しは、「ハイアットリージェンシーグアム」。ソムリエ厳選
のワイン３杯（泡・白・赤）が付いたホリデイオリジナルの「イタリアン ペアリ
ングディナーメニュー（写真）」をお召しあがりいただけます。

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

　不動の人気定番コース「JALビジネスク
ラスで行くグアム」。ワンランク上の空の旅
と、JALパックこだわりの高層階指定のお
部屋でラグジュアリーなグアム時間をお過
ごしいただけます。ホテルは、2020年4月25
日にグランドオープンを迎える「ザ ツバキ 
タワー」を筆頭に、人気ハイグレードホテ
ルのクラブラウンジアクセス付きのお部屋
をご用意。空港－ホテル間は往復専用車利
用で、さらに滞在中１回の選べるスペシャ
ルディナーもご用意。JALパックが厳選し
たレストランで、優雅な晩餐をお楽しみい
ただけます。また、180日前までの予約完了
で5000円引き！さらにホテルでの食事など
の早決め特典も充実しており、お得感満載
の商品となっております。

　お得な旅行代金でラグジュアリーなひと
ときをお求めなら断然「ラウンジ使い放題
のお部屋に泊まる！」コースがおススメ。
人気のクラブルームをラインナップし、限
られたお客さまだけが利用できるクラブラ
ウンジでワンランク上のサービスをお楽し
みいただけます。当コースは「選べる島内
観光」、赤いシャトルバスが滞在中乗り放題
となるRAKUENカード付きとなっており
ます。さらに90日前までのご予約なら、大
好評の500円ディナープランのお申込みが
可能！ジャルパックなら多機能付きWIFI
ルータ「RAKUEN WIFI」が無料でお申し
込みいただけますので滞在中も便利。夏か
らのご旅行は『お得にグアム』で決まり！

株式会社ジャルパック

　ルックJTBプレミアスタイル グアムコースは、日
本出発前のレストラン予約サービスや、往復空港で
のラウンジの利用、空港～ホテル間のご移動はプラ
イベート専用車での送迎など、上質な旅で充実した
グアム旅行にしたいお客様におすすめのコース。
　ホテルラインナップはＢグレードからＬグレード
まで上層階やクラブフロア、スイートルームなどワ
ンランク上のカテゴリーをご用意。ホテルステイも
お楽しみ頂けます。
　また、宿泊者限定でご利用頂けるサービスとして、
JTBサンセットラウンジをデュシタニグアムリゾー
トとハイアットリージェンシーグアムに、また高層

階夜景をお楽しみ頂けるルックJTBナイトラウンジをアウトリガー・グアム・
ビーチリゾート内にオープン。いずれのラウンジもビールやワイン、スナック
などを無料でご用意。貸切スペースで優雅な時間をお過ごし頂けます。

　グアム滞在をより満喫したいお客
様には、追加代金で30種類以上のア
イテムからお好みでアレンジでき
るルックJTB商品限定プラスKOMI 
KOMIがおすすめです。
　観光やマリンアクティビティはも
ちろん、人気の各種ディナーショー
もお選び頂けます。
　ラグジュアリーにお過ごしになり
たいお客様には、デュシタニグアム
リゾート内テワランスパでのスパマッサージ（写真）、高級感あふれるアジアン
キュイジーヌのロイズ（ヒルトングアムリゾート＆スパ内）や、本格的なイタ
リアン料理が堪能できるアル・デンテ（ハイアットリージェンシーグアム内）
でのディナーも即日予約可能なアイテムとしてご用意しております。
　ハネムーナーや記念日旅行のお客様はもちろん、おとなの女性のご旅行にも
おすすめです。

株式会社JTB

Ciaoレギュラーパンフレット ホリデイ グアム

かぞくHIS グアム ホリデイ グアム「グレードアッププラン」

ジャルパック グアム ルックJTB プレミアスタイル グアム

JALで行く お得にグアム ルックJTB商品限定プラスKOMI KOMI
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LEOPALACE RESORT GUAMレオパレスリゾートグアム

約3年の歳月をかけて
グアム最上級のホテルが誕生

　グアム島の１％に相当する広大な敷地
を有する「レオパレスリゾートグアム」
に、グアム最上級のホテル「レオパレス
ホテル」が誕生したのは2018年。現在の
姿へと変貌を遂げる契機となったのは、

「グアム島を訪れる旅行者のニーズの変
化にいち早く気づいたため」（土肥敏郎 
代表取締役社長 総支配人）だという。
　グアムへの日本人旅行者数が急増した
頃から、各ホテルではそのニーズに合わ
せ、新婚旅行や小さな子供を連れたファ
ミリー向けの需要に応えてきた。しか
し、ここ最近の日本人旅行者の傾向を見
ると、変化が訪れていることが感じとれ
たという。「かつては子連れだったファミ
リーが時を経て、夫婦２人で旅行に出か
けたいといった、熟年層のニーズが増え
ている。海外でありながら、日本からア
クセスもよく、喧騒から離れた場所での
んびりとした時間を過ごしたいという、
旅に対して成熟した日本人旅行者が増え
てきた」（土肥氏）と分析する。

ラグジュアリーな“体験”を提供
滞在型でゆったりと過ごせるリゾート

　このようなニーズの変化をいち早く捉
え、レオパレスリゾートグアムでは大規
模な改装を実施。まずは、同リゾート内
を２つのブランドに明確に分けた。洗練
されたくつろぎの空間を提供するホテル
を「レオパレスホテル」とし、ファミ
リーや小グループ、修学旅行やスポーツ
合宿にも最適な４つの異なったタワーを

「フォーピークス」と別ブランド化し、訴
求を開始した。
　「レオパレスホテル」では、ベッドの
マットレスやリネン、そしてバスルーム
に採用されたシンク、バスタブ、鏡、蛇
口など、細部にまでこだわり、いずれも
最上級のものを採用。ラグジュアリーな
滞在が可能な空間へとアップグレードし
た。特に2017年４月にオープンしたエグ
ゼクティブ専用フロア「メダリオンフロ
ア」と、専用クラブラウンジ「メダリオ
ンラウンジ」は、同リゾートの目指す方
向性を体現した空間となっている。

　同フロアは客室数の約８割を占める
「メダリオンルーム」と、３タイプのス
イート客室で構成されている。「ずっと
過ごしたくなる空間」をコンセプトに、
ゴールドとシルバーを上品に融合した色
彩を基調とする「メダリオンフロア」の
内装は、贅沢感あふれる雰囲気を演出。
　専用クラブラウンジは、ホテルの北ウ
イングと南ウイングをつなぐ空中ラウン
ジ構造で、コンチネンタル朝食やドリン
ク、スナックのサービスや、夕食前のイ
ブニングカクテルを用意。目の前に広が
る湖や地平線まで広がる自然豊かな景観

旅の楽しさを知る成熟した旅行者に訴求
グアム最上級のラグジュアリー・ホテル

を楽みながら、のんびりとした時間を過
ごせる。
　気軽にホテルライフを過ごしたい場合
には、スマートラグジュアリーをコンセ
プトにした「プレミアルーム」がおすす
め。グアムの歴史をイメージした壁紙と
落ち着いた色合いの家具、エレガントな
照明をコーディネートしたインテリアと
なっており、日常から少し離れ、開放的
でリラックスした滞在を楽しむことがで
きる。
　ホテル内には、他にも「ここで過ごし
たい」と思わせる豊富なレストランを用
意。イタリアンやアジアン、和食を振る
舞う一流のレストランが、宿泊者を出迎
えてくれる。
　またリゾート内には、グアム最大級の
規模を誇るゴルフ場「レオパレス カント
リークラブ」や「レオパレス スパ」に加
え、ビリヤードやダーツ、ボウリングに
卓球、カラオケなどのアミューズメント
施設も充実。さらにリゾート内の自然と

歴史をジープで探索する「ジープツアー」
や、ナイトアクティビティとしてスター
ウォッチング（星空観測）など、アクティ
ビティも豊富だ。また、ショッピングを
楽しみたいというニーズにも応えるため
タモンエリアへのシャトルバスが運行さ
れ、Kマート、マイクロネシアモール、
グアムプレミアアウトレット、そしてJP
スーパー・ストアなど、市街へのアクセ
スにも困らない。

団体需要のVIP対応を意識
スイートルームを増室

　「メダリオンフロア」の開設に合わせて
新設されたのがスイート客室だ。グアム
には多くの団体旅行客が訪れるが、「プ
レジデンシャルスイート」（152㎡）、「エ
グゼクティブスイート」（56㎡）と「ガバ
ナースイート」（123㎡）の３タイプのス
イート客室により、例えば企業インセン
ティブや社員旅行などの団体旅行の際に

は、オーガナイザーがVIPの部屋割りを
しやすいよう配慮している。
　これらリニューアルにより、レオパレ
スホテルは顧客や添乗員の評価を基に
した大手旅行会社の格付けで、「L（＝
Luxury）」グレードにランク付けされて
いる。グアム島内に数あるホテルの中で、

「L」評価は現在２軒のみだ。
　同リゾートのアップグレードは、今後
も続けられていく。旅を知り尽くす、成
熟した旅行者のニーズを先取りしてきた

「レオパレスホテル」から、今後も目が離
せない。

団体旅行のVIP対応にも最適な「ガバナースイート」

エグゼクティブ専用フロア内の「メダリオンルーム」

専用クラブラウンジ「メダリオンランジ」
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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」は、2012年よりランドオペレーター
事業をスタート。「日系ホールセラーの支
店や子会社だけでなく、独立系のランド
オペレーターが必要」というニーズに応
え、グアムで唯一、現地資本の会社とし
て、日本市場の受け入れを行っている。
　同社の母体となるのが、グアムで半世
紀以上にわたり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。これまでの歴史から地元企業と
のつながりが深いため、そのメリットを
活かし、さまざまなパートナーシップに

1950年にグアムで最も古いバス会社として創業し、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」。グアム観光のパイオニア的
存在である同社のグループ会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、長年の信頼と実績を活かす総合ツアー
ランドオペレーターだ。グアムのランドオペレーターの中でも、ニュートラルな立場
で各社からの問い合わせ受け、さらに団体旅行の取り扱い実績も伸ばしている。

「パシフィック・アイランド・ホリデーズ」が団体取り扱い強化
中立な立場で日本の各旅行会社からのリクエストに対応

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。最近では、「東
武トップツアーズ」や「ティウェイ・ファ
ン」などの旅行商品のランド業務を行う
ほか、「エヌ・ティー・エス」などからの
業務依頼を受け、400名規模の修学旅行な
ど、大型団体の取り扱い実績を伸ばして
いる。

ツアーデスクを設置しサービス強化
日本からの問い合わせはGSAへ

　同社では、日本語を話すスタッフが相
談に応じ、旅行客へのきめ細やかなサー
ビスを提供できるよう、Tギャラリアグ
アム by DFS内と空港にツアーデスクを
設置。また、日本からの地上手配に関す
る問い合わせには、日本総代理店（GSA）
として株式会社トラベルギャラリーが受
け付けており、国内からも気軽に相談す
ることができる。
　グループ会社のタートルツアーは、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。これら
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、豊富なサイズや様々な用
途に応じた多彩なサービスを提供、各旅
行会社からのニーズに柔軟に対応する。

Pacific Island Holidays LCC.パシフィック・アイランド・ホリデーズ

［日本からのお問い合わせ］

パシフィック・アイランド・ホリデーズ 日本総代理店（GSA）
 株式会社トラベルギャラリー　担当：山本康広、藤原健太郎

旅行会社様専用（地上手配）お問い合わせ

☎（06）6456-4122　　E-mail: land@t-gallery.co.jp
〒530-0001  大阪市北区梅田1-1-3  大阪駅前第3ビル15階

　タートルツアーが運営する「定期市内観光」は、
グアムの観光地を効率よく巡ることができる。約
２時間半で、パセオ公園、太平洋戦争博物館、ア
プガン砦、ラッテストーン公園、スペイン広場、
アガニア大聖堂、恋人岬を巡るグアムの魅力を凝
縮したコースだ。午前または午後からと時間を選
べるので、ゴルフやビーチで遊んだ後や、到着日
や帰国日のわずかな時間にも参加できる。料金は
大人30ドル、子供20ドルで、その中には、恋人
岬、太平洋戦争博物館の入場料も含んでおり、お
得な価格に設定されている。

