グアム オプショナルツアーのご案内
（日本または現地申込/現地払い）
2018 年下期(10 月～3 月)
通貨単位
ツアー名

現地価格
大人
子供

オーシャンジェット
クラブ
(オーシャン
アドベンチャー)

$ 175

$120
(6-11 歳)

ダイビング☆
（2 ボートダイブ）

$ 115
より

－

条件
・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
08:30〜17:00
・ （60 分毎）
・ 昼食付
・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
08:15/14:30
・ 昼食・ドリンク付
・ 器材レンタル代含む
・ ライセンス所持者用

＄：米ドル

ご案内
広さ約 2,000 坪のダイナミックなパノラマビーチに
広がる椰子の木陰と奥行きのある砂浜は、トロピカ
ルムード満点！<オーシャンアドベンチャー>ではバ
ナナボート・ジェットスキー・パラセーリング・シ
ーウォーカーがお楽しみいただけます。
※企画・実施：オーシャンジェットクラブ
左記のほか、以下のコースもあります。(体験ダイブ
はライセンス所持の必要はありません）
体験 1 ビーチダイブ $60
※企画・実施：S2 CLUB ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ 他

上記以外のダイビング主催会社も扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

ダイビング☆
南部ひとめぐり

$ 60

$ 40
(2-11 歳)

・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
08:00/15:00
・ 昼食付
・ 奇数日のみ催行

グアムの海岸道路と知られる国道１号線を一路南下
し、起伏に富んだ自然の造形美を眺めながらグアム
南部の絶景ポイントなどにご案内します。
ソレダット砦やメリッソ村、イナラハン天然プール
などにご案内。
※企画・実施：SANKO ENTERPRISES.INC.

アドベンチャー
リバークルーズ

$ 75

$ 45
(5-11 歳)

シーウォーカー

$ 65

$ 55
(8-11 歳)

・ 1 名催行
・ ホテル発
8:00 又は、
13:00 予定
・ホテル着
12:40 又は
16:30 予定
･ドリンク・お菓子付
・ 1 名催行
・ 1 日 4 回出発
・ 所要時間約 3～4 時間
･ドリンク(アイスティ
ー)付

イルカウォッチング
＆シュノーケリング

$ 58

$ 30
(4-11 歳)

タロフォフォ川を上り原住民の村落跡へ。ギフトシ
ョップにもご案内します。ボートに乗りタロフォフ
ォ川を上っていく。ジャングルの光景、自然の香り
に触れ体験することができるツアー
スニーカー・運動靴など動きやすい服装でご参加く
ださい。
ランチ付：追加代金$10
※企画・実施：ｸﾛｯﾍﾟﾝﾊﾞｰｸﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｲﾝｸ
とっても簡単、誰にでもできる海中散歩ツアー。
肩より上に水が入ることがありませんので、めがね
やコンタクトレンズを付けたままで参加できます。
※8～18 歳のお子様は、大人の同伴が必要です。
※妊娠されている方、風邪などで「耳抜き」ができ
ない方は参加できません。
※水着着用で着替え、タオルをご持参ください。
※企画・実施：シークエスト･グアム
豪華クルーザー“トニノス”で行くイルカウォッチ
ング。シュノーケリングや底釣り、水上トランポリ
ンも無料で楽しめます。
※企画・実施：ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ

アトランティス
サブマリン☆

$ 99

$ 49
(身長 92cm
以上/～11
歳)

・ 6 名催行
・ ホテル発（1 日 2 回）
07:25 頃,10:25 頃,
ホテル着
12:00 頃,15:00 頃,
・ 1 名催行
・ 所要時間
約 4 時間
(潜水時間約 40 分間)
・ ホテル出発
7:10～10:10
(約 60 分毎)

※子供代金：上記に記載以外は 2 歳以上 12 歳未満
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。
※上記オプショナルツアーは日本または現地申込み／現地支払いです。

未知の海底として体験することのできなかった深さ
40ｍの海。美しい熱帯魚が泳ぐ真否の世界を日本語
ガイド付でご案内。実際の潜水時間は約 40 分。※安
全規制により、92cm 未満のお子様はご参加できませ
ん。
※企画・実施：アトランティス･グアム･インク

