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Guam Visitors Bureau (GVB)

「プレミアムなグアム、はじまる。」
高品質な商品造成で収益アップを

グアム政府観光局（GVB）

　「プレミアム」コンセプトについて、光
森氏は「経済情勢を踏まえ、少しでも良
いものを求めようとする消費者の『プチ
贅沢』志向に合わせた。日本からわずか
数時間のグアムで『プチ贅沢』が実現で
きる点をアピールしていきたい」と説明
する。
　コンセプトは３カ年計画。質の向上を
通じ、グアムへの旅行需要を喚起するの
が大きな狙いだ。光森氏は「今後３年間で

グアムの質をさらに良くしましょうとい
うのが主旨。サービスや施設の拡充で、

『グアムに来て良かった』と思って頂ける
ようにしたい」と語る。
　さらに「ターゲット層であるファミ
リーや女性層、シニア、ウェディング、
MICEの渡航につなげていきたい。特に

『プチ贅沢』に反応する層への取り込み
を一層強化していく」と意気込みを見せ
る。

日本から数時間で実現できる「プチ贅沢」
「プレミアム」コンセプトで需要喚起

　「プレミアム」コンセプトの消費者向け
展開の柱となるのが広告展開だ。美しい
グアムの写真と共に「プレミアムなグア
ム、はじまる。」のストーリーを紹介す
る広告を旅行各社の上期グアム商品パン
フレットに挿入。その数は「約270万冊」

（光森氏）にも達し、下期でも計画する。
また新たなポスターを10種類作成、ほか
にもラッピング電車や車内モニターでの
動画、駅貼り広告など、交通広告にも力
を入れる。
　さらに新しい試みとして、講談社と１
年間のタイアップをスタート。同社が発
行する女性誌を中心にグアム関連の企画
ページや広告を展開するもので、既に

「FRaU」や「with」でタイアップ記事を
掲載、「プレミアムなグアム」の露出を強

めている。光森氏は「消費者に対し、常に
『プレミアムなグアム』の告知をかけてい
くことが重要。継続的にグアムを認識し
てもらうことが必要だ」と語る。

旅行パンフ約270万冊で「プレミアム」アピール
講談社との年間タイアップも

　一方、業界へのアプローチとしては、
「プレミアム」コンセプトを進めていくこ
とで、旅行会社や航空会社に対し、「プレ
ミアムなグアム」にふさわしい高品質な
商品造成を促していく。光森氏は「高品

質な商品造成で、消費者が動くだけでな
く、収益性を高め、次の需要につなぐこ
ともできる。旅行会社や航空会社には是
非、収益性の高いグアムを売って頂きた
い。『プチ贅沢』の流れにうまく乗って欲
しい」とアピールする。

「プレミアム」な商品造成
収益アップの一助に

　「プレミアム」コンセプトを実現する
には、もちろん現地サイドの変化も必要
だ。光森氏は「現地グアムのさらなる質
の向上が何よりも重要。ホテルやランド
のプロフェッショナルな対応が求められ
る。スタッフも『プレミアム』のコンセ
プト同様、質をさらに高める必要がある」
と訴える。

　GVBでは、日本のマーケット現況を紹
介するなど、適切な情報提供に努める方
針で、現地ホテルやランドのスタッフ向
けのスキルアップを目的とした勉強会を
開催していく考え。光森氏は「質のアッ
プだけでなく、GVBがターゲットとする
MICEへの意識向上も図りたい」と語る。
　今年は「デュシタニ グアム」と「ロッテ
ホテルグアム」の２軒のラグジュアリー
ホテルがオープン予定。特にデュシタニ
は、グアムで最大規模となる2000名収容
可能な宴会／会議施設を備え、MICEの
大きな受け皿となる。
　さらにスペイン広場の改修／拡張や前
述のグアムミュージアムのオープンな
ど、新たなニュースが続く。光森氏は「グ
アムが変わろうとしている」と期待を込
める。

現地スタッフも「プレミアム」に
変わるグアム、ホテルのオープン、新施設も

　では、具体的にどのような活動に取り
組んでいくのか。光森氏は「セミナーや
セールスコールを昨年より回数を増やし
て強化していく」と説明。特に「日本代表
である私が自ら旅行会社の販売店へ出向
き、セールスするインパクトは大きい」と
指摘、光森氏自身によるリテーラーへの
きめ細かなアプローチを継続していく。
ミスグアムやダンサーを連れた「グアム・
ライブ・プレゼンテーション（GLP）」も
２月の札幌に引き続き、今年は東京や名
古屋、大阪などで展開し、旅行需要を喚
起していく。
　また、この４月に営業スタッフを１名
増員。主にMICEを担当する予定で、GVB
の主要ターゲットのひとつであるMICE

需要の底上げを図る。光森氏は「セミナー
やセールスコール、私自身や営業スタッ
フを通じて、グアムの最新情報を提供で
きる態勢を整えていく」と述べ、「情報提
供」という観光局としての役割を明確に
していく考えだ。

セミナー強化、スタッフ増員
「最新情報を提供できる」態勢作り

　キャンペーン展開も目白押しだ。まず
ウェディング向けには、グアムでのウェ
ディングの様子をFacebookに投稿する
と、それを見た友達にグアム旅行が抽選
で当たる「グアムブーケトスキャンペー
ン」を実施。
　４月１日から６月30日の期間中にグア
ムで挙式するカップルが対象で、挙式し
たカップルやその参列者がグアムでの
ウェディングの写真をキャンペーンサイ
ト（http://premium.visitguam.jp）経由で
Facebookに投稿すると、それを見た友達
に「幸せのおすそ分け（＝ブーケトス）」
として、抽選で５組10名に３泊４日のグ
アム旅行をプレゼントする。また投稿者
にも、グアム再訪の旅を１組に抽選でプ