グアムの見所を凝縮
「タートルツアー」の定期市内観光

クロッペンバーグ・
エンタープライズグループ

（KEI GROUP）

タートルツアー（TURTLE TOURS）

パシフィック・アイランド・ホリデーズ
（PACIFIC ISLAND HOLIDAYS,LLC.）
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GUAM RESORT & SPA

hilton.co.jp/guam

お問合せ先は1-671-646-1835
hilton.co.jp/guam

楽園の風と青い海に抱かれた理想のリゾート、ヒルトングアムリゾート＆スパ。
タモン湾を見下ろす客室、南国の色鮮やかなガーデン、島伝統のおもてなし。

日々の喧騒から離れた本当のくつろぎと癒しをあなたに。

夏前にはプレミアタワーを改装

　ヒルトン グアム リゾート＆スパは、
３つの客室棟で構成され、中央にシンプ
ルなカジュアルリゾートをコンセプトと
する「メインタワー」、両隣に上質なエグ
ゼクティブリゾートの「プレミアタワー」
と、“ホテルの中のホテル”をコンセプト
とするハイエンドの「タシタワー」が位
置している。
　プレミアタワーは５月から改装に着手
し夏前にはほぼ終了を予定としている。
今回の改装ではカーペットやベッド、
ヘッドボードを一新し、客室内の一部の
デザインを変更。洗浄便座の設置も行う
予定だ。

タシタワーは特典内容を
グレードアップ

　２年前に改装を完了しているタシタ
ワーでは、宿泊客が利用できるタシラウ
ンジのサービス内容を変更。昨年10月か
らはカクテルアワーのサービス内容を一
段とグレードアップした。具体的には、お
つまみ類は、セルフサービスのブッフェ
方式で好きなだけ自由に料理を選べる方
式を採用すると同時に、料理の内容も日
替わりでピザを含む温かいおつまみを用
意するほか、チーズ類、フルーツなども
用意している。アルコール類についても
ビールやワインに加え、カクテルなども
提供しており、オーダーを受けたホテル
スタッフがテーブルまでサーブする。
　タシタワーの宿泊客の朝食特典も変
更。旅行会社のパッケージツアーでタシ
タワーを利用する宿泊客は、「アイラン
ダーテラス」の朝食ブッフェを無料で利
用できるようになった。また、タシ宿泊
者限定で、レストラン利用割引サービス
を受けることもできるため、レストラン
等をお得に利用できる。

目の前の海でスノーケリング

　ヒルトン グアム リゾート＆スパなら
ではの魅力として宿泊客から高い評価を
得ているのが、グアムならではの海の魅
力を満喫できる点だ。ヒルトン グアム 
リゾート＆スパは、タモン湾にあるホテ
ル群の中で、西側にあるリーフに最も近
くに立地しているため、波がリーフに当
たって発生するウェーブサウンドが、
ちょうど心地よい大きさでホテルに届く
絶妙なロケーション。これが他ホテルに
ないリゾートしての大きなアドバンテー
ジになっている。
　またホテルの目の前の海は、リーフに
近いため外海の綺麗な海水が常に供給さ
れ、丘状の陸側からも真水が流れ出る特
別な環境にあり、50種類以上の魚が生息。
スノーケリングに絶好のポイントで、ホ

テルからこれほど近くの海でスノーケリ
ングを満喫できる場所は他にない。

滞在を飽きさせない料飲の充実

　ヒルトン グアム リゾート＆スパの料
飲部門は滞在客を飽きさせない味のバリ
エーションに富んだレストランを揃えて
いる。たとえば全米ベストシェフのロイ・
ヤマグチ氏がプロデュースする「ロイズ」
は、併設の「ロイズラウンジ」と共に、

大人のディナータイム向きのレストラン
として人気を博している。
　一方、カジュアルスタイルのシーフー
ドレストラン「フィッシャーマンズコー
ブ」は、ファミリーなどに最適。店内で
新鮮なシーフード食材を自ら選び、好み
の調理法をリクエストできる。
　24時間営業で、ペストリーやサンド
イッチなど軽食の「カフェチーノ」もある。
　また各レストランでは、時期に合わせ
たプロモーション・メニューを用意して
おり、たとえば「フィッシャーマンズコー
ブ」では、セットメニューでカニ料理を
満喫できる「クラブディナー」を用意。

「ロイズ」では、熟成肉ステーキなど特徴
あるメニューを月替わりで楽しめる。

小グループに最適なMICE設備

　MICE設備は最大350名収容（立食形式）
の大型バンケット「マイクロネシアン

ルーム」もあるが、小規模グループの使
い勝手がいいミーティングルームや設備
を完備したボードルームも揃っており、
実際に企業ミーティングや研修などの小
規模グループの利用が多いのが特徴だ。
　またグアムならではの開放感ある屋外
宴会場「バニヤンポイント」や「クリフ
サイド」も用意できる。さらにプレミア
タワー12階のラウンジをバンケットに改
装した「アゾテアルーム」は、タモン湾
の眺望が楽しめるバンケットとして人気
を博している。

Hilton Guam Resort & Spaヒルトン グアム リゾート＆スパ

滞在型ホテルでの寛ぎの時間こそが
ラグジュアリーを感じる本物の贅沢
ヒルトン グアム リゾート＆スパは、リ
ゾート滞在に最も適した最高のロケー
ションに、グアムで最初のリゾートホテ
ルとして誕生。以降、滞在型ホテルとし
てゆったりとした寛ぎを宿泊客に提供
し、本物の贅沢を感じることができるリ
ゾートライフを提案し続けている。

プレミアタワーのラウンジをバンケットに改装した
「アゾテアルーム」

大人のディナーにぴったりなレストラン「ロイズ」

サービス内容をアップグレードしたタシタワー
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Alupang Beach Club (ABC)アルパンビーチクラブ（ABC）

高い満足度で多くのグループがリピーターに

グアム屈指のマリンセンター「アルパンビーチクラブ（ABC）」。人気のマリンスポーツを
グアムNo.1のベストバリューで体験できるとあって、1987年の創業以来、多くのリピー
ターに支持され、FITはもちろん、大型団体やインセンティブ、修学旅行まで多くの団体受
け入れ実績を誇り、利用者の満足度も高いのが特徴だ。団体旅行になぜABCが支持される
のか。そのおすすめポイントを紹介する

　ABCはグアムの主要ホテルが建
ち並ぶタモン・タムニングエリアか
ら車でわずか10分と、抜群のアクセ
ス。ABCと主要ホテル間には、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
効率よく活用できる。
　ABCのあるエリアは、アガニア湾
の中でも年間を通して特に安定した
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
るので団体旅行の日程が組みやすい。

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
いるほか、「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ます。

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

タモンエリアからわずか10分!
安定した海域でいつでも利用可能。日程が組みやすい

　ABCは、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、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。
これらアクティビティを一度に体験
できるのはグアムではABCだけだ。
　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、
「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。走行できるコースもグアム最大
級だ。またABCの最多受け入れ可能
人数は700名と、団体旅行でも利用し
やすい。

グアムの人気マリンスポーツはすべてABCに
最多受け入れ可能人数は700名

　すべてのパッケージには、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、ビーチアクティビティ（カヤッ
ク、ペダルボート、ビーチバレー、
スタンドアップパドルボード（SUP）
など）、ミクロネシア・カルチャー・
プログラム（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）、ガイド付きシュノーケ
ンリングツアーのすべてが利用でき
る「スーパービーチリゾート」に加
え、ブッフェ形式の食べ放題ランチ
も付いている。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。

全パッケージが「スーパービーチリゾート」付き
SUPの利用も無料。グアムの中でも高いバリューを提供

　大型団体の受入実績が豊富なABCでは、グ
ループが利用しやすいよう各種プランを設定し
ている。「スーパービーチリゾート」（ポイント③）
をベースに、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
ナーや団体での貸し切りなど、各団体のニーズ
に合ったスペシャルな手配が可能だ。
　またABCのビーチでは、ライフガードと
ファーストエイドの有資格者であるインストラ
クター14〜20名が常時監視し、利用者の安全を
見守る。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。

団体旅行向けのグループオリジナルプラン!
まるごと貸し切りなど、柔軟に対応

　企業のCSR活動にも利用できる「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
機動物の観察・保護、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（所要2〜3時間）。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、参加料金は１人
30ドル。参加費の一部は、環境保護団体に寄付
される。
　さらに高等学校や専門学校の研修プログラム
の一環として、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
（いずれもABCの各パッケージに追加可能）。

「ボランツーリズム」や「海外職業体験」で付加価値アップ
企業のCSR活動や学生の研修プログラムに

　ABCのツアー参加者を対象に、誰でもすぐに
人魚になれると話題の「マーメイドコスチュー
ム」のレンタルを行っている。レンタル料は15
分あたり10ドル。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。また色鮮
やかなビーチアイテム、浮き輪、ジャンボフラ
ワー、バルーン、パレオなどは無料でレンタル
できる。

マーメイドコスチュームや
人気のビーチアイテムを気軽にレンタル

ポイント

1

ポイント

5

ポイント

3

ポイント

4

ポイント

2

アルパンビーチクラブ　総支配人

青木 一美
Tel: (671) 649-5200  Fax: (671) 646-7929

E-mail: kazu@abcguam.com
＊詳細に関するご質問・ご相談は上記連絡先まで

お気軽にお問い合わせ下さい。

大型団体、修学旅行は
ABCで決まり！

ABCのセールスポイント ABCの団体旅行はここが違う!

TOPICS インスタ映え
間違いなし！
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グアム現地各社の「おすすめ団体プラン」①
MICE Product ①グアム現地各社のおすすめMICEプロダクト①

掲載は2020年2月17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。

アルパンビーチクラブでは高等学校や
専門学校のグループを数十人から数百
人の規模で受け入れをしています。個
別にジェットスキー、パラセーリング、
イルカウォッチング、バナナボートな
ど、アクティビティを選べるだけでな
く、綱引きやカヤックレースなど全員
で行うゲームの企画を組み込むことが
可能です。

仲間意識を育み育てる
チームビルディングプラン

アルパンビーチクラブ（ABC）

国際的会議の開催も可能なAV機器を
完備した宴会場や分科会の会場も多数
あり、パーティーやチームビルディン
グ、ゴルフ場やスパなど全てがリゾー
ト内にある総合リゾートです。2019
年度にはレオパレスホテルの全客室が
新しくなり、3タイプのスイートも新
設。企業のインセンティブや社員旅行
など、VIPの部屋割りの際に是非ご活
用ください。

MICEビジネスに最適なグアムで唯一のリゾート

レオパレスホテル

オプショナルツアーでも販売され人気
のバーべキューディナーショーは、小グ
ループから100名超の貸し切りプラン
まで、グループでのご利用が増えており
ます。後方席でもステージが見やすい専
用シアターで毎日開催しており、セル
フBBQで食べ放題、飲み放題、加えて
本格的ダンスショーが含まれるオール
パッケージです。

フィエスタビーチサイドバーベキュー＆ショー

フィエスタリゾート グアム

沖縄やワイキキでは味わえないオン・
ザ ビーチの屋外バンケット「シーサ
イドデッキ＆ブリージス」で、思い出
に残るディナーイベントが開催できま
す（30～200名対応）。美味しいお食
事と、スパークリングワインも飲み放
題のお得なセットプランをご用意。ま
た、各種ミーティングパッケージもご
提供しています。

グアムならではの
オン・ザ ビーチ・ディナーパーティー

ハイアットリー ジェンシー グアム

新しくオープンする The Tsubaki 
Towerは、立地的に高台にあり、グラ 
ンドフロアである１階はすでに３階ほ
どの眺めになっています。海を面して
広がる450㎡ほどのガーデンスペース
では、海を上から眺めながらの優雅な
ガーデンパーティーや照明や、音響設
備も整い、移動式ステージを使った
ミュージックライブなど、マルチに利
用することが可能です。

美しいタモン湾を高台から眺めながらの
絶景パーティー

ザ ツバキ タワー

水族館を手頃な価格で貸し切ることが
できる「二次会プラン」をご用意。ま
るで海底にいるかのような神秘的な空
間で、ニーズに合わせたお料理とお酒
をご提供いたします。優雅にゆっくり
と泳ぎ、眠りの準備をする魚たちに囲
まれる夜の水族館は団体様のタイプに
関わらずご満喫頂けます。幹事様が会
場のサプライズをしたいときにも最適
です。