グアム オプショナルツアーのご案内
（日本または現地申込/現地払い）
2018 年下期(10 月～3 月)

グアムより出発
ツアー名

通貨単位
現地価格
大人

子供

＄：米ドル

条件

ご案内
都会的でモダンなインテリアと、植物と伝統療法を
取り入れたトリートメントで心と体の疲れを解きほ
ぐします。
■メニューの一例
･バイタリティスターター ＄220(150 分)
･アンサナ ＄160(120 分)
･フュージョン ＄125(90 分)
※男性もご利用いただけます。
※チップは含まれていません。
※完全予約制となります。
※アンサナスパはシェラトンラグーナグアムホテル
内にあります。
※企画・実施：アンサナスパ
非日常の穏やかな環境で心と身体をストレスから解
放し、自身が持っている輝きを取り戻すため、ポリ
ネシア諸島、そして世界各地に伝わる伝統的なマッ
サージをはじめとし最新のスキンケア用品を使った
様々なトリートメントを一流のセラピストによりご
提供いたします。
■メニューの一例
･ナヴァサナ・エスケープ ＄160(80 分)
･ピュア ブリス リチュアル ＄235(120 分)
･ナヴァサナ・シグネチャー・マッサージ ＄115(50 分)
※男性もご利用いただけます。
※チップは含まれていません。
※完全予約制となります。
※企画・実施：アウトリガーグアムビーチリゾート
指圧とスポーツマッサージの専門店。専門知識を持
った中国人技術者が日常の疲れを体の芯から癒しま
す。追加代金なしで、ホテルのお部屋まで出張いた
します。（一部ホテル制限あり/お問合せください）
■メニューの一例
･足裏つぼ指圧 ＄30～(30 分～)
･全身指圧 ＄35～(30 分～)
･オイルマッサージ ＄35～(30 分～)
※男性もご利用いただけます。
※ 完全予約制となります。
※ チップは含まれていません。
※ 企画・実施：TOKYO 桜坂マッサージ＆エステティック

アンサナスパ
☆

右記【メニュ
ーの一例】を
ご覧ください

－

・ 1 名催行
・ 営業時間 10～23 時
・ コースにより所要時間
が異なります
・ 食事なし
・ 14 歳以上
(14 歳以上 18 歳未満は
大人の同伴が必要)
・ ホテル送迎付

ナヴァサナスパ
☆

右記【メニュ
ーの一例】を
ご覧ください

－

・ 1 名催行
・ 営業時間 10～22 時
・ コースにより所要時間
が異なります
・ 食事なし
・ 16 歳以上
・ ホテル送迎付

TOKYO 桜坂
マッサージ＆エス
テティック
☆

右記【メニュ
ーの一例】を
ご覧ください

-

・ 1 名催行
・ 営業時間 9～翌 2 時
・ コースにより所要時間
が異なります。
・ 食事なし
・ ホテル送迎付

※子供代金：上記に記載以外は 2 歳以上 12 歳未満
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。
※上記オプショナルツアーは日本または現地申込み／現地支払いです。

グアム オプショナルツアーのご案内
（日本または現地申込/現地払い）
2018 年下期(10 月～3 月)

グアムより出発
ツアー名

通貨単位
現地価格
大人
子供

オンワード
ビーチリゾート
(ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｯｸ)

$ 55

$ 30

ターザ
ウォーターパーク

$ 40

$ 30
(5-11 歳)

条件
・ 1 名催行
ホテル出発/帰着
09:30〜14:30
（30 分毎）
営業時間内自由滞在
09:30〜17:30
・ 1 名催行
・ ホテル出発
①9:40②10:40
③11:40
営業時間内自由滞在
10:00〜17:00

フィッシュアイポリネシ
アンディナーショー
(海中展望搭見学付)