レゼントする。
　光森氏は「ソーシャルメディアを使っ
たGVBで初めてのキャンペーン。秋以降
のウェディングにもつなげていく意味も
ある」と説明する。
　また「もっと世界を楽しもう！」を
キャッチに、カバンメーカーのエースと
組んだ店頭キャンペーンを５月から来年
１月まで実施。全国のショッピングセン
ター店舗やエースの直営店でグアムの
ディスプレイを設け、グアム旅行の魅力
を発信する。
　光森氏は「約９ヶ月間に渡るキャンペー
ン。異業種企業とのコラボレーションは、
三愛水着楽園に続く第２弾となる」と語
る。

ソーシャルメディア、異業種とタッグ
ブーケトスキャンペーン、カバンのエースとのタイアップ

　MICE向けのキャンペーンも実施する。
「グアム団体サポートキャンペーン」は、
10名以上（パッケージツアーを除いた18
歳以上）のグループに、１人あたり15ド
ルの「おもてなしクーポン」をプレゼン
トする内容で、４月１日から９月30日ま
での旅行が対象（７月18日〜８月31日は
対象外）。クーポンは、指定ランドオペ
レーター経由で提供。現地でのオプショ
ナルツアー購入や食事に利用できる。な
お、申請は９月１日までとなる。
　また、参加人数分の税関・検疫申告書を
提供するサポートも継続。こちらもパッ
ケージツアーを除く10名以上のグループ
が対象で、出発日14日前までにGVBオ
フィス（東京または大阪）に申し込む必
要がある。
　社員旅行やインセンティブなどの企業
の団体需要は、オフ期を支える上で重要
なセグメント。GVBでは、さらに夏まで
を目処にMICE向けガイドブックの改訂
版を発行する予定だ。
　イベントを軸とした団体誘致にも力を
入れる。具体的には、５月13日に「グアム
ミュージックフェスティバル」を開催、日
本や韓国、米国からのアーティストを招

致する予定。2016年４〜５月には、「フェ
スティバル・オブ・アーツ」と題したカ
ルチャーイベントも実施、これらと絡め
た団体誘致を図る考えだ。

　また、今年で９回目となる「グアム コ
コハーフマラソン＆駅伝リレー」の開催
日が10月19日に決定、これから募集を開
始する。駅伝は４人１チームでチームビ
ルディングへの活用も可能だ。
　修学旅行についても2012年に105校と
年間100校を突破、昨年は145校と急激に
需要が伸びており、さらに誘致を強化し
ていく。今年12月には「グアムミュージ
アム」がオープン予定で、学習素材のひ
とつとして提案していく。

団体サポート、税関・検疫申告書の事前配布も
イベント軸に誘致、増加する修学旅行にも注力

　グアムへの渡航者を増やしていく上で
重要なカギを握る航空座席供給。光森氏

は「維持するだけでなく、新規の増便な
ど、供給を増やしていきたい」と語る。
具体的には、羽田からのチャーターや成
田からの増便、臨時便など、「航空会社と
の交渉を継続していきたい」意向だ。

羽田チャーターなど
供給アップに注力

「プレミアムなグアム、はじまる。」をキャッチフレーズに、
高品質なグアムを訴求するグアム政府観光局（GVB）。その
狙いは、「プチ贅沢」志向の消費者ニーズに応えるだけでな
く、旅行会社や航空会社に高品質な商品造成を促し、各社
の収益性を高めてもらう点にある。ホテルや新施設のオー
プンなど、新たな局面を見せる現地の動きに合わせ、「次な
る一手」を投じたGVBの戦略。GVB日本代表の光森裕二
氏（写真）に話を伺った。

戦略背景

消費者への広告展開

業界への展開

現地での展開

GVBの活動

キャンペーン展開

MICEへのアプローチ

航空座席供給

旅行パンフレット内のGVB広告ページ
「プレミアムなグアム、はじまる。」のストーリーを紹介

「プレミアムなグアム、はじまる。」のビジュアルのひとつ

過去に実施したGLPの様子

「グアム ココハーフマラソン＆駅伝リレー」の様子
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Sports Events in Guam

グアムのスポーツイベント
イベントを切り口とした団体誘致も

グアムのスポーツイベント

常夏の島グアムは、一年中スポーツに最適な環境にある。グアム政府観光局（GVB）
では、主要なイベントを「シグネチャー・スポーツ・イベント」として設定、イベン
トを切り口とした日本からの集客に力を入れる。こうしたイベントは、団体のチー
ムビルディングとしても活用が可能。また練習環境が整うグアムは、スポーツチー
ムの合宿先としても根強い人気を誇る。イベントのいくつかを紹介したい。

　グアム島の中部と南部の12の村を走る
グアムロングライドは、レースではなく、
自分のペースで楽しめるサイクリングイ
ベント。各村の住民や役場の協力により、

ホスピタリティーステーションでは、
ローカルフードをはじめとするさまざま
な「おもてなし」が用意されている。
　またツアー オブ グアムは、グアム最
大規模のサイクリングイベント。年に一
度のナショナルチャンピオンシップで、
グアムだけでなく北マリアナ諸島からも
レーサーが集まる。サンゴ礁が見える海
や緑豊かな山々や渓谷など息をのむほど
数々の美しい景色を楽しむことができる。
　コースは、それぞれ105kmのロングコー
スと42kmのショートコースの２つ。

グアムロングライド／ツアー オブ グアム
http://guamlongride.com/

　今年で第２回目を迎え、グアムの西海
岸を走るコースは、美しいサンゴ礁の景
色を楽しむことができる。AIMS（国際マ
ラソン・ロードレース協会）及び IAAF

（国際陸上競技連盟）認定。フルマラソン
に加え、ハーフマラソン、10km、５kmレー
スもある。レース後のフェスティバルで
は、グアムの料理や文化などの展示、ア
クティビティ、ライブエンターテイメン