「差がつく」ユニークな会場をお探しなら

アンダーウォーターワールド

インセンティブのお客様のためにグア
ムの文化と食べ物を感じることができ
る「バーベキューディナーショーパー
ティープラン」をご用意しました。 グ
アム伝統ショー「ナティブチーム」が
お見せする躍動感あふれる民俗ショー
と、グアムフィエスタで感じられる
バーベキューまでグアムの真のバーベ
キューパーティーが味わえます。

バーベキューディナーショーパーティープラン

ロッテホテルグアム

25名以上のグループを対象に、ガー
デンパーティーのオプションのひとつ
として「ビールファイト」プログラム

（有料）をご提供しています。いわゆる
“ビールかけ”を楽しもう！というもの
で、グアムで体験できるのはニッコー
だけ。会社の周年記念行事や記録達成
記念のイベント、チームビルディング
の素材としてぜひご活用ください。

グアムで唯一
「ビールファイト」プログラム！

ホテル・ニッコー・グアム

PICグアムの代表的なグループプラン
といえば昔も今も“ウォーターオリン
ピック”。PICに宿泊の60名以上の団体
は、クラブメイツの司会進行による水
上運動会を無料で楽しむことができま
す。添乗員や幹事のお仕事は一切あり
ません。プログラムは全部で１時間か
ら１時間半。二つのチームに分かれて
勝敗を競います。事前手配が必要です。

絶大な支持を集める“ウォーターオリンピック”

PICグアム

85室のスイートを保有しており、団
体旅行のお客様にも最大30部屋のス
イートをご提供可能です。また、クラ
ブラウンジのアクセスも付与しており
１ランク上のご滞在をお楽しみ頂けま
す。クラブラウンジでは朝食、アフタ
ヌーンクラブサービス、カクテルア
ワーがご利用頂け、アフタヌーンクラ
ブサービスでもビール、ワインをご提
供します。

グループスイートプラン

シェラトンラグーナグアムリゾート

最高の立地で人気の高いグアムプラザ
リゾート＆スパ内にある「カヒダバン
ケットルーム」のキャパシティは280
名。天井は15フィートもあり広々と
したエレガントなインテリアが魅力で
す。修学旅行やウェディング、アワー
ドなど幅広いニーズに対応できます。

修学旅行やウェディングなど
マルチに使えるバンケットルーム

グアムプラザリゾート＆スパ

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾー
トでは、ビーチフロントで綱引き、
ビーチフラッグ、スイカ割り、ビーチ
バレーなど多彩なチームビルディング
プログラムと、サンセットを眺めなが
らバーベキューパーティーが同時にお
楽しみいただけます。インセンティブ
グループをはじめ各種小、中、大型 
団体の想い出に残るパーティーが可能
です。

チームビルディングにも最適
ビーチフロントでパーティー

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート

カントリークラブオブパシフィックで
は、16名様以上のグループに１時間
のパーティープランをご用意いたしま
した。ビュッフェスタイルのお食事と
オープンバーがセットになった大変お
得なプランです。ラウンド後のお食事
に、是非ご活用ください。コンペの集計
も行いますので、ご希望の方はスター
ト前にお申し付けください。

コンペに最適、1時間のパーティープラン

カントリークラブオブパシフィック（CCP）

最大300名まで収容可能な宴会場に加
え、小会議や控室にお勧めの最大200
名まで着席可能のオーシャンビュー
ボールルームでは、海を眺めながらご
利用いただけます。会議の規模に応じ
て各部屋を繋げたり、イベントによっ
ては廊下を含めて全フロア貸し切りが
できたりと、ご希望に応じたバンケッ
トルームをリーズブルに利用いただけ
ます。

ご希望に応じて
様々なバンケットルームをリーズブルにご提案

ホリデイリゾート＆スパグアム

最大350名収容（立食形式）の大型バン
ケット「マイクロネシアンルーム」を
はじめ、小規模グループに最適な各種
宴会場を備えております。なかでも、
グアムならではの開放感ある屋外宴会
場「バニヤンポイント」や「クリフサ
イド」、またプレミアタワー12階の「ア
ゾテアルーム」は、タモン湾の眺望が
楽しめるバンケットとして人気です。

グアムならではの
開放感ある宴会場が人気

ヒルトン グアム リゾート＆スパ

グアム・コンベンション・センターで
は、デュシタニ グアム リゾートのご
宿泊者以外のご利用が可能になりまし
た。最新技術を駆使した設備や最高級
のフード＆ビバレッジなど、ハード、
ソフトともにクオリティの高さが評価
されているほか、各団体からのリクエ
ストには、専門のイベントチームが対
応し、イベントを成功に導きます。

グアム最大のMICE施設
「グアム・コンベンション・センター」

デュシタニ グアム リゾート

グアムリーフホテルの宴会場「ベイ
ビュー」は、ビーチタワーの最上階18
階に位置しており、タモン湾を一望す
ることができます。お勧めはサンセッ
トから夜景に変わる時間帯のディナー
パーティー。会場内に足を踏み入れ
ると思わず写真を撮りたくなる絶景。 
高層階から海とタモンの街を眺めなが
ら思い出に残るパーティーを演出致し
ます。

タモン湾が一望できる
サンセットディナー

グアムリーフホテル

オンザビーチでショッピングエリアも
徒歩圏内、多様なアレンジが可能な
オーシャンビューの大小バンケット
ルームや７種類のレストランやバーが
あり、プールサイトパーティーも対応
可能です。
広めの客室に快適な睡眠をご提供する
ウェスティンオリジナルのへブンリー
ベッドやへブンリーバスも全室に完備
してます。

多様なアレンジ可能な団体プラン

ウェスティン リゾート グアムグアム政府観光局では、MICEサポートプログラムや修学旅行
の下見のサポートなど、旅行会社の販売増につながる実効性の
高いサポートを継続し、団体需要の底上げを図っていく。グア
ム現地各社の「おすすめ団体プラン」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」／タイトル
（20文字程度）／本文（150字程度）／画像1点

17ページに続く

オンワードビーチリゾート最大の魅力
である「ウォーターパーク」を３時間
貸切できるスペシャルなパーティー 
プラン。夕暮れ時の前半には、各種ア
トラクションや綱引き・宝探しなどの
チームビルディングを。後半は、生演
奏・ショー付きの炭火焼BBQをお楽
しみください。非日常空間で思い出に 
残るパーティーとなること間違いなし
です。

宿泊者限定！
オンワードスプラッシュパーティー

オンワードビーチリゾート

タモンのホテル街から車でわずか 
約10分、遠浅で穏やかなタムニング地
区のアガニア湾に面し、約2000坪の
広々とした白い砂浜が広がる美しい場
所に新ビーチリゾートがオープンしま
した。団体旅行に最適なポイント制の
チームビルディングプログラムをはじ
め、生徒たちの一生の記憶に残る修学
旅行プランを各種ご用意しております。

新ビーチリゾート施設がグアムに登場

グアム・オーシャン・パーク
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BG Tours (Baldyga Group)BGツアーズ（バルディガ・グループ）

各種団体グループにベストな体験を

　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。新しいマジシャン、チェイス・
ヘイスティを迎え、ショーの内容をリ
ニューアルした。新しいショーでは、イ
リュージョンがパワーアップ。客席から
の参加シーンが増え、ステージとの一体
感がアップし、よりショーの迫力を感じ
やすくなったと好評を得ている。ここで
しか見られない感動の最新ステージ・テ
クノロジー、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、サンドキャッスルの名物ともい
えるホワイトタイガーに昨年11月、２頭
の赤ちゃんタイガー「ジーナ」と「アリ
タ」が誕生。この２頭の誕生により、今
後合計６頭のタイガーがサンドキャッス
ルのショーで活躍する予定で、目が離せ
ない。
　これらのステージをプロデュースする
のは、オーナーのマーク・バルディガ氏。

大物アーティストの公演を手掛けた演出
家も製作に加わり、世界最高レベルのエ
ンターテイメントを提供する。常に新し
い演出が加わり、最新のショーを展開す
るサンドキャッスル。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
でも何度でも迫力のショーが楽しめる。
　2020年12月でサンドキャッスルは30周
年を迎える。30周年を記念して最新の
ショーのオープンを予定しているので、
期待したい。

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。

　「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「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。
　「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、４種のメイン料理（ロブスターテイ
ル、牛フィレステーキ等）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）。

今年はサンドキャッスル30周年
新しいマジシャンを迎え、2020年最新のショーを展開

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16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。今年
も夏休み期間中には、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「タオタオ・
タシ」ビーチディナーショー。タモンエ
リア内にあり、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、2018年７月に就
任したエグゼクティブシェフが作る焼き
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！

https://bestguamtours.jp/shows/sandcastle-guam/

「サンドキャッスル」ディナー＆ショー

https://bestguamtours.jp/shows/taotao-tasi/

「タオタオ・タシ」ビーチディナーショー

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
ジパフォーマンスが楽しめる。
　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
れのファミリーも利用しやすい。2018年
度より、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。

ご予約・問い合わせ（全ツアー共通） TEL: 671-649-7263（グアム）　 LINEからの問い合わせ  LINE ID: BGTours　 資料請求  TEL: 0120-974-854  e-mail: ereservations@baldyga.com

ホームページ： https://bestguamtours.jp/
Facebook： https://www.facebook.com/bestofguamjp
Instagram： https://www.instagram.com/bestofguamjp 
Twitter： https://www.twitter.com/bestofguamjp
ブログ： https://ameblo.jp/bgtours
LINE ID： BGTours ※日本語で対応可能です。※LINE電話でのお問い合わせも受け付けています。

※LINE電話でのお問い合わせも受け付けています。

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。
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BG Tours (Baldyga Group)BGツアーズ（バルディガ・グループ）

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://bestguamtours.jp/cruises/ride-the-duck/

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４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。出発
地の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://bestguamtours.jp/cruises/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」。このほど、
ドルフィンウォッチングも加わった。船
内でグアム伝統の「チャモロ料理」を味
わいながら、ドルフィンウォッチングを
楽しめるとあって、さらにお得なツアー
となった。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。まさに「グ
アムでベストな体験」だ。
　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
プランにピッタリだ。
　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。
　ドルフィンウォッチングの追加によ
り、ツアー時間はサンセットの時間に合
わせて変更するので、ホテル送迎時間は
確認のこと。

https://bestguamtours.jp/bars-clubs/globe-nightclub/

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://bestguamtours.jp/bars-clubs/beach-bar-grill/

「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。新しくエクゼ
クティブシェフが就任してメ
ニューを一新。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24時（料理は21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BGツアーズで
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「タオタ
オ・タシ」ビーチディナーショーでは、
６歳未満は無料で、ファミリーがより参
加しやすい設定だ。
　さらに、家族需要が増える夏休み期間
（7月1日～9月30日）には、サンドキャッ
スル30周年を記念して、BGツアーズの
各ツアーで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、
子供料金が特別料金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づくり、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「タオタオ・タシ」
ビーチ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

ご予約・問い合わせ（全ツアー共通） TEL: 671-649-7263（グアム）　 LINEからの問い合わせ  LINE ID: BGTours　 資料請求  TEL: 0120-974-854  e-mail: ereservations@baldyga.com※LINE電話でのお問い合わせも受け付けています。

ドルフィン
ウォッチングも

楽しめる！

New!