$ 92

$ 46
(6-11 歳)
5 歳以下は
無料

$ 20
(5-11 歳)
4 歳以下は
無料
・ 1 名催行
デラックス
デラックス
サンドキャッスル
・ ホテル出発/帰着
ディナープラン
ディナープラン
デラックスディナープラン
ディナープラン
$165
$ 50
デラックス「観ショー」プラン
17:25～20:35
デラックス
デラックス
☆
｢観ショープラン｣
｢観ショー｣
｢観ショー｣
①17:25～20:35
プラン
プラン
②20:20～22:35
$99
$30
日・水曜は休み

セイルズレストラン
ビーチサイド BBQ

ニッコーサンセット
ビーチバーベキュー
（トロピカルメニュー）

$ 55

・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
季節により異なりま
す。お問合せくださ
い
・ 所要時間 4 時間
・ 夕食付
・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
① 18:00〜19:30
② 20:00〜21:30

$ 60

$ 33
(4-11 歳)

・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
17:45～20：30 予定
・ 夕食付

※子供代金：上記に記載以外は 2 歳以上 12 歳未満
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。
※上記オプショナルツアーは日本または現地申込み／現地支払いです。

＄：米ドル

ご案内
オンワードビーチリゾートのウォーターパークをた
っぷり楽しめるプラン。その他、アクティビティが
含まれたプランもあり！
※ｵﾝﾜｰﾄﾞﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄご宿泊者は無料。
※企画・実施：ｵﾝﾜｰﾄﾞﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄｸﾞｱﾑ
一歩足を踏み入れるとグアムのトロピカルな自然、
日頃の生活からは想像もできないような夢のような
世界が広がります。ウォーターアクティビティーの
数々でエキサイティングな 1 日になることは間違い
なし。※グアムプラザ宿泊者は無料。
※企画・実施：ｼﾃｨｰﾋﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｸﾞｱﾑ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

迫力のディナーショーをお楽しみください。
夕食は味とボリュームで人気のシーフードバイキン
グとなります。
※企画・実施：
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ｱﾝﾀﾞｰｳｫｰﾀｰｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞﾄﾘｰｽﾞ・ｲﾝｸ
タモンのホテル中心でビーチフロントバーベキュー
をお楽しみください。
他にもメニューがございます。
詳しくはお問い合わせください。
グアムで体験できるラスベガスナイト。ラスベガス
の絢爛にニューヨークの洗練を加えて展開する華麗
なパフォーマンスが楽しめます。
お子様にはこどもメニューをご用意しています。「観ショ
ー」プランはドリンク券 1 枚つき。
※ビーチウェア、サンダルでの入場はご遠慮ください。
※ 全席禁煙
※ 館内は冷えますので、上着をご持参ください。
※企画・実施：サンドキャッスル･インク
ビーチを目の前にしてのディナーショーとバーベキュー。
※ 内容：リブロース、骨付きカルビ、チキン、ジャンボシュリンプ、
ソーセージ、魚、野菜
※パラダイスメニュー大人＄70 もあります。
※企画・実施：ホテル･ニッコー･グアム

グアム ゴルフツアーのご案内
（日本または現地申込/現地払い）
2018 年下期(10 月～3 月)
★お申し込みに際して★
◇価格に含まれるもの：グリーンフィー、送迎、カート代、チェックイン手続き ※日本または現地申込み／現地支払い
◇お申し込みが 4 名未満の場合は、他のお客様と一緒のプレーとなる場合がございます。
◇レンタルはゴルフシューズ・クラブのご用意がございます。
（現地申込みのみ）数に限りがあり、サイズ等ご希望に添えない場合があ
りますので、日本からお持ちになることをお勧めします。

通貨単位
現地販売価格
(おひとりさま)

ゴルフ場

スターツ・グアム・
ゴルフリゾート

オンワード･マンギラオ･
ゴルフクラブ

オンワード･
タロフォフォ･
ゴルフクラブ

レオパレス・
リゾート・
カントリー
クラブ

グアム・
インターナショナル・
カントリークラブ

4/1-12/28
3/1-3/31

平日：$120(子供$60)
土・日：$140(子供$70)

12/29-2/28

全日：$180(子供$90)