トなどが行われ
る。今年は日本
から 800名、韓
国から200名、合
計3000名の参加
を目標としてい
る。

グアムインターナショナルマラソン
http://www.guaminternationalmarathon.jp/

　グアムを代表するハーフマラソンと駅
伝レース。「ココバード」の愛称で知られ
る絶滅の危機に瀕するグアム島の鳥「グ
アムクイナ」の実態を広く知ってもらう
ために名付けられた。2006年の第１回大
会より、数多くの日本人が参加、その参
加者数は年々増えている。駅伝は４人１
チームでタモン地区を１人約５kmのコー
スを走る。企業団体のチームビルディン
グにも最適だ。

グアム ココハーフマラソン＆駅伝リレー
http://www.visitguam.jp/koko/

　ガバナー ジョゼフ フローレス メモリ
アル パーク（イパオビーチパーク）で開
催する４〜12歳の子供が対象のキッズラ
ン。レースは、２km、３km、５kmの３つ。
レース後にはレース参加者全員に記念品
が手渡され、男女各上位３名には、金、

銀、銅のメダルが授与される。子供向け
レースらしく、食べ物やゲーム、抽選会
やカルチャー・アクティビティーなども
開かれる楽しいレースだ。春休みにファ
ミリーでチャレンジしてみたい。

グアム ココキッズ ラン
http://www.visitguam.jp/kokokids/

　ピティ湾の1.5kmの遠泳に続いて、34km
のマウンテンバイクコース、ジャングル
内の川や滝もコースになっている8.2km
のトレイルランを制覇するまさに「鉄人
レース」。トライアスロン雑誌で「世界の
オフロードトライアスロントップ５」の
ひとつにも選ばれた。今年は10回目とな
る節目の大会で、賞金は１万5000ドル。

また、今年10月
のワールドチャ
ンピオンシップ
への出場をかけ
たチャンピオン
シップレースと
して認定されて
３年目となる。

エクステラ グアム チャンピオンシップ
http://xterraguam.com/

2014年1月19日開催（2015年の開催日は未定）

2014年4月13日

2014年3月23日（2015年の開催日は未定）

2014年10月19日

2014年3月29日（2015年の開催日は未定）

表紙画像提供：グアム政府観光局

©Rich Cruse

　今年は1964年に海外旅行が自由化され
てから50周年を迎える。グアムはハワイ
とともに、日本人の海外旅行を支えてき
たデスティネーションだ。日本航空１
社だった国際線運航会社に全日空が加わ
り、1986年に全日空が最初に就航した定
期便は成田－グアム線だった。日本人の
ための近場の海外リゾートの代名詞がグ
アムだった。
　グアムの2013年の日本人旅行者数は前
年比3.9％減の89万3000人。わずかに90万
人の大台に届かなかった。昨年は２月に
不幸な事件が起きたが、その影響を最小
限にとどめ、上半期は前年並みで推移し
たものの、下半期が7.3％減と低迷した。 
　2013年の日本人出国者数は5.5％減の
1747万人で、それと比べると、減少幅は
軽微にとどめている。しかし、昨年は中
国、韓国との政治問題からこの２国への
旅行者数が大幅に減少したが、一方で、
そのシフト需要を含めて、東南アジア、

ハワイなどは増加している。
　グアムは中国、韓国などからの日本人
旅行者のシフト需要の取り込みは、他の
デスティネーションと比べるとそれほど
多くなかった。それは、他のデスティネー
ションが新規路線の開設や増便で供給が
拡大したのに対して、グアムの供給が落
ち着いていることもあるようだ。
　グアムは日本人旅行者が圧倒的に多い
海外リゾートたが、ここ数年はアジアの
海外リゾートへマーケットが拡大してい
る。韓国からの旅行者が前年比２割以上
伸び、今後は中国、さらには東南アジアか
らの旅行者も視野に入れるとみられる。 
　日本人にとってグアムが最も近い海外
リゾートであり、最も近いアメリカであ
るように、韓国、中国、東南アジア諸国
にとっても、最も近いアメリカのリゾー
トとして市場が拡大するだろう。
　日本インバウンドを含むアジア、欧米
の旅行市場の最大のターゲットが中国人

旅行者であることは論をまたない。中国
市場は最大の有望市場だが、そこに求め
るものは旅行者数。一方で、各デスティ
ネーションは日本市場を高品質・高価格
の成熟した旅行市場と捉えている。
　「アベノミクス」と連動してか、一般消
費者のちょっと贅沢なプレミアム志向が
顕著になっている。パッケージツアーも
低価格帯からある程度の質を求める旅行
商品が登場している。旅行をシニア、女
性層が牽引していることもあるだろう。
ここ10年のデフレ化においても、日本の
旅行者数が伸びない一方で、高品質を求
めることが課題とされていた。
　グアムも日本の旅行市場が成熟化して
いることを踏まえて、高品質旅行のマー
ケティングを追求してきた。そして、グア
ム政府観光局（GVB）は今年のプロモー
ションを「プレミアムなグアム、はじま
る」に決定した。
　具体的には、ターゲット層のファミ

リー、女性、シニア、ウェディング、MICE
に対して、グアムでの「プチ贅沢」の実
現をアピールする。そのためにも、旅行
会社、航空会社に高品質な商品造成を促
進する。
　上期の旅行各社の各パンフレットには

「プレミアムなグアム、はじまる。」の広
告を挿入、その数270万冊に及ぶ。下期も
同様な計画を実施るほか、交通広告、女
性誌とのタイアップなどを通じて、「プレ
ミアムなグアム」の浸透を図るという。
　GVBはこのプロモーションを３カ年で
進める。日本側が「プレミアムなグアム」
を売りだす一方で、現地サイドもホテ
ル、施設等でプレミアム化を図る必要が
ある。とくに、プレミアム化で最も需要
なことはソフト面のサービス充実だ。上
質なハードに上質なソフト。日本人が求
める上質なサービスをグアムで提供する
ことができるか、「プレミアムなグアム」
の成否はそこに掛かっている。　（石原）