サンドキャッスル30周年記念!
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MICE Product ②グアム現地各社のおすすめMICEプロダクト②

グアム現地各社の「おすすめ団体プラン」②

お子様からお年寄り（8歳から80歳）ま
で、グアム島政府指定の“海洋保護区”
で、気軽に海中散歩が楽しめます。講
習はたったの５分間。眼鏡を掛けてい
ても、コンタクトをしたままでも大丈
夫。顔や髪の毛は濡れないので、メイ
クや髪の毛はくずれません。1997年
創業以来、60万人以上の方を竜宮城へ
お連れしています。

必要なのは水着だけ！
誰もが安全お手軽海中散歩

グアムシーウォーカーツアーズ

グアム最大のクラブで、収容人数は
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
きます。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です。

グアム最大のクラブ・スペース
イベント会場、二次会にも

クラブ「グローブ」

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
どに対応できます。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ま
す。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
ビューポイントです。

タモン地区唯一の
ビーチ・バー

「ザ・ビーチ」レストラン＆バー

ショーの貸切だけでなく、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、式典や表彰
式などの貸切用特別プランを用意して
おります。また、修学旅行向けには、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
ジツアーもございます。

全500席、グアム最大級の収容規模を誇る
ディナーシアター

「サンドキャッスル」ディナー＆ショー

タモンの中心地にある観光客なら一
度は立ち寄るグアム最大のセレクト
ショップです。チョコレートやクッ
キー、お土産からコスメ、ベビー＆キッ
ズ、玩具から最旬のファッションまで
幅広いセレクションで修学旅行の学生
やファミリー層にも人気。お得なプロ
モーションも随時開催中です。

グアム最大の
セレクトショップ

JPスーパーストア

ローカルお墨付きお昼の鉄板焼きセッ
トメニューは、とにかくリーズナブル
でボリュームもあり、満足のいくも
の。陽気な鉄板シェフがおもてなしし
ます。11名ずつの個室が2部屋あり、
22名一緒に鉄板焼きをお楽しみいた
だけます。

行列のできる
グアムの老舗和食レストラン

ジョイナスけやき

９ホールを貸し切り利用し、ペースを
気にすることになく、初心者の方も楽
しくプレイ可能です（レンタルクラブ
有）。レストランや100名収容可能なカ
ンファレンスルームを併設、表彰式な
どにもご利用いただけます。全室60部
屋の併設ホテルには、プールやテニス
コートもあり、スポーツを絡めた団体
旅行におすすめです。

貸し切りゴルフコースプラン

スターツ グアム ゴルフリゾート

タモン湾の夕日を見ながらのバーベ
キューは格別。海を正面に望む180席
と木陰の涼しいスペース170席を合わ
せ、全350名の収容が可能です。複数
のグループが同じ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
使い勝手がよいと評判です。

ビーチの真横でセルフバーベキューなら
セイルズＢＢＱ

セイルズバーベキュー

流れるプールやボディーボードが体験
できるフローライダーなど10本のス
ライダーと９種類のアトラクションで
子供から大人まで楽しめるウォーター
パークです。グアムプラザリゾート＆
スパの宿泊客は滞在中無料でご利用い
ただけます。

グアムプラザリゾート＆スパの宿泊客は
滞在中無料！

ターザウォーターパーク

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。ビュッフェ
スタイルで600名、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です。さら
に同エリア内のレストラン＆バーを加
えれば、最大1000名収容可能に。す
べて屋根付きなので、急なスコールの
際も安心です。

グアム最大級の「オン・ザ・ビーチ」の
イベントスペース

「タオタオ・タシ」ビーチディナーショー

事前に連絡いただければ、団体様へ特
別にお土産スペシャルパッケージをご
用意いたします。
人気のゴディバ、マーケットコレク
ション、エブリシンググアムなどのお
菓子の箱や、最近登場したグアム産
ウェルネスブランドの商品をパッケー
ジにして、価格もお求めやすく、お持
ち帰りやすくご提供します。

お土産スペシャルパッケージ

T Galleria by DFS, GUAM

ビーチサイドのレストランでカニや貝
などのシーフードをピリ辛のソース
に手づかみで絡めて食べる体験型メ
ニューは、数々のメディアでも取り上
げられグループのお客様にも人気で
す！ぜひお客様におすすめください。

手づかみで豪快に食べるクラッキンクラブ

ナナズカフェ

会社の社員旅行、グループ旅行、家族
旅行など、グループでの移動ならバン
がおすすめです。７人乗りバンなら車
内もゆったり、みんなでわいわい楽し
めます。

グループにはバンがおすすめ

ハーツレンタカー

グアムで唯一、現地資本の会社として
受け入れを行っている総合ツアーラン
ドオペレーターです。修学旅行や大型
団体向けに、花火打ち上げ、チャモロ
ダンスチームや音楽バンド手配、テー
マに合わせた舞台音響機器設置など大
掛かりなものから、車いす貸し出しや
慰霊用花輪など小さなものまで手配し
ております。お気軽にご相談ください。

団体旅行の取り扱い強化

パシフィックアイランドホリデーズ

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
グ料理が味わえます。50名以上の料金
で貸切が可能です。最大65名まで収容
できる、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
旅行向けプランにピッタリです。２階
デッキ席を予約できる「VIPプラン」
は、毎晩２グループ限定です。

ドルフィンウォッチングも加わり、さらに豪華に

BIG サンセット ディナークルーズ

フィッシュアイマリンパークのディ
ナーショーは、「ショーも食事もグアム
No.1！」と地元誌も評したツアー。
本場タヒチのコンテストで上位入賞経
験のある実力派をそろえたダンスチー
ム＋豪華ビュッフェで、リピーターの
多さも納得。社員旅行の実績も多数、
貸切対応は大人140名様から。
サンセットクルーズ付コースもお勧
め！

ショーはもちろん食事も大好評！
ディナーショー

フィッシュアイマリンパーク

オーシャンビューでガーデンも付い
た「ブルーアステール」と、オーシャ
ンビューの「テ・キエロ」は海の目の
前で全部屋個室・完全予約制レストラ
ン。すべてコース料理でご提供してお
り、２名様からでもタモン、タムニン
エリアであれば無料送迎が付いており
ます。レストランからの眺めはグアム
で1番といっても過言ではありません。

3種類からお選びいただくコース料理
2～40名様まで可能

「ブルーアステール」「テ・キエロ」

36名乗りの水陸両用車を４台用意し、
グループの貸切にも対応します。サン
ドキャッスルを出発し、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海上へダイブ。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です。また出発地
のサンドキャッスルはタモンの中心地
区にあるのでアクセスもスムーズです。

グアム初の水陸両用車ツアー

ライド・ザ・ダック グアム

「グアム島みどころ満載バスツアー」で
は、21名以上の団体お申込みには専用
車を無料でご手配いたします。経験豊
富な日本人ガイドが同行しますので、
ツアー中のコミニケーションも安心。
修学旅行や企業の団体旅行など専用車
手配が欠かせないプランには、輸送会
社ならではの車両手配が可能な当社に
お問い合せ下さい。

グアム島みどころ満載バスツアー

ラムラムツアーズ＆トランスポーテーション

グアムプラザリゾート＆スパ内ロビー
にある隠れ家的な存在「ルーツヒルズ
グリルハウス」ではコースディナーが
４種類に増え、３コース$60、４コー
ス$75、５コース$90、トマホークコー
ス$120とお値段もカジュアル価格。
キャパシティは200名でウエディング
のアフターパーティーにもおすすめで
す。

本格的なステーキコースディナーがおすすめ

ルーツヒルズグリルハウス

12ページより続く

メインイベントから２次会等のアフターパー
ティーまで、お客様のイベントが最高のものに
なるようにトータルコーディネートでご提案
が可能です。サンドキャッスルディナーパー
ティー&グローブで２次会貸切利用、タオタ
オ・タシでの貸切イベント&ザ・ビーチでのア
フターパーティー等、いろいろな組み合わせで
オリジナル性の高いイベントが可能です。

バルディガグループのツアーで
お客様のニーズに合ったパーティー、イベントを実現！

BALDYGA GROUP（バルディガグループ）
(サンドキャッスル／タオタオ・タシ ビーチディナーショー／BIGサンセットディナークルーズ／
ライド・ザ・ダック グアム／グローブ／ザ・ビーチ レストラン&バー）
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ファミリー向けサービスが充実
人気の「シッキールーム」

　PICグアムの主力マーケットはファミ
リーだ。未就学児から子供まで幅広い
キッズ向けプログラムを充実させること
で、家族一緒に楽しく安心して滞在でき
る環境を用意。さまざまなタイプのファ
ミリー層の受け入れで高い評価を受けて
いる。
　赤ちゃんを連れた若い夫婦をターゲッ
トにした「シッキールーム」が引き続き
好評。ロイヤルタワー３階から５階に合
計18室を設定しており、PICグアム独自
の厳しい基準とPICらしい楽しさを組み

合わせ、廊下に
も子供が喜ぶ楽
しい演出を施し
ているほか、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。

　また、ファミリーにはツインベッド３
台を設置し、一部屋に６名までの滞在が
可能な「ファミリーデラックス」も人気。
全部で15室。引き続きホールセールでの
販売も強化していく。
　さらに、０歳から４歳の未就学児を持
つファミリー向けの特典やプログラムに
も力を入れている。ベビーカー、ベビー
ベッド、ベッドガードや電子レンジの貸
し出しのほか、ディナーショーでのキッ
ズドリンクの無料提供、５歳以下の子供
を対象にレストラン「スカイライト」で
の食事無料、砂遊びセットのプレゼント
などを用意。パッケージ商品に組み込む
ことで、年間を通じたファミリーの送客
を旅行会社に働きかけている。

キッズ向けプログラムは新たな展開へ
キッズギブアウェイも変更

　PICグアムでは、子供向けにさまざま
なプログラムを提供している「キッズク
ラブ」と、宿泊者の１歳から３歳の未就

ファミリーからグループ、ラグジュアリーまで幅広いマーケットに対応する総合リゾートとして、PICグアムは長年にわたって日本の旅行会社から高い評価
を受けている。ファミリー市場ではキッズ向けプログラムが充実。グループでは、多彩なアクティビティや豊富な宴会場などでインセンティブや修学旅行の
ニーズに応えている。今年5月には、新しいエンターテイメントも誕生する予定。さらにリゾートとしての価値を高めていく。

多彩なプログラムや豊富な施設がそろう総合リゾート
ファミリー、団体からラグジュアリーまで幅広い対応力

学児を対象とした無料託児所「リトル・
キッズクラブ」を、敷地南側のスパがあっ
た場所に集約。名称も「キッズ・ビレッ
ジ」に変更する。
　親子で楽しめる施設としては、リゾー
ト内のカルチャーアクティビティセン
ター「グマチャモロ」も引き続き人気だ。
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固有の文化を
家族一緒に体験することができる。

　また、PICグアムのオリジナルグッズ
がもらえることで好評を得ている子供向
けキッズギブアウェイについて、これま
で３ヶ月ごとに内容を変更していたが、
今年から水鉄砲、ペンケース、貯金箱の
３種類のシッキーグッズの中から選んで
もらう形式に変更した。７月〜９月の夏
期については、さらにシッキーウォッチ
が加わり、選択肢は４種類に増える。
　このほか、ロイヤルクラブ以上のカテ
ゴリーに宿泊している子供（０〜11歳）
向けには「キッズクーポンブック」の進
呈を継続している。提供されるクーポン
と受け取り場所は、タピオカドリンク１
ドル引き（カフェエスプレス）、（S）チッ
プス１袋無料（シッキースナックシャッ
ク）、ドーナツまたはクッキー１つ無料
（カフェエスプレス）、スペシャルキッズ
ドリンク１杯無
料（サンセット
BBQ）、ポップ
コーン１袋無
料（サンセット
BBQ、または
シッキー・ス
ナック・シャッ
ク）、綿菓子１つ
無料（サンセットBBQ、またはシッキー・
スナック・シャック）、風船１つ無料（サ
ンセットBBQ）、おもちゃ１点を10％割
引（ブティキ）。それぞれ対象となる場所
で利用することができる。

さまざまなサイズの団体に対応

　ファミリーに加えて、各種グループの
受け入れが充実している点もPICグアム
の強み。企業のインセンティブや社員旅
行、修学旅行などさまざまなタイプの団
体を受け入れており、その対応能力はグ
アムでも随一だ。広いリゾート内にはさ
まざまな目的で利用可能な施設が整って
いることから、大型団体のみならず25名
以上の中規模団体にも訴求を強めている。
　このほか、500席の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アレンジした壮
大なエンターテイメントショーを提供。
　団体向けプログラムとしては、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）も引き続き好評
だ。広いウォーターパークで、クラブメ
イツの司会進行で水上玉入れ、カヤック
競争、水中綱引き、水中バレーボールな
どバラエティ豊かな競技をチーム対抗で
競うもので、単なるレクレーションだけ
でなくチームビルディングの機会として
も利用されている。

　企画と運営は、専門的な知識と長年の
実績を持つスポーツ、エンターテイメン
ト、アクティビティの専門部署（S.E.A.）
が担当。企画を提案するだけでなく、オー
ガナイザーからのユニークなアイデアに
も応えている。
　屋内の宴会場としては、着席で110席の
バンケットルームの「タサ」と「イサ」
を用意しているほか、メインダイニング
「スカイライト」は700名を収容すること
ができ、大型インセンティブ団体の食事
にも十分対応ができる。