4/1-12/27
3/11-3/31

ビジター $200
ホテルゲスト$160

12/28-3/10

ビジター $250
ホテルゲスト$210

4/1-12/27
3/11-3/31

ビジター $160
ホテルゲスト$120

12/28-3/10

ビジター $210
ホテルゲスト$170

4/1-12/28
3/1-3/31

ビジター $160
ｸﾞｱﾑﾌﾟﾗｻﾞ宿泊客 $140
ﾚｵﾊﾟﾚｽ宿泊客 $120

12/29-2/28

ビジター $230
ｸﾞｱﾑﾌﾟﾗｻﾞ宿泊客 $210
ﾚｵﾊﾟﾚｽ宿泊客 $190

4/1-12/25
3/1-3/31

18 ホール $99

12/26-2/28

18 ホール $149

＜グアムゴルフ場ご案内＞
スターツ・グアム・
ゴルフリゾート
オンワード･マンギラオ・
ゴルフクラブ
オンワード･タロフォフォ･
ゴルフクラブ
レオパレス・リゾート・
カントリークラブ

＄：米ドル

条件
● 1 名催行 ●ギャラリー 大人$50 子供$25
● 各レンタル代金はお問い合わせください
● シャワー、ロッカー無料
※ 襟付きのシャツを着用してください。Ｔシャツ・タンクトップ、ジーン
ズ、スニーカーなどはお断りします。
※企画・実施：STARTS GUAM GOLF RESORT INC.
●2 名催行 ●ギャラリー、各レンタル代金はお問い合わせください
●シャワー(無料) ロッカー$5
※ 襟付きシャツを必ず着用してください。
※ 2 名以上で予約されていて、キャンセルにより 1 名になった場合でもプ
レイはできず、取消料の対象となります。
※企画・実施：ONWARD MANGILAO GUAM INC.
●2 名催行●ギャラリー、各レンタル代金はお問い合わせください
●シャワー、ロッカー$5
※襟付きシャツを必ず着用してください。
※2 名以上で予約されていて、キャンセルにより 1 名になった場合でもプレ
イはできず、取消料の対象となります。
※企画・実施：ONWARD GOLF RESORT INC.

● 2 名催行
（予約状況によって 1 名様でお受けできる場合もあります。）
●ギャラリー、各レンタル代金はお問い合わせください
●大浴場、ロッカー無料
※ 大浴場をご利用の方は着替えをご持参ください。大浴場にはタオル、ア
メニティが完備されています。
※ 襟付きシャツを必ず着用してください。
※ メタルスパイク不可、ソフトスパイクまたはスパイクレスシューズのみ
※ 2 名様以上で予約されていて、キャンセルにより 1 名様になった場合、
予約状況によってプレイできる場合がございます。
※企画・実施：LEOPALACE GUAM CORPORATION.
● 2 名催行（1 名様でお受けできる場合もあります。）
●ギャラリー、各レンタル代金はお問い合わせください
※企画・実施：GUAM INTERNATIONAL COUNTRY CLUB

グアムではじめて全米ゴルフ協会の認定を受けた 27 ホール、パー108、10,473 ヤード。ビッグトー
ナメントからレディースプレイまで、オールラウンドなプレイが可能です。
グアム中央部の東海岸沿いにありすべてのホールから海を眺めることができる 18 ホール、パー72、
6904 ヤード。クラブハウスからの太平洋の眺望は最高です。

やしの木と花、池越え、アイランドグリーンを配したリゾートゴルフを満喫できるコース。雄大な
原生林を背景に自然の地形を生かした戦略的なインコース。18 ホール、パー72、6,702 ヤード。
ジャック・ニクラウス、アーノルド・パーマーの両雄が設計した夢の 36 ホール。ラフの深さは有名、
ボールは多めにお持ちください。36 ホール、パー144、12,046 ヤード。
コースアドバイザーに岡本綾子を迎えた全米ゴルフ協会公認 18 ホール、パー72、6797 ヤード。フ
グアム・インターナショナル・
ラットな地形でありながら、微妙なアンジュレーションのフェアウェイ。池・小川などを絶妙に配
カントリークラブ
置しています。