「プレミアムなグアム」に期待
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Time Out Tokyo “50 things to do in Guam”

グアムだけの魅力を独自の視点で紹介
タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」

ロンドンやニューヨークをはじめ、世界40都市35カ国でシティガイドを手がけるタイムアウト。タイムアウト
東京は昨年、グアム政府観光局（GVB）の協力でガイドマップ「グアムでしかできない50のこと」を発行した。
日本で外国の観光局とのタイアップでガイドマップを発行するのは、これが初めてのケース。タイムアウト独自
の「現地での体験」を重視した視点で紹介するグアムは、ファーストタイマーはもちろんのこと、リピーターに
も新鮮に映る。発行までの経緯や今後の展開について、同ガイドマップを手がけた関係者に話を伺った。

　今回のガイドマップ発行につい
て、タイムアウト東京株式会社コン
テンツ・ディレクターの東谷彰子氏
は「日本で初めて発行する海外版と
して、グアムのガイドマップの発行
が決まった。昨年、GVBが設立50周
年を迎えたのに合わせ、内容を『50
のこと』とした」と説明する。
　タイムアウトは、ロンドンを皮切
りに世界40都市35ヶ国でシティガイ
ドを発行、タイムアウト東京は2009
年よりウェブサイト（http://www.

timeout.jp/）で東京の都市情報を
発信、2012年には渋谷や原宿のガイ
ドマップを発行、昨年10月には英語
版フリーマガジン「タイムアウト
東京マガジン／ Time Out Tokyo 
Magazine」を創刊した。
　「KNOW MORE. DO MORE.」を
モットーとするタイムアウトは、地
域に根ざした情報を、独自の視点や
切り口でグローバルに発信するのが
特徴。その姿勢は、国籍や人種の関
係なく、高い信頼を集めている。

GVB設立50周年にちなみ「50のこと」を企画
日本初の海外版ガイドに

　編集にあたり、まずは「定番」とな
る項目をリストアップ。これをベー
スに、現地での取材内容を反映しな
がら、「タイムアウトならではの情報

を織り交ぜて」完
成した今回のガイ
ドマップ。その特
徴として、東谷氏
が挙げるのは「To 
Do」コピーだ。
　「To Do」コピー
は、 い わ ば 短 い
キャッチフレー
ズ。「短いフレーズ
で体験を促す」の
がタイムアウトの
スタイルだ。東谷
氏は「タイムアウ
トは体験を重視し

ている。体験して初めてその良さが
分かる」と語る。
　例えば、週末に開催されるランニ
ングレースの紹介は「週末レースに
参加する」に。東谷氏は「走ること

で味わえる満足感は、実際に体験し
ないと分からない」とその魅力を語
る。
　またスーパーマーケットは「スパ
ムは島限定にする」と紹介。これは
島限定など、バラエティー豊かなス
パムのラインナップに着目、「2.5ド
ル足らずでばら撒き土産にも最適」
と購入意欲を駆り立てる。
　日本でもお馴染みのファースト
フード「KFC」も、タイムアウト
の切り口で紹介すると「伝統料理は
KFCで食べる」となる。グアム伝統
のチャモロ料理、チキンキラグエン
のラップやレッドライスをセットに
した「フィエスタ・プレート」の写
真を添え、「食べてみたい」という気
持ちにさせてくれる。
　各項目は、レジャー（スポーツ、
アトラクション）、ショッピング、レ
ストラン／バー、エンターテイメン
トなど、タイムアウト共通のカテゴ
リーに分類、各カテゴリーを色分け
することで、見やすく紹介する。

定番を「タイムアウト東京」ならではの視点で
短いキャッチフレーズで体験促す

　スーパーマーケットで売られる
スパムやKFCのチャモロ料理のプ
レートなど、こうしたタイムアウト
独自の切り口は、現地での実際の体
験から生まれてくる。「現地に行って
みてから新たに加えた項目もある。
またあらかじめ日本で用意した項目
でも、実際に現地で体験したことを
ベースに、その内容を大きく変更し

たケースもある」（東谷氏）
　タイムアウトのターゲットは「国
境を意識せずに活躍し、比較的年収
が高く、２週間程度の休暇を取る旅
慣れた人」（東谷氏）とある。こうし
た層に魅力を伝えるべく、「探索、発
見をキーワードに、地域に密着した
内容をグローバルに発信する」編集
方針を貫いている。

現地のナマの情報を活かす
ターゲットは「旅慣れた人」

　今回、編集に協力したグアム政府
観光局（GVB）でもこのガイドマッ
プへの評価は高い。マーケティング
＆広報担当の北川淳子氏は「グアム
でこれが体験できるの？というハッ
とさせられる内容。実際に当局の観
光資料として一番人気がある。資料
請求も多く、イベント時のひきも良
い。地図が付いているので、初心者
向けにも最適」と語る。
　GVBの広告展開でもこの「50のこ

と」を訴求、駅貼
りのポスターには
このガイドマップ
を入れたラックを
設け、自由に取れ
るようにした。反
響は大きく、「タ
イムアウトにも問い合わせが多く来
た」（東谷氏）とのことだ。またガイ
ドマップの内容を紹介するアプリも
開発した。

観光局一番人気の資料に
アプリも登場

　今後の展開としては、夏頃を目処
に「キッズ＆ファミリー版」の発行
を計画する。「家族向けにターゲット
を絞った内容。家族でのかけがえの
ない思い出はグアムでの『プレミア
ム』な体験となるはず」（東谷氏）
　北川氏も「年間通じてファミリー
層に提案できるものとしたい。『50の

こと』で割愛した項目も紹介できた
らと考えている。グアムでしか体験
できないことは、まだまだ多い」と
語る。
　また「50のこと」の英語版も発行
予定。将来的には内容をブラッシュ
アップした改訂版も視野に入れる。