新たにサーカスショーも
オープン予定

　新しいトピックスとしては、インドア
のテニスコート、バドミントンコートと
して、また大型のパーティーに使用され
ていた「パシフィックパビリオン」が新た
にサーカスショーの常設地となる。オー
プンは今年夏を予定している。水曜日を
除く毎日２回公演を予定している。グア
ムの新しいエンターテイメントとして話
題を呼びそうだ。

リゾート内で多彩なダイニング体験
カジュアル料理から本格日本料理まで

　リゾート内に多彩なダイニングが揃う
のもPICグアムの強みのひとつだ。メイ
ン料理に加えて、サラダバーとデザート
バーを設けるフレンチアメリカンレスト
ラン「ビストロ」では、よりカジュアル
に食事を楽しむことができる。
　ウォーターパーク内にある「シッキー・
スナック・シャック」では、アイスキャ
ンディー、クッキー、綿菓子などスナッ

ク類だけでなく、ランチとしても利用で
きるハンバーガーも提供している。
　このほか、日本料理「花城」、「らーめん
ハウス北海道」、「サンセットバー&バー
ベキュー」とバラエティに富んだダイニ
ングを楽しむことが可能だ。

ラグジュアリー向けに
「ロイヤルクラブプレミアム」
ワンランク上のサービスを提供

　ラグジュアリーマーケット向けには、
一般客室のなかでは最上位のカテゴリー
になる「ロイヤルクラブプレミアム」の
訴求を高めている。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、子供用スリッパや歯ブラ
シも提供している。またハウスキーピン
グの時間帯は午前と午後から選択するこ
とも可能になっている。

　夕方にはスイートルームと同様にター
ンダウンサービスを提供するほか、チョ
コレートをベッドの上に置くことなどで
特別感を演出。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可能だ。ワン
ランク上のリゾート滞在を楽しむこと
ができることから、PICグアムではハイ
エンド旅行者やウェディングやハネムー
ナーなど特別な旅行者向けに提案してい
る。

Pacific Islands Club GuamPICグアム

PICのマスコット「シッキー」が描かれた
シッキールームの廊下

子連れファミリーが安心して宿泊できる
「シッキールーム」

赤ちゃん連れに嬉しい
アメニティを用意

１～３歳児「リトル・キッズクラブ」、4～12歳対象の
「キッズ・クラブ」を集約し、「キッズ・ビレッジ」を新設

リゾート内でカルチャーアクティビティを体験
「グマチャモロ」

ロイヤルクラブ以上のカテゴ
リーに宿泊している子供には
様々な特典をプレゼント

500席のディナーショー施設「アンフィシアター」

PICグアム・オリジナルの団体向けプログラム
「ウォーターオリンピック」

屋内宴会場「タサ」「イサ」

洗練されたフレンチアメリカンレストラン「ビストロ」

最上位カテゴリー「ロイヤルクラブプレミアム」の客室

ロイヤルクラブ以上の宿泊者が利用できる
ロイヤルクラブラウンジ
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•	人魚メリッサとスイミング
•	カルチャーハット
•	 	シッキーと写真撮影
•	泳げる水族館
•	パターゴルフ

•	リトルキッズクラブ
•	イブニングキッズクラブ
•	ビーチフロントのヨガレッスン
•	カヤックラグーン
•	アーチェリー

www.picresorts.jp

PICならではのアクティビティーを
ご用意してお待ちしております

PICのプロモーションビデオは
こちらから
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南国らしいカラフルで印象的なウォールアートが続々登
場中のグアム！街に出れば、島中でキュートなアートに
出会えるはず。さあ、最新フォトスポットで、最強の写
真映えを狙っちゃおう！

AtoZ in GUAMAtoZ in GUAM

キュートな最新フォトスポット！

グアムに来たなら、BBQは外せない！おいしさはもちろ
ん、ロケーションだって3つ星なのが「セイルズBBQ」。
オン・ザ・ビーチのテラスでサンセットを眺めながら、
お肉もシーフードもどんどん焼いちゃおう！

海の上のサイクリングなら、もっと、サイコーに気持ちい
い！「イサ・アクアスポーツ」の水上自転車に乗れば、
どこまでだってプカプカ、スイスイ進めちゃう。潮風を
全身に浴びてかけぬけよう！

『やりたいコトぜんぶ、グアムでどう？ AtoZ in GUAM 
思い立ったらGOING!』広告キャンペーン
　グアム政府観光局は、春から夏にかけての旅行需要喚起を目的に、『やりたいコトぜんぶ、グアムでどう？ AtoZ in GUAM  
思い立ったらGOING!』広告キャンペーンを1月下旬から展開している。今回の広告キャンペーンでは、グアムをアルファベッ
トのAtoZで表現し、26種類の「やりたいコト」を紹介。海辺のアクティビティ、グアムのリバークルーズやオフロード・アド
ベンチャー、チャモロ文化などの自然や歴史をはじめ多様なグアムの楽しみ方をアピールしている。
　広告キャンペーンは、首都圏主要駅を中心に、中吊りや車内モニターを使用した交通広告の他、駅構内のポスター、デジタル
サイネージ、屋外ビジョンで広告展開するほか、キャンペーンの特設ウェブページを設け、AtoZをさらに詳しく紹介している。

AtoZ in GUAM 思い立ったらGOING!広告キャンペーンURL　http://atoz.visitguam.jp/

グアムは島中どこでも免税だから、お買い物がとにかく
楽しい！ぜったいにチェックしたいのが倉庫型スーパー
「コストユーレス」。滞在中の食料からばらまき用のお土
産まで、掘り出し物を探してみよう！

食事をしながら伝統あるチャモロダンスショーを楽しめ
る、「シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート」の「ベ
イサイド・バーベキュー」！さあ、とってもアツくてス
ペシャルな夜を過ごしちゃおう！

グアムの上空2,400ｍからスカイダイビング！グアム
島の海と森のコントラストを楽しむ遊覧飛行と、時速
200kmで落下する独特の浮遊感。南国の空に飛び立っ
て、感動とスリルを味わおう！

名物の海越えホールにチャレンジ！世界ベストゴルフ場
100にも選ばれた「オンワード・マンギラオ・ゴルフク
ラブ」のシーサイドコース。ジャングルと荒波に囲まれ
て、エキサイティングなゴルフをプレーしよう！

たっぷり遊んだあとは、リゾートスパで癒しのひととき
を。高い技術力が自慢の「スパ・アユアラン」で自然の
エネルギーをチャージ！日常から解き放たれる極上のリ
ラクゼーションを堪能してみて！

もっと、もっと、いろんな刺激を求めるあなたに！グア
ムの先住民チャモロの歴史や生活を体験できる、「バレー
オブザラッテ」のツアーがおすすめ。未知の文化にふれ
れば、新しい自分に出会えるかも！？

水上バイクの噴射力で空中へ大ジャンプ！「アプラ・ダ
イブ・マリン」のフライボードは、一度体験する価値あ
り。波の少ないアプラ港内の海だから、初心者でも安心
して空中浮遊が楽しめちゃう！

グアム島内のいたるところで見かける、ラッテ・ストー
ンを知ってる？グアムの象徴とも言われるこの遺跡が並
ぶ「ラッテ・ストーン公園」はぜひ訪れて！古代遺跡に
ふれてスピリチュアルなパワーを手に入れよう！

せっかくグアムに来たなら、グアムのこともうちょっと
学んでみない？古代から現代まで、グアムの歴史を集め
た「グアム・ミュージアム」は見どころたっぷり。歴史
を知ればきっと、もっと旅が楽しくなるはず！

絶景サンセットにカンパイ！ 海の上をかけぬけちゃえ！

どこで買ってもDUTY FREE！ 最高にHOTなディナーショー！ ここにしかない感動とスリル！

目指せコバルトブルーの海越え！ 遊びつくしたあとの極上スパ！ チャモロの文化にふれてみよう！

スカイブルーの大空で空中散歩！ ディープな遺跡ラッテ・ストーン！ グアムがまるっと分かる博物館！
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AtoZ in GUAMAtoZ in GUAM

ゼッタイに外せないビーチはやっぱり、グアムで一番華
やかな「タモン・ビーチ」にぜひ！遠浅のキレイな海で１
日中、ゆっくりたっぷりリゾート感を満喫しちゃおう！

Hafa Adai ！（こんにちは！）大人気のおしゃれカフェ
「フィズ＆コー」では、キュートな店員さんや現地のお客
さんとの会話も楽しんじゃおう！仲良くなったら、最後
は一緒に記念写真も忘れずに！

グアム唯一の水族館「アンダーウォーターワールド」で水
の中へ！ヘルメットをかぶるだけのシートレックなら、
誰でも簡単にダイビング気分を味わえる！お手軽な水中
散歩にチャレンジしちゃおう！

グアムでもっとも有名な景勝地「恋人岬」。名前のとおり
カップルのデートにはもちろん、みんなにおすすめの絶
景スポット！海抜112mの断崖にあるビューポイントか
ら、タモンの海を眺めよう！

あこがれのリゾートウエディングは、グアムがおすすめ。
日本に近いから家族や友達だって呼びやすい！「アール
イズ・ウエディング」のチャペル「ジュエル・バイ・ザ・
シー」で、一生忘れられない日を過ごそう！

ドライブだって、エクストリームなアクティビティに！
ジャングルの道なき道を、オフロードカーでかけぬける
快感。さあ、「グアム・アドベンチャーズ」でグアムの大
自然をワイルドに体感しよう！

海に浮かべたロングボードの上でヨガをするSUPヨガに
注目！まるで海と同化した感覚で、カラダとココロのリ
ラックスにもつながるとか。美しい夕暮れをバックにヨ
ガをすれば、もっとキレイになれちゃうかも！？

お昼寝こそが、グアム最高のアクティビティ！？ビーチ
の木陰で、波の音と潮風を感じながらハンモックに揺ら
れる。喧騒から離れた「ココパーム・ガーデン・ビーチ」
ならではの、チルアウト体験に癒されて！

タモンの中心地にある、南国感溢れる「ターザ・ウォー
ターパーク」。ここは、みんなで気軽にウォーターアク
ティビティを楽しめる、巨大な水の遊園地！さあ、思う
存分遊んじゃおう！

「バレーオブザラッテ」のジャングルクルーズは、本物の
ジャングルを進むから、子どもから大人まで誰でも一瞬
で探検隊気分に。タロフォフォの大自然の中で、ワクワ
クする大冒険に出かけよう！

グアムの潮風と一緒に走れば、気持ちよさ100万倍！ど
こまでも続く青い海を横目に、どこまでもまっすぐな海
沿いの道を、どこまででも走る。いつもとはひと味違っ
た朝ランをしてみよう！

１日のはじまりは、やっぱりステキなモーニングから。
ビーチフロントにあるカフェ「トゥリ・カフェ」で、モー
ニングメニューはいかが？ハガニア湾の壮大な海を眺め
ながら、ゆったりとした朝の時間を楽しもう！

リラックス派のナイトライフは「レオパレス・リゾート・
グアム」のスターウォッチングで決まり！大きな天体望
遠鏡を覗きこめば、南半球のグアムならではの星や星座
にも出会えちゃう！

まるで海と一体になったかのような壮大な景色を楽しめ
る、「シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート」のイン
フィニティプールがとにかくすごい！気分は海外セレブ
で、OH MY GOD ！な時間を過ごしちゃおう！

最高の１日がはじまる予感！ 日本じゃ見れないめずらしい星も！ 広がる絶景インフィニティ！

大人だって思いっきり遊べちゃう！ リアルすぎるジャングルクルーズ！ さわやかな潮風とランニング！

何度でもプラッと訪れたいビーチ！ 話題のカフェでは国際交流も！？ 魚みたいに水中を歩ける水族館！

ロマンチックな伝説の展望台！ 南国の空と海がふたりを祝福！ 道なき道をエキサイトにGO！

体幹トレーニングだって海の上で！ 静かな海辺で何もしない贅沢を！
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6割の若者に
海外旅行の働きかけを