「キッズ＆ファミリー版」を計画
かけがえのない思い出こそ「プレミアム」な体験に

　ガイドの制作にあたり、東谷氏は
「まず『そんなにここでしかできな
いことがあるの？』と、制作依頼担
当者から聞かれることが多い。でも
実際は50では足りないくらいピック
アップできる」と語る。それだけ普
段見落としがちな魅力が多いという
ことだ。
　また「日本人は、ベスト10など、絞
られた情報を好む傾向にある。逆に
海外の人からは『それしかないの？
まだあるはず』という反応が目立つ」

という興味深い傾向も。今回の「50
のこと」もこうした日本人の特性に
マッチしている。
　東谷氏は「今回のGVBとのコラボ
レーションでは、タイムアウト東京
の展開の幅も広がり、観光局にとっ
てもデスティネーションの価値を高
めることができた。今後も新しい魅
力を提案できればと考えている」と
述べ、双方プラスになった点を強調
する。

「絞られた情報を好む」日本人
新しいグアムの魅力を表現できたら

タイムアウト東京
「グアムでしかできない50のこと」

折りたたんで
コンパクトにできる

地図も付いている
ので便利

分かりやすい「To Doコピー」で的確に表現するのが「タイムアウト」流
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Lotte Hotel Guam

グアム待望の新ホテル、業界からも高い注目度
ラグジュアリーリゾートとして施設も充実

ロッテホテルグアム

今夏オープン予定のロッテホテルグア
ム。目の前には青い海とパウダーサンド
のビーチが広がり、タモン中心地まで徒
歩圏内という抜群のロケーション。リ
ゾートホテルとしての館内施設も充実さ
せる。ラグジュアリーな客室にきめ細か
いおもてなし。グアム待望の新しいホテ
ルとして、注目度が高い。

旧オークラをさらにアップグレード
美しい眺望を楽しめる客室

　ロッテホテルズは、2018年までに世界
で既存のホテルを含む40以上のホテルを
オープンまたはマネージメントする計画
で、ロッテホテルグアムはアメリカへは
初めての進出となる。毎年安定した旅行
者が訪れることから、日本を主要マー
ケットとして位置づけており、日本人向
けサービスを重視させていく。
　ロッテホテルグアムは、高い評価を受
けていた旧オークラホテルをアップグ
レード。施設や景観は引き続きグアム屈
指のクオリティーを保っている。かつて
オークラに宿泊し、今はシニアになった
層からは、「また泊まりに来たい」という
声も多いことから、ファストタイマーだ
けでなく、リピーターにも訴求力を高め
ていきたい考えだ。
　部屋数は、タワー棟150室、アイラン
ド棟72室の合計222室。グアムの他のラグ
ジュアリーホテルに比べて、半分ほどの
部屋数だが、それだけに静かで快適な滞
在が期待できる。また、フィットネスセ
ンター、拡張される屋外プール、テニス
コート、キッズルーム、ラグジュアリー
カバナ、スパなどリゾートとしての施設
も充実している。

キチネット付きなど多彩な客室
ワンランク上のクラブ・カテゴリーも

　ロッテホテルグアムは、２つの棟で構
成されており、滞在ニーズに合わせた
様々な客室カテゴリーがそろう。
　タワー棟は、全室オーシャンフロント
ビュー。アップグレードされた部屋から
は美しいタモン湾を一望することができ
る。いずれも45㎡からの広々とした室内
で、大理石のバスタブとシャワーブース
がセパレートされたゆとりある設計だ。
また、「プレミアスイート」「ジュニアス
イート」「プレジデンシャルスイート」を
各１室ずつ用意している。このほか、プー
ルサイドには、リゾート感溢れる「プー
ルサイドクラブ」や「プールアクセスク
ラブ」のほか、スイートもあり、眺望重
視の宿泊客に最適だ。
　アイランド棟は、すべてリビングと寝
室セパレートタイプ。全室55㎡以上もあ
り、キチネット付きの部屋も用意。グルー
プ、あるいは長期滞在にもアピール度が
高い。なかでも「ファミリースイート」は
キチネット付きリビングと寝室２室が備
わっており、グループや２世帯、３世帯
のファミリーが１室に滞在しながらプラ
イバシーのあるグアム旅行を楽しめる。
　クラブ・スイートカテゴリーの宿泊者
には、タワー棟３階に広々とした「クラ
ブラウンジ」を設置。パノラマオーシャ
ンビューが楽しめ、朝食やアフタヌーン
ティーのほか、17時から19時まではカク
テルアワーをサービスする。
　
プールを拡張しホライゾンプールに
グアムで唯一の「ラグジュアリーカバナ」

　レストランは、ビュッフェスタイルの
メインダイニング「ラ・セーヌ」をはじ
め、軽食の「ザ・ラウンジ＆デリ」やプール
バー「ホライゾンカフェ」などがそろい、
目的に合わせて利用することが可能だ。
　また屋外プールも拡張。かつてのほぼ
倍の広さとなり、プールの水面がそのま

まタモン湾につながるように見えるホラ
イゾンプールに改修。より開放的な雰囲
気を楽しめるようにした。また、プール
バーを設置することで、大人のリラック
ス空間もつくり出し、幅広い層が楽しめ
るプールにグレードアップした。
　このほか「ハイエンドなリゾートムー
ド」をコンセプトに、グアムで唯一の「ラ
グジュアリーカバナ」をプールサイドと
ビーチサイドに設置。TVやソファなど
を配置し、スタイリッシュに装飾。カバ
ナ内では軽食・ドリンクも楽しむことが

でき、波音を聞きながら優雅な時間を過
ごすことができる。また、無料WiFiサー
ビスを提供するなど快適なホテルライフ
をサポートする。

団体に訴求力の高いバンケット施設
ウェディングパーティーにも利用価値大

　団体マーケット向けには柔軟にアレン
ジ可能なバンケット施設も用意してい
る。センターウィング２階にある「クリ
スタルボールルーム」では最大700名まで

（着席で約350名）のパーティーが可能。
宴会場の外側には、大きな窓から美しい
オーシャンビューが楽しめるプレファン
クションスペースもそなえる。
　センターウィング７階にある３つの宴
会場の「シャルロッテ」は、それぞれ
最大40名までのパーティーが可能。いず
れもオーシャンフロントの眺望が特長的
な小宴会場だ。ウェディングレセプショ
ン、プライベートパーティー、会議、セ
ミナーなど多様な用途で利用することが
でき団体利用への期待も大きい。

タワー棟の「オーシャンフロントデラックス」 アイランド棟の「ファミリースィート」 クラブラウンジ
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Agency Update旅行会社レポート

LCC就航で沖縄が強力ライバル
ホテル確保もタイトに

　2013年度のルックJTBとその他商品の
グアムを含めたミクロネシアへの送客数
は、前年度比４％減の27万4000人ほどに
なる見込みだ。前年割れの要因について、
福嶋氏は、「円安により仕入れ価格が上
昇し、販売価格が上がったことのほか、
国内LCCの沖縄就航により、特に夏期で
沖縄が強力な競合デスティネーションに
なった」と説明する。ただ、商品価格が
上がったことにより、販売額は前年度を
上回っているという。
　マーケット動向としては、中国、韓
国、ロシアなど、ほかのマーケットが台
頭してきており、ホテルの確保がタイト
になってきた。米津氏は「特に１〜３月
でその傾向が顕著」と明かす。また、顧
客層としては引き続きファミリーが中心

に動き、６月になってその動きは大きく
なった。一方、シニア層は送客数では微
増。「全体の割合としてはまだ小さいが、
ピーク時期以外でも送客が期待できるク
ラスターなので、今後強化していきたい」
と福嶋氏は話す。

2014年度は赤パンフで早得戦略を強化
グアム空港に専用ラウンジ設置

　2014年度については、「ホテル仕入を
今後確保する上で、仕入れているホテル
ブロックを早期に販売していかなければ
ならないのが大
きな課題」（米津
氏）と位置づけ、
クラブルーム、
オーシャンフロ
ントなどハイカ
テゴリーの商品
を中心に早得戦
略を強化してい
く。これまでの
60日前、90日前
に加え、120日前
の予約に特典を設け、申込日に応じてオ
リジナルのミールクーポンを付けるサー
ビスを赤パンフで展開。「現時点では、
夏の予約は同期比増で推移しており、効
果が出ている」と米津氏。ミールクーポ
ンという分かりやすいメリットを打ち出
すことで、「売りやすさにもこだわった」
サービスだ。
　また、オフシーズン対策として、サン
ドキャッスルを貸し切りにして、ビュッ
フェランチを提供するサービスも新展

開。５月と６月、10月〜12月の出発で、 
パンフの色にかかわらず、ルックJTB参
加者すべてに提供する。さらに、オフ 
シーズンで動きが活発になるグループ向
けには2013年度下期に引き続き、35日前
の申込みで10人以上のグループに一人に
つき50ドルのオプショナルツアー割引券
を付ける。
　このほか、2014年4月にはグアム国際空
港にルックJTB専用プレミアムラウンジ
がオープン。赤パンフの全コースで、往
路での成田でのラウンジ利用に加えて、
帰国便でも空港ラウンジを用意する。

価値を上げる商品内容に
代替可能な到着日プランを設定

　商品内容については改善すべき点の洗
い出し行い、「為替レートの関係で旅行
代金は上がっているが、価値も上げてい
く」（米津氏）取り組みを進めた。まず、
主にシニア世代をターゲットに「あえて
初めてのケアに立ち戻ったサービス」（米
津氏）を設定。初めてだからルックJTB
を選んだという顧客も多いため、システ
マティックに送迎するだけでなく、空港
に日本語スタッフを置き、「グアムはじめ
てセミナー」（申込制）を開催すること
で、ちょっとした不安を解消する取り組
みを始めた。
　また、滞在プランの開発も進めた。グア
ムはオプションの購入率が高いため、史
跡巡りなどさまざまなプランを提案。「到
着日はオプションでバーベキューディ
ナーを取ってしまう方がお客さまには楽
なのではないか」という考えから「到着

日プラン」を設定した。フライトが遅延
した場合は、ディナーの手配を翌日以降
に振り替えることも可能で、特にシニア
やファミリーへの訴求を狙う。

ファミリー向けサービス拡充
間際強化で「スリムウェディング」新展開

　ファミリー向けには新コースを設定。
３年にわたって展開してきた「ウェルカ
ムベビーのお部屋」コースをリニューア
ルし、往路の専用車、幼児用イスの設
置、子供が喜びそうな食事メニューの提
供など、細かいところをアップグレード
した。また、旅行中に撮影した画像デー
タを、帰国後プロがオリジナル写真集に
するクーポンを付け、なにかと忙しい子
育て世代に向け
た特典を拡充さ
せた。
　さらに、エリ
ア開発も実施。
未 就 学 児 連 れ
ファミリー向け
に、ココパーム
ガーデンビーチ
にルックJTB専
用のキッズカー
ニバルを設けた。
　主要マーケットのひとつであるウェ
ディングについては、従来通り先行予約
の取り込みに注力するほか、間際予約の
対策も強化。新たに「スリムウェディン
グ」として商品化し、おトク感のあるコー
スを提案することでウェディング全体の
シェア拡大を図っていきたい考えだ。