　今回「ハタチの一歩」のプロジェクト
で設定されたコースは、グアムや東南ア
ジア、東アジアの全12コース。延期となっ
た香港以外の11コースが11月〜12月に催
行され、香港に参加予定だった20名を除
く合計172名の若者が人生初の海外旅行
を体験した。
　「ハタチの一歩」プロジェクトの狙いに
ついて、JATAの權田昌一海外旅行推進
部長（当時）は、「若者のうち旅行好きで
放っておいても海外に行く者が２割、何
があっても行かない者が２割。残りは海
外旅行に関心はあるが、きっかけをつか
めない人達だ。この６割の若者を海外旅
行に連れ出すきっかけを作っていくこと
が大切だと考えている」と説明する。果
たして狙い通りの効果が得られるのだろ
うか。

期待に応える
若者たちの能力

　このグアムコースに同行取材し、旅行
業界の期待に十分応えられる印象を受け
た。理由の第一は、参加した若者たちの海
外旅行体験に対する吸収力や理解力の高
さだ。また現在のハタチの若者たちは、
参加者同士で楽しく時間を共有し、なお
かつその結果を発信する能力が高いこと
も理由だ。参加者は「単に無料の海外旅
行目当ての若者たち」ではなく、海外旅
行の意味や楽しさを伝える、いわば「海
外旅行のPR大使」としてふさわしい参加
者たちだった。
　楽しむ能力と発信力の高さという点で
例を挙げれば、象徴的なのは体験をビ
ジュアルに楽しみ伝える能力だ。グアム
は「#インスタグアム」プロモーション
を展開しており、複数のインスタスポッ
トを訪問した。参加者はどのスポットで
も仲間同士ですぐに写真映えするポーズ
と構図を決めて撮影し、十分楽しむと同
時に、グアムが持つビジュアルの魅力を
SNS経由でダイレクトに発信する能力の
高さはスマホ世代ならではのものだ。

海外旅行が持つ
国際交流の力も再認識

　海外旅行という体験を自分の中に取り
込み、消化する点においても、能力の高
さを認識させられた。「ハタチの一歩」で
は、各コースとも観光庁及び外務省の協
力を得て大使館や領事館を訪れたり、在
外公館の職員の話を聞く機会を設けてい
る。グアムでは副領事が講演を行い、日
本とグアムのかかわりについて、戦争中
の出来事を含めて真正面から語った。「綺
麗なビーチを歩いていると信じられない

若者の海外旅行離れが過大視されるなか、JATAと観光庁がタッグを組んで今年から
スタートしたのが「ハタチの一歩～20歳　初めての海外体験プロジェクト～」。これ
まで海外旅行に縁のなかった20歳の若者約200名を無料で海外旅行に招待し、その魅
力を体験してもらうというもの。全12コースのうち、最も多く希望者を集めたのが
グアムのコース。若者の旅行需要の課題解消へ向けた一歩となることが期待される同
コースに同行取材した。

若者の海外旅行離れ対策に業界が“初めの一歩”
「ハタチの一歩」プロジェクトが示した可能性

が、ここで実際に75年前までは激戦が繰
り広げられ多くの犠牲者が出た。祖父母
世代の尊い犠牲の上に今のグアムがあ
り、悲惨な過去にもかかわらずこれだけ
親日の島になっている事実から何を学ぶ
べきか考えてほしかった」という思いを、
若者に語り掛けた長谷川一城副領事の話
は参加者に理解された。ビーチリゾート
を期待して参加した若者たちに、真意が
伝わるのだろうかという心配は杞憂だっ
た。
　質疑応答では若者から質問が相次ぎ、
長谷川副領事が「米国がグアムを統治し
ていることに対する地元住民の感情につ
いての質問など積極的な問題意識に感心
した」と驚くほどだった。ある女性参加者
は「一般の旅行者が、戦争時の体験をグ
アムの人たちから
直接聞ける機会は
ありますか」と尋
ね、副領事は「旅行
者が戦争体験世代
の高齢者に会える
機会は少ないが、
お年寄を見かけた
ら思い切って声を
かけみてもいいの
では。迷惑がられ
ることはないと断言する。むしろ思いを
寄せてくれたことを嬉しく思ってくれる
はずだ」と答えた。
　かなり大胆な回答だが長谷川副領事は
その真意について「グアムの人々の寛容
さに日本人が応えるとすれば、それは思
いを寄せて話を聞き、それを語り継いで
いくことではないか。机上の空論でなく
私も多くの生存者や遺族と直接言葉を交
わして、そのような気持ちに至っている。
そういう背景からある程度の確信をもっ
て回答した」と説明する。
　参加者と副領事のこうしたやり取り自
体が、若者の吸収力や理解力の高さを示
している。前日に訪れた「太平洋戦争記
念館」でも、戦争当時のグアムに関する
ビデオを全員で視聴。
　同行したJATAの薦田祥司海外旅行推
進部副部長は「参加者の３分の１ほどが
メモを取りながら熱心に視聴していたの
が印象的だった」と振り返る。また「よ
り多くの若者に海外旅行をしてもらうの
がプロジェクトの第一義的な目的だが、
国際交流の意義や価値に触れる機会とし
ても有効だと改めて認識できた。素晴ら
しい講演をしてくれた長谷川副領事と、
それを受け止めた参加者に感謝したい」
とも言う。

幅広い影響力につながる
参加者の多様さ

　グアムコースの場合、449名の応募者の
中から36名を選んだ。選考は、エントリー
シートに記入された海外旅行への思いを
重視したという。学生応募者が多かった
ため、結果的に参加者構成も大学生中心
となったが、選考は学歴や肩書には関係
なく行われ、さまざまな二十歳が海外旅
行を初体験。グアムの場合も、８割は大
学生や専門学校生だったが、会社員や公
務員、就活中の者など多様な若者が参加
した。多様なバックグラウンドを持つ若
者に海外旅行初体験の機会を提供できる
のは、海外旅行業界にとって貴重なチャ
ンスだ。
　それでも当初、業界内からは否定的な
意見も聞こえてきた。「若者はタダで海
外旅行に行けてラッキーと感じてそれで

終わり」という懸念もあった。しかし第
１回目の実施を間近に見た多くの関係者
がプロジェクトの成果に期待できたので
はないか。「一般の若者を連れて行くく
らいなら、パワーブロガーやインフルエ
ンサーの方が効果的」という声も上がっ
ていたが、そうだろうか。インフルエン
サーが海外旅行促進に欠かせぬ存在であ
ることを疑わないが、それとこれとは別
物だ。
　デジタルネイティブ世代は、経済的な
インセンティブが前提となる情報発信
と、たとえば「ハタチの一歩」の参加者が
掛け値なしの感動や喜びを基に行う情報
発信を混同しないはずで、両方の情報の
価値を認めつつ、冷静に分別するはずだ。

グアム政府観光局の
全面的バックアップで実施

　日本側の求めに応じた現地観光局や観
光産業関係者、本邦の出先機関は、それぞ
れ次代を担う若者を十分にリスペクトし
て汗をかいた。たとえばグアムコースは
グアム政府観光局（GVB）の全面的バッ
クアップで実施された。現地行程・プロ
グラムはすべてGVBが考案し、グアム副
領事のレクチャーや、グアム大学体験入
学など、通常のツアーでは体験できない
プログラムが用意された。到着日のウェ
ルカムレセプションでは、日本政府の関
泉総領事が「大変よく練られたプログラ
ムで、私は参加者が羨ましいくらい」と
挨拶したほどだ。

　そのウェルカムレセプションはGVB
がグアムミュージアムを貸し切って主催
したもので、GVB局長が挨拶するなど多
くの幹部が出席。会場ではチャモロダン
スも披露され、若者たちが一緒に踊るな
ど、楽しい雰囲気を盛り上げた。
　グアムは日本人にとって、もっとも身
近なアメリカであり、若者やファミリー
層と中心に高い人気を誇る。海外旅行
の目的地として長年トップ10をキープし
2019年も前年を大きく上回る来島者があ
り、今後の日本人旅行者の増加に期待で
きる。日本の海外旅行業界にとっても、
「ハタチの一歩」のような将来を見つめた
プロジェクトにGVBの全面協力が得ら
れたことは心強い限りだ。
　参加した若者たちは海外旅行業や国際
交流に係る大人たちの思いをきちんと受
け止めていた。GVBは「人生初の海外旅

行にグアムを訪れた」事実を示すGVB
プレジデント及びバイスプレジデントの
署名入り認定証も用意したが、認定証を
フェアウェルパーティーの場で渡すか否
かGVB側が迷う場面があった。立派な
額縁入りで重くかさばる認定証をパー
ティーの場で渡しても、お荷物使いされ
てしまい２次会の間に紛失してしまわな
いか心配したからだ。ホテル帰着後に配
るという案も出た。結局、パーティー会
場で渡すことになったが、参加者たちは
認定証を大喜びで受け取り、皆が関係者
への感謝の言葉を口にし、宝物のように
大切にホテルまで持ち帰っている。

次年度以降は
対象方面も拡大へ

　少なくともグアムでの実施状況を見る
限り、「ハタチの一歩」プロジェクトは大
成功だが、課題もある。全体の応募者が
最終的に2427名にとどまり、当初目標の
１万名を大きく割り込んでしまったこと
もその一つだ。それほど若者に訴える海
外旅行の魅力が衰えてしまったことの方
が問題と思えるが、JATAの薦田副部長
は「それにしても応募が5000名に届かな
かったのは残念。次年度はプロモーショ
ンの設計から考え直し、デジタル広告を
強化するなど対策を施したい」としてい
る。
　「ハタチの一歩」プロジェクトは３年度
計画での実施が決まっており、次年度以
降はアメリカやヨーロッパなどにも対象
方面を広げる計画だ。関係者全員が初回
の熱意を持って同等の旅行実施を継続し
ていくのは至難と思われるが、3回といわ
ずできるだけ長く継続して実施してほし
いものだ。その積み重ねが結局は、海外
旅行への関心を取り戻すための、遠くて
近い道なのではないか。

Special Reportグアム「ハタチの一歩」同行リポート

グアムコースには36名が参加

日本とグアムの歴史を
語った長谷川副領事

認定証に大喜びの参加者と
JATA權田昌一海外旅行推進部長（当時）

認定証の説明をするGVB金子宗司日本代表

グアム大学では英語の授業を体験

グアムのインスタスポットは大好評
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ここから始まる
グアム絶景リゾート旅

470室 全室
オーシャンフロント

鳥が翼を広げたような優美な外観が目を引く
ホテル・ニッコー・グアム。

街並みとのコントラストが美しいタモン湾、
グアムの大自然と恋人岬を望むガンビーチ、
目の前に広がるグアムの素晴らしい絶景を
旅の思い出の１ページに。

Hotel Nikko Guamホテル・ニッコー・グアム

絶妙なロケーション

　ホテル・ニッコー・グアムはタモン湾
の北端にあり、静かな環境がラグジュア
リーな滞在をより寛いだものにしてくれ
る。タモンの中心街の喧騒からは離れて
いながら、中心街までの距離は徒歩圏内
という絶妙なロケーション。Tギャラリ
アまで歩いても10分程度で、ホテルから
のシャトルバスもあるので、雨天時の不
安もない。
　ホテル名からもイメージできるよう
に、ホテル・ニッコー・グアムは日系ホ
テルの象徴的存在、日本人にとっては最
も安心できるホテルの一つだ。ゲスト
リレーションには日本人スタッフまたは

日本語を話すス
タッフが配置さ
れているほか、
日本語の従業員
教育にも力を入
れており、挨拶
など基本的なコ
ミュニケーショ
ンはスタッフ全
員が日本語で行
える。

グアム唯一の全室オーシャンフロントを
特徴とするホテル・ニッコー・グアムは、
タモンビーチのラグジュアリーホテルの
一つ。日系ホテルならではの行き届い
たサービスと安心感は、他ホテルにない
大きな魅力で、グアムの人気ホテルとし
て常に上位にランクされる理由の一つと
なっている。

ラグジュアリーな寛ぎを約束する
日系ホテルの安心感とサービス

スタンダードは3カテゴリー

　ホテル・ニッコー・グアムの総客室数
は470室。全室オーシャンフロントが大き
な特徴だ。客室はスイートとスタンダー
ドの２つのタイプに大別できる。
　スイートは人気の「オーシャンフロン
ト・プレミア・スイート」をはじめとす
る４カテゴリー構成だ。最もお手頃な