JTBワールドバケーションズ JTB World Vacations

新しい特典続々登場、さらに満足が見える旅へ
オフシーズン対策でも新機軸打ち出す

2013年度、送客減も単価は上昇
高価格帯商品への転換図る

　エイチ・アイ・エスは2013年度、グア
ムへの送客数は前年度比で減少したもの
の、売上単価は10％〜15％アップしたこ
とにより、収益面では目標をクリアした。
田淵氏は「これまでの廉価商品販売の路
線から目線を変えて、お客さま目線の商
品造成を心がけてきた」と2013年度を振
り返り、高価格帯商品の売れ行きが単価
上昇につながったとの見方を示した。
　送客が減少した要因については、グア
ムの日本人渡航者数自体が下降傾向に
あったほか、韓国やロシアなど他のマー
ケットの競合により、同社の主要な顧客
層向けの部屋の在庫が日本市場に出にく
い状況になっていたこともあるようだ。
このほか、「廉価商品の路線から緩やかな
転換を進めるなかで、顧客層が変わりき

らなかった」（田淵氏）ことも、送客数を
伸ばせなかった原因のひとつとして捉え
ている。

「プレミアム・セレクション」を新展開
より快適な過ごし方を提案

　
　この状況を踏まえ、2014年度について
は、よりターゲットを明確にしていく。
これまでメインだった20〜30代、若い
ファミリー層にも力を入れていく一方
で、オフシーズンとなる４月〜６月、あ
るいは10月〜11月では、カップルや若い
女性向けの商品展開も実施していきたい
考えだ。
　「グアムにはご満足頂けるホテルも多
いので、それだけ行く価値はあるという
ことをしっかり伝えていくことが大切」
と田淵氏は話し、「OL層が週末に10万円
払っても行きたくなるような商品を造成
していく必要がある」との認識を示す。
　その方向性から、商品造成も「プレミア
ム・セレクション」「ベーシック・セレク
ション」の２部構成にした。プレミアム・

セレクションでは、ホテルのクラブラウ
ンジが利用できるなど、これまでよりも
快適な滞在を提案。また多彩なプールが
揃う点をアピールポイントとし、パンフ
レットでは未就学児を持つファミリー向
けに、家族で遊べるプール施設やウォー
ターパークも紹介。ベーシック・セレク
ションよりも高めの価格帯に設定した。
　また、「ホテルの客室カテゴリー指定商
品の数を増やしたことで、お客さまが選
べるバリエーションが増えたことも2014
年度の大きな特長」と田淵氏は付け加え
る。

新チャペルを中心にウェディング強化
既存サービスも積極アピール

　エイチ・アイ・エスは、主要マーケッ
トのひとつであるウェディング商品も好
調に伸ばしている。昨年12月１日には、
同社のグループ会社であるグアム・リー
フ＆オリーブ・スパ・リゾートに新しい
チャペル「ザ・コーラル・リーフ・チャ
ペル」がオープン。海外ウェディング・
ハネムーン・ブランド「アバンティ＆オ
アシス」で販売を始めた。グアム・リー
フ初めてのチャペルということもあり、
予約も順調に伸びているという。同社で
は、このチャペルの販売を強化しながら、
ウェディング市場全体の底上げにも力を
入れていく方針だ。
　このほか、シレナトロリーバスやタモ
ン地区の中心に構えるシレナラウンジな
ど、既存のサービスも引き続きアピール
し、同社らしいグアムの過ごし方を提案
していく。
　「今後も限られた在庫を効率的に販売

し、プレミアム商品の訴求力を高めてい
く」と田淵氏。エイチ・アイ・エスとし
ては送客数前年度比10％増、売上同20％
増を目指していきたい考えだ。

社内でグアムのイメージ転換を
リピーター育成にも努力必要

　田淵氏は今後のグアムの課題について
も言及。ホテル在庫の確保に加えて、プ
レミアム商品の売上を伸ばしていくため
に、「グアムは安いだけのデスティネー
ションである、というイメージを変えて
いくことが重要」と話し、社内スタッフ
の意識改革の必要性を説く。また、「グア
ムで何ができるのかが、消費者はもちろ
ん、旅行会社のスタッフも明確ではない
のではないか。それが、グアム市場が伸
びない原因のひとつのように思える」と
の認識も示す。
　海という大雑把な視点ではなく、グア
ムに行く目的をしっかりと作り出してい
く必要性を指摘したうえで、「何か名物と
なるような食を作り出せないものか」と
のアイデアも披露。日本でムーブメント
を起こせるような食が生まれれば、「グア
ムのイメージも変わり、マーケットの拡
大にもつながる」と期待をふくらませる。
　また藤田氏は、グアムにはリピーター
が少ない点に触れ、「いい素材があるのに
もったいない。リピーターを増やしてい
くためにも、その部分をしっかりと伝え
ていく必要がある」と話す。リピーター
が増えれば、送客も増えることから、今
後の課題とするとともに、市場拡大の潜
在性として商品造成にも活かしていきた
い考えだ。

グアム市場の将来性を見据え、高級商品に活路
ターゲットを明確にし、効果的な商品展開を

エイチ・アイ・エス H.I.S.

関東業務事業部 
ミクロネシア・インドネシア・フィリピン旅行事業グループ
サブグループリーダー	 田 淵   仁 氏（右）
Ciao企画チーム
ミクロネシア企画担当			藤田 智子 氏（左）

ミクロネシア部企画チーム
チームマネージャー		福嶋 淳子 氏（左）

米津 麻由 氏（右）
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The Westin Resort Guam

アップグレードしたロイヤルビーチクラブ（RBC）が好評
幅広い対応力こそがウェスティン流プレミアム

ウェスティン リゾート グアム

日本からわずか3時間半、日本人にとっ
て最も身近な海外ビーチリゾートといえ
るグアム。ウェスティン リゾート グア
ムでは、日本人がリゾートに求めるニー
ズに高いレベルで応えられる様々なサー
ビスやプロダクトを提供している。