「オーシャンフロント・スイート」でも広
さは100㎡（バルコニー含む）で、ラグジュ
アリーホテルのスイートにふさわしい空
間を提供している。

　スタンダードは、３つのカテゴリーが
ある。「オーシャンフロント」（4～8階）は
最も客室数が多く、ツインベッドルーム
が主体。価格帯が最もリーズナブルなカ
テゴリーで、パッケージツアーの商品化
にも最適だ。またトリプルルームの「オー
シャンフロント・トリプル」が30室あり、
家族旅行や学生の卒業旅行向きだ。
　「オーシャンフロント・デラックス」は
９・10階の２フロアにあり、スタンダー
ド・タイプの客室カテゴリーとしては

「オーシャンフロント」と「オーシャンフ

ロント・プレミア」の中間カテゴリーの
位置付けだ。客室アメニティの一部は最
上級カテゴリー「オーシャンフロント・
プレミア」と同等。サービス面でもバス
ローブやウェルカムドリンクを用意する
ことで差別化を図っている。

朝からスパークリングワインで乾杯も

　スタンダードの客室カテゴリーとして
最上級に位置付けられる「オーシャンフ
ロント・プレミア」は11・12・14・15階の
４フロアにあり、「オーシャンフロント・
プレミア」とスイートの宿泊客は「プレ
ミアラウンジ」が利用できる。
　利用客の評価が高いのがラウンジで提
供される朝食（7：00～10：00）の充実ぶり
だ。シェフが目の前で焼くオムレツは大
人気メニュー。このほか日本人宿泊客に
は、おにぎりやいなり寿司、味噌汁も喜
ばれている。さらに、毎朝8:00～10:00は
スパークリングワインも提供。朝から贅
沢に乾杯することも可能だ。このほかカ
クテルタイムにはワインやウイスキー、
各種スピリッツ、ビール、焼酎などを提
供。昼間の時間帯はコーヒー、紅茶等のソ
フトドリンクとスナック類を提供する。

ユニークなMICEプログラムも

　ホテル・ニッコー・グアムでは体験ア
クティビティも充実。無料体験プログラ
ムが月曜から土曜まで日替わりで用意さ
れている。一番人気のプログラムは早朝 

（6：30～7：30）のヨガで、毎朝行われて
いる。ホテルの２・３階部分の吹き抜け 
スペース「ロタンダコート」のオープン
エアーで爽快なヨガ体験を楽しめる。
最近人気のフィットネスプログラム

「ZUNBA（ズンバ）」は水曜日に体験でき
る。
　このほか、ハウスキーピング体験（月）、
バックヤードツアー（火）、カップケーキ
作り体験（木）や、週末には、マジックディ
ナーショーの演者でもあるアヒルなどの
小動物とのふれあい広場（金）、ミニ・キャ
ンプファイヤー（土）も用意している。
　グアムでMICE実施を考える企業や団
体向けのプログラムも充実。日系ならで
はのMICE用プログラ
ムも開発している。た
とえば一度は体験して
みたいと考える日本人
が多い“ビールかけ”。
これをプログラム化し
たのが「ビールファイ
ト」で、ガーデンパー
ティーのオプションの
一つとして25名以上の
グループに提供している（有料）。会社の 
周年記念行事や記録達成記念のイベン
ト、あるいはチームビルディングの素材
として最適なプログラムだ。

開放感のある
ガーデンパーティー

ロビー階に位置しアクセスに便利な「プレミアラウンジ」

目の前に広がる海が魅力の「オーシャンフロントルーム」

ゲストリレーションでは
日本語でご案内
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　旧オーシャンジェットクラブの跡地
に新しく誕生したグアム・オーシャン・
パークは、一日中のんびりと過ごすこと
ができるまさに楽園リゾート。すべての
パッケージにランチが付いており、プラ
イベートビーチの利用をはじめ、カヤッ
クレンタル、シュノーケルマスク、ビー
チバレー、浮き輪、フリスビー、ライフ

タモンのホテル街から車でわずか約10分、「マップル」「ことりっぷ」など、地図や旅行ガイドブックを手掛ける昭文社グループ
運営の新しいマリンアクティビティ施設がオープンした。遠浅で穏やかなタムニング地区のアガニア湾に面し、白い砂浜が広が
る美しい敷地面積約2000坪の広々としたビーチでは、グアム初の海上ウォーターパークや、オフロード仕様のセグウェイ、無人
島へのカヤック＆スノーケリングツアー、ウェイクボードなど、バラエティに富んだアクティビティを一日中楽しめる。

グアムの“楽しい”をプロデュース
新しいビーチリゾート施設がグアムに登場

ジャケット、マリンシューズが何度でも
利用可能だ。一度パークに入れば、一日
中自由に過ごすことができる。
　広々としたウッドデッキを取り囲むよ
うにプライベートビーチが広がり、目の
前には白い砂浜と美しい海が広がる。海
上に浮かぶウォーターパークはグアム
初。滑り台やトランポリンは子供や大人

GUAM OCEAN PARKグアム・オーシャン・パーク

パーク内に一度入れば一日中自由

　マリンブルーの海と大空が無限に広がる大自然とともに、日本ではできない貴重な
ビーチ体験を提案。ビーチアクティビティやマリンスポーツ、そして陽気なスタッフ
たちとの交流を通して、一生の記憶に残るグアムでの思い出づくりをサポートする。
　各アクティビティ催行時には、アメリカ政府公認「WSC（ウォーター・セーフ
ティー・コーディネーター」の資格保有者を配置。常にスタッフが安全確認を行い、
適切な引率・指導で安全性を最優先とする方針を徹底している。

団体旅行に最適！

●ウォーターパーク
●ビーチバレー
●シュノーケルセット
●カヤック
●葉編み工芸教室

ビーチフラッグチーム戦／
バケツリレー／
綱引き／
ビーチクリーンアップ

■教育旅行プラン「基本コース」
南国情緒溢れるグアムのビーチアクティビティを満喫

ジェットスキー、バナナボート、パラセイリング、セグウェイなど

■教育旅行プラン「プレミアムコース」
基本コースに下記アクティビティをプラスするプレミアムコース

小さなグループやよりプライベートな雰
囲気を求める場合、姉妹施設「アプラダ
イブマリン」の使用が可能。タモン地区
から送迎車で約30分、美しい海に海洋生
物が数多く生息する自然豊かなアプラ湾
ファミリービーチにあり、最大収容人数
は80名。グループの貸し切りなど、プラ
イベートな雰囲気が人気だ。

姉妹施設の「アプラダイブマリン」も
団体でグアム・オーシャン・パークを利用す
る場合、ロッカー、テーブル、椅子、ウォー
タータンク、インフォメーションボードを用
意した専用エリアの設営が可能。またデッキ
エリアに最大70名のテーブル＆椅子のアレン
ジができる。70名を超える場合は、デッキエ
リアに加え、ビーチエリアにも専用テントを
設営し、200～300名規模の対応も可能だ。

団体利用には専用スペースを設営

最大５～8チーム
（各チーム代表者1名ずつ参加）
フラッグと反対側に向き、うつ伏せに寝
る。合図と同時にフラッグに向けて走り、
フラッグを掴む。

最大５～8チーム
（各チーム代表者1名ずつ参加）
ビーチフラッグのスタート時に、バットに
頭をつけ10回まわり、その後フラッグに向
けて走り、フラッグを掴む。

1チーム15名程度
ビーチに置かれた大きな空のタンクにビー
チボールが入っており、小さいバケツで海
から水をくみ、そのバケツをリレーして水
をタンクへ。タンクの水をいっぱいにして、
ボールがタンクから出てきたチームが勝利。

最大5～8チーム／1チーム6人程度
リレー形式で走者は股の間にココナッツを
挟み走る。チーム内の人数が少ない場合、
走者はコーンを折り返してきて交代。人数
が多い場合は、片道ずつで交代などで調整
可。

グアム・オーシャン・パークでは、グアムを訪れる教育旅行や社員旅行のグループに、各種チームビルディングプログラムを 
提供している。フレンドリーなローカルスタッフが、グループの結束力を高め、グアムでの楽しい思い出作りをお手伝い。グアム・ 
オーシャン・パークでアレンジ可能な、チーム毎で競えるポイント制のプログラムを紹介する。

全員が手をつないで、その輪の中にフラ
フープを入れ、合図と同時に順番にフラ
フープの輪をくぐり隣の人へパス。一周
回ってきて、もとの場所にいち早く戻って
きたチームが勝ち。手を離した場合は失格。

最大5～8チーム
（各チーム代表者1名または2名ずつ参加）
スタンドアップパドルボード（SUP）また
はカヤックを使って、浜辺から沖のブイに
向かって漕ぎ、Uターンし、戻って交代。
（カヤックであれば、2名1組で乗船可能）

各チーム10名程度のチーム戦

充実の教育旅行プラン

も大興奮間違いなしだ。また、セグウェイ
はビーチでも走行可能で、簡単な講習を
受けた後、専用コースやビーチを専任ガ
イド引率の元で走ることができる。SNS
映え間違いなしのフォトスポットも見逃
せない。もちろん更衣室やトイレ、シャ
ワールームも完備しており、清潔で使い
勝手がよく、子供連れにも安心だ。

5フラフープリレー 6SUPまたはカヤックリレー 7ビーチで綱引き

1ビーチフラッグ 2ぐるぐるバットビーチフラッグ 3バケツリレー 4ココナッツリレー

1位40ポイント、2位30ポイント、3位
20ポイント、4位10ポイント獲得旗を取ったチームは20ポイント獲得旗を取ったチームは20ポイント獲得

1位40ポイント、2位30ポイント、
3位20ポイント、4位10ポイント獲得

1位40ポイント、2位30ポイント、
3位20ポイント、4位10ポイント獲得

1位40ポイント、2位30ポイント、
3位20ポイント、4位10ポイント獲得

1位40ポイント、2位30ポイント、
3位20ポイント、4位10ポイント獲得

生徒たちの一生の記憶に残る旅を

ポイント制チームビルディングプログラム
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GUAM OCEAN PARK
自分スタイルの楽しみ方が選べるプライベートリゾートがグアムに誕生!

タモンのホテルエリアから車で10分のリゾート施設

カヤック＆スノーケル ウェイクボード

GUAM OCEAN PARK
（グアム・オーシャン・パーク）

公式SNSで最新情報やキャンペーンをチェック!
みなさまの旅の思い出をぜひ投稿してください。

INFORMATION

671-969-2211（日本語OK）
現地時間  7：30～18：00（年中無休 ※特定日除く）

グアム・オーシャン・パーク

169 Bishop Flores Street,Tamuning,Guam 96913

8：00〜17：00（年中無休 ※特定日除く）
タモン中心地から車で10分

Instagram & Facebook

グアム

日本 050-3161-8275
日本時間 10：00～19：00（年中無休 ※特定日除く）

guamoceanpark.com guamoceanpark.official @guamoceanpark

#guamoceanparkでグアム・オーシャン・パークに関する
投稿を見ることができます。

HP

フォトショップ
売店
休憩室

13
更衣室＆トイレ12フォトスポット11キッズボート10

バナナボート9パラセーリング8ジェットスキー7スクリーマー6

54 無人島まで行ってみよう！ うねりを乗りこなそう！

アガニア湾に面する美しい海と白い砂浜が広がるビーチで人気のアクティビティを気軽に体験
グアム初！大人も夢中の グアムでここだけ！ 白い砂浜と美しい海が広がる
海上ウォーターパーク１ セグウェイツアー2 プライベートビーチ3

１

2

3

4 65 7 8 9

11
12

13

10
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Guam Event Calendarグアムイベントカレンダー

マーケットの需要創出にイベントを活用

日付 イベント名 会場

4月
5日 第８回ユナイテッド・グアムマラソン ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク

17日〜19日 第40回APLスモーキン・ホイールズ（モトクロス イベント） グアム・インターナショナル・レースウェイパーク

5月

1日〜3日 グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア ハガニャ

9日〜16日 チャッキーチーズ・グアム ITF ジュニア テニストーナメント ヒルトン グアム リゾート＆スパ

13日・14日 トラベル トーク ハガニャ

未定 アガット・マンゴ・フェスティバル アガット村コミニュティセンター

24日 2020 ココス・クロッシング メリッソ村桟橋

30日〜６月7日 キングス・グアムITFワールドテニスツアー プロサーキット ヒルトン グアム リゾート＆スパ

6月 19日 エレクトリック アイランド フェスティバル サマー イベント 未定

7月
11日 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

21日 リベレーションデー パレード ハガニャ

9月 20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

11月 上旬〜2月上旬 ショップ・グアム・eフェスティバル グアム島全域

12月
未定 ツアー オブ グアム（自転車レース・サイクリング） グアム島中央部と南部

31日 大晦日花火 未定

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 2020年上期以降

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。2020年上期以降の主なイベントを紹介したい。

グアム政府観光局が30年以上に渡り毎年開催している
恒例の文化イベント。ミクロネシアの島々に息づく豊
かな文化を紹介している。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、美味しい
郷土料理など、数千年もの間、受け継がれてきたミク
ロネシアの魅力が堪能できる。

グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
2020年5月1日〜3日

場所：ハガニャ

グアム政府観光局後援、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協賛によるIAAF公認の国
際マラソン大会。フルマラソン、ハーフマラソン、
10km、５km走の部門が設定され、例年多くの日本人が入
賞者として表彰されている。スタート及びゴール地点
はグアム政府観光局のあるガバナー ジョセフ フロー
レス メモリアル パーク（イパオビーチ）前のペール・
サン・ビトアーズ・ロード。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
ダウンを行う光景が多く見られる。

第８回ユナイテッド・グアムマラソン
2020年4月5日

場所：ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク 

「＃インスタグアム トラベル トークス デジタル グロー
バル サミット」は観光産業、破壊的イノベーター、コ
ンテンツ・クリエーター達が一堂に会し、グローバル・
エクスペリエンス・エコノミーに影響を与えるデジタ
ルトレンドを意見交換する会議。ビジネスを成長させ
世界的なトラベルトレンドに投資するために有効なデ
ジタルプラットフォームを、トラベルマーケッターや
業界のエキスパートから学ぶことができる。

トラベル トーク
2020年5月13日・14日

場所：ハガニャ

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/

画像提供　グアム政府観光局

ウェブサイト：www.unitedguammarathon.jp

ウェブサイト：www.guamtraveltalks.com

好評につき、2020年もグアム宝探しBINGO（仮）を開催す
る。この企画は、グアムの観光地をめぐりながら挑戦でき
る宝探しゲーム。暗号が書かれた宝の地図を読み解き、広
大なグアムのいたるところに隠された宝物を見つけに行く
というもの。参加賞としてオリジナルコインのほか、見つ
けた宝物の数が多ければ多いほど、グアムのお土産などが
当たる抽選に挑戦できる回数が増える。参加費は無料。

2020グアム宝探しBINGO（仮）

2020年7月1日〜10月4日

ウェブサイト：https://www.takarush.jp/promo/guam2020/

グアム観光の中心地タモンエリアに新しいアスレチック施設
が登場する。現地の人と旅行者がお互いに交流しながら、遊び
を通して安全で楽しく健康的にエクササイズできる場を提供
する。ニンジャトレーニングチャレンジで子供も大人も忍者
のように、障害物を押したり引いたりよじ登ったり、這った
り、バランスを取ったり、持ち上げたり、ぶら下がったり、
ジャンプしたり、手裏剣を投げたりして忍者修行をすること
ができる。修行を修了するとプレゼントがもらえる。

2020コンカー・グアム・ニンジャ・パーク！（仮）

2020年6月1日〜9月30日

ウェブサイト  https://www.takarush.jp/promo/guam2020/

夏休み開催予定のイベント

グアム伝統の味とハファダイ・スピリット
を堪能できるBBQイベント。会場には島を
代表するグリルシェフたちが集まり、自慢
のバーベキュー料理をその場で焼いて販売
する。地元ミュージシャンの生演奏やグア
ムの特産品を売る屋台なども楽しめる。イ
ベント開催中、プレジャーアイランド地区
の大通りは歩行者天国となる。

グアムBBQブロックパーティ
2020年7月11日

場所：タモン地区　プレジャーアイランド

グアムで最も有名な自転車レースイベン
ト。グアムのサイクリングアスリートに
とって全米選手権の年次大会であり、グア
ムと北マリアナ諸島の自転車愛好者にとっ
ては年齢区分別レースの代表的な競技大会
となっている。全長105キロと42キロの２種
類のコースがある。

ツアー オブ グアム
2020年12月予定

場所：グアム中央部と南部

2012年からスタートし、今年で９年目を迎
えるショップグアムは“スマート・ツーリズ
ム”のビジョンをフルに取り入れ、ショッ
プグアムｅフェスティバルへと進化。無料
の公式アプリをインストールすることで、
グアム全域のショッピングエリア、レスト
ラン、アクティビティ施設等で使える特典
クーポンを使うことができる。グアムがモ
ダンで、ファッショナブル、かつ多様な
ショッピングデスティネーションになるべ
く、さらなる発展を目指している。

ショップ・グアム・ｅフェスティバル
2020年11月10日〜2月10日予定

場所：グアム島全域

ウェブサイト：www.tourofguam.com

© United Airlines Guam Marathon

© Guam Visitors Bureau

© Guam Visitors Bureau

© Guam Cycling Federation

© Guam Visitors Bureau
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Dusit Thani Guam Resortデュシタニ グアム リゾート

快適な滞在を叶える
客室設備のアップグレード

　リゾート全体の質を保つため、随時客
室の改修に取り組んでいるデュシタニ 
グアム リゾート。昨年は全室の遮光カー
テンを交換し、一部の客室の木製フロア
を張り替えた。
　現在は各部屋のスマートデスクやデス
クチェア、ミニバー、フロアランプなど
を予定しており、夏の終わり頃に完了す
る予定だ。傷みの少ない家具を入れ替え
るのは、ラグジュアリーホテルとしての
品質を追求するため。客室の備品に関し
ては、ヴィラとスイートルームのみだっ
たカプセル式コーヒーメーカーをクラブ
ルームにも用意し、いつでも簡単に美味
しいコーヒーを味わうことができるよう
にした。
　また、１年をかけて段階的に進めてき
た全客室へのTOTOウォシュレット導
入も、この夏には終了する。傷みの少ない
建物の外壁にも塗装を施しているのは日
本製の高品質な塗料を使用しているため
で、これにより汚れが付きにくい外壁と
なっている。TOTOウォシュレットも外
壁塗装も高いコストがかかっているが、
お客様の快適な滞在を叶えるのが最大の
目的。高い品質を保っている

ゲストサービスを徹底する
「グレイシャス・マネージャー」就任

　タイらしさとグアムの開放感が融合し
たデュシタニ グアム リゾートでは、専
任のスタッフがプロフェッショナルな仕
事をすることで、どこよりもクオリティ
の高いサービスを提供している。このほ
ど新たに設けたポジション、「グレイシャ
ス・マネージャー」もその１つで、主に
VIPゲストのトータルコーディネートを
担当。宿泊客の細かな要望を把握し、各
所に指示を出して快適に過ごしてもらえ
るよう采配をふるっている。
　また「グレイシャス・マネージャー」
は、ホテルスタッフのトレーニングにも
関わり、タイのホスピタリティを徹底し
て行き渡らせるための指導もしていく。

トリップアドバイザー BEST10に
4レストランがランクイン

　デュシタニ グアム リゾートのなかで
も目覚ましく進化しているのは料飲施設
だろう。昨年、大胆なリノベーションで生

今やグアム随一のラグジュアリーホテルとしてその地位を不動のものにしているデュシタニ グアム リゾート。2015年の開業以来、
タイを拠点とするデュシット インターナショナルのラグジュアリーリゾートとして、贅を尽くしたハードとタイのホスピタリティに 
根差した質の高いサービスが高評価を受けている。絶え間なく行っているハードのアップグレードや新たに登場したデュシタニ  
グアム リゾートならではのサービスなど、最新情報の詳細をお伝えしよう。

飛躍するグアム随一のラグジュアリーリゾート
各分野の専門スタッフが提供するサービスの神髄が随所に

まれ変わったのがオープンエアの「タシ
グリル（Tasi Grill）」。キッチンを拡張し、
朝はラグジュアリーなセットメニュー、
夜はシーフードメニューを中心とした
ファインダイニングとなり、大きくイ
メージチェンジした。
　これにより、トリップアドバイザーの
グアムレストランBEST10において、１
位「アルフレードズ（Alfredoʼs）」、２位

「ソイ（SOI）」、３位「タシグリル」に続
き８位に「アクア（Aqua）」がランクイン

（2020年２月現在）。グアムには約400軒の
レストランがあるなか、１つのホテルか
ら４つのレストランがBEST10に入ると
いう快挙を成し遂げた。
　タシグリルは改装から日が浅いにもか
かわらず評価は5.0。料理の味はもちろ
ん、ビーチフロントという贅沢なロケー
ションや店の雰囲気、サービスレベルの
高さを評価する声が多く、今後も高評価
を維持していきそうだ。
　こうしたゲストによる口コミや写真は
フェイスブックやインスタグラムにも多
数上がっている。「楽しい」「うれしい」

「美味しい」といった素直な感情があふれ
る宿泊者自身の写真には力があり、最高
の宣伝素材になることから、同リゾート
ではこれらの画像を公式サイトなどに活
用。2017年８月からスティーブン・ブラ
ンコ氏をデジタル・マーケティング・マ
ネージャーに任命し、ホテル名の付いた
ハッシュタグ付きのSNSから許可を取っ
てウェブサイトに掲載している。デュ
シット インターナショナルの中でもこ
うしたスタッフを置くのはグアムが初め
てで、専任スタッフを配置したことでど

のような成果をもたらすのか注目されて
いる。

プレミアムなワイン8種を
全レストラン＆ラウンジで

　同リゾートでは新たに「プレミアムワ
インプログラム」がスタートした。これ
は、フランスのコート・デュ・ローヌや
トゥーレーヌのソーヴィニヨン・ブラン
など、高品質でありながらリーズナブル
なワインをハウスワインとしてライン
ナップするというもの。グアムの他のホ
テルでは味わえない品揃えをすることで
デュシタニらしさを際立たせ、各レスト
ランの本格的な料理と引き立て合う相乗
効果も出ている。

　また、プレミアムワインといえばボト
ルで注文する場合が多いなか、プレミア
ム「ワインプログラム」ではグラス一杯か
らのオーダーが可能。各レストランやラ
ウンジ、客室でのルームサービスなど、
ホテルのどこででも美味しいワインを楽
しむことができる。

プロポーズにもおすすめ
カバナでスペシャルディナー

　目の前にタモンビーチが広がるオー
シャンフロントのデュシタニ グアム リ
ゾートでは、海を望むプールサイドも高
級感たっぷり。昨年からスタートしたカ
バナのレンタルサービスは特に好評で、
ビーチでもプールサイドでも利用が可能
だ。
　このほどプールサイドカバナでは、ス
ペシャルなカバナディナーを予約制で楽
しめるようになった。提供するのは受賞
歴のあるシェフ、クリスチャン・パンガニ
バン氏が手がける「タシグリル」のシー
フードやグリル料理。ロマンチックな夜
のプールサイドで楽しむ特別なディナー
は、記念日やお祝いの席はもちろん、プ
ロポーズの舞台としても人気を呼んでい
るという。

あらゆるオファーに対応できる
グアム・コンベンション・センターのイベントチーム
　1000名以上の受け入れが可能なグアム最大の
MICE施設、グアム・コンベンション・センター。
最新技術を駆使した設備や最高級のフード＆ビバ
レッジなど、ハード、ソフトともにクオリティの
高さが評価されている。
　グアム・コンベンション・センターはデュシタニ 
以外のホテルに宿泊しても利用できることから、
ますます幅広い層の受け入れが可能になった。 
これによりグループの規模や目的は実にさまざま
だが、成功事例を積み上げてきたことで今ではあ
らゆるオファーに柔軟に応えられるようになって
いる。
　そうした細やかなリクエストを実現へと導いて
いるのは、ディレクター１名とマネージャー３名、
コーディネーター３名から成るイベントチーム。
それぞれに経験を積み、対応力を培った優秀な人
材を揃えていることで、サービスの内容から価格
の調整までゲストの要望に合わせたカスタマイズ
ができる万全の体制を整えている。

宿泊者の撮影したライブ感あふれる画像を公式サイトに活用

1000名以上の受け入れが可能な
グアム最大のMICE施設

プールサイドカバナでの予約制ディナーをスタート

高品質のワインをホテル内どこでも楽しめる
プレミアムワインプログラム

夜はシーフードメニューを中心としたファインダイニングオープンエアの「タシグリル」ではラグジュアリーなセットメニュー朝食を提供

ゲストの要望に応えるイベントチーム
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