「プレミアム」を体感できるRBC

　ウェスティン リゾート グアムが上質
なリゾート滞在を求める旅行者のために
提供している客室カテゴリーがロイヤル
ビーチクラブ（RBC）。ホテルの最上階部
分である19〜21階に位置し、ヘブンリー
ベッドの中でゆっくり時間を楽しめる
CD/DVDプレイヤーや、快適さを追求
した温水シャワートイレなどの設備を整
え、まさに「プレミアム」なホテルステ
イを約束する。
　また昨年のゴールデン・ウィーク前に
は、「RBCラウンジ」をリノベーション
し、スペースを拡張した。
　21階にあるこのラウンジは、RBC宿泊
客専用のスペースで、コンチネンタルブ
レックファースト（7:00am〜10:00am）、
イブニングカクテルサービス（5:00pm
〜7:00pm）、デイタイムの無料ドリンク
サービス、専用コンシェルジュサービス、
インターネット無料アクセスサービス、
タブレット端末貸し出しサービスなど、
至れり尽くせりな各種サービスを提供す
る。

広くなったRBCラウンジ

　ラウンジの収容力は、拡張によってそ
れまでの28席から99席へと規模が約３倍
にアップ。これによりラウンジの混雑が
緩和され、利用者が集中する時間帯でも
より快適に利用できるようになった。こ
うした改善も含め、宿泊客からの評価は
以前よりさらに高まり、リピーターから
は「ラウンジがこれまでよりとても良く
なった」との声が、また初めてRBCを利
用した宿泊客からも「大変快適に過ごせ
た」といったコメントがホテルに届いて
いるという。
　ラウンジの拡張、改修と同時に、朝食
で提供されるメニューの内容もバラエ
ティーを増やし、料理のプレゼンテー
ションも見直した。またカクテルタイム
のアペタイザーもアップグレード。種類
も増やした。こうした取り組みが確実に
顧客評価の上昇となって表れている。
　ちなみにウェスティン リゾート グア
ムは、昨年秋からホテルのクチコミ評価
サイトで常にグアムのトップレベルを維
持しており、その理由の一つが、RBCの
充実ぶりにあると考えられる。

RBCの多彩な特典

　RBCの宿泊客には、さまざまな特典が
用意されている。そのひとつが専用ビー
チでの優雅な時間を演出するカバナ（天
蓋付きビーチチェア）のサービスだ（要
予約）。このカバナも以前の10脚から19脚
に増やしている。またタオルと冷たいミ
ネラルウォーターも無料サービスしてい
る。

　またショッピングエキスプレスは、時
間限定（10:00am〜4:00pm／要予約）なが
らウェスティン リゾート グアムから島
内の主要ショッピングスポットまでの無
料送迎サービスで、マイクロネシアモー
ル、Kマート、グアムプレミアムアウト
レットまで宿泊客を送り届ける。

常に進化する姿勢

　こうしたサービスをグアムで提供し、
グアムを訪れる旅行者に“一味違うプレ

ミアムなグアム滞在”を選択肢として提
案するウェスティン リゾート グアム。
　宿泊客には直接アピールしない細かい
部分にも気を配り、壁紙、カーペットの
綻びや塗装の修繕、空調機能の維持や環
境性能の向上などに恒常的に取り組んで
いる。そうした取り組みの一環として、
エレベーターのセキュリティ強化も図っ
ていく方針で、ルームキーと連動してエ
レベーターが動くシステムの導入を予定
している。
　レストランの充実ぶりもウェスティン 
リゾート グアムならではのプレミアム。
オープンキッチンスタイルでシェフたち
の手さばきを楽しむこともできるビュッ
フェレストラン「テイスト」は、地元で

も人気レストランの
評価を得ている。
　イタリアンの「プ
レゴ」は、ランチタ
イムを中心に利用客
の評判が高い。

6つの「ウェル」で高い満足度を実現
　ウェスティンリゾートグアムでは、緊張
を解きほぐし、心身ともにリラックスでき
る環境を提供するため、６つの「ウェル」
を具現化する取り組みを行っている。
　極上の眠りを約束する「スリープ・ウェ
ル」、質の高いダイニングを提供する「イー
ト・ウェル」、ホワイトティーのアロマが香
る「フィール・ウェル」、最新設備のフィッ
トネスセンターを備えた「ムーブ・ウェ
ル」、快適なビジネス環境を提供する「ワー
ク・ウェル」、子供向け各種アクティビティ
を用意する「プレイ・ウェル」といった、
滞在者が心身ともに「アンワインド」でき
る環境を整えている。

　またマジックロックシアターは、一流
マジシャンの華麗な技が好評で、４月か
らはディナー付ショーの後にカクテル
ショーが加わり、１日２回公演すること
になった。

ロイヤルビーチクラブ専用カバナ

ロイヤルビーチクラブラウンジ
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Alupang Beach Club

グアムのアクティビティ参加者数No.1
大型団体、修学旅行のリピーター多数

アルパンビーチクラブ（ABC）

創業27周年を迎えたアルパンビーチク
ラブ（ABC）。グアムでは数少ないプライ
ベートビーチをベースに、グアムの海を
存分に楽しめるマリンアクティビティを
提供しており、グアムのアクティビティ
の中でも、参加者数No.1の実績を誇る。
修学旅行や大型団体の利用者数もリピー
ターを含めさらに増加、その受け入れ態
勢には定評がある。また個人から大型団
体まで、あらゆる客層が満足できるた
め、安心して送客できると旅行会社から
の評判が高いのも特徴だ。

グアム最大級のマリンリゾート
タモンエリアからわずか10分

　グアムの主要ホテルが並ぶタモンエリ
アから車でわずか10分。深さ１〜1.5mの
遠浅の海が沖合まで続く、500mにもわた
るプライベートビーチを完備したグアム
最大級のマリンリゾート「ABC」。アガ
ニア湾の中でも潮の満ち引きの影響がな
く、年間を通して安定した海域にあるた
め、いつ訪れてもグアムの海の魅力を満
喫できる。
　ABCと主要ホテル間には、無料送迎
バスが８〜17時まで１時間おきにを運行
しているため、修学旅行やインセンティ
ブといった大型団体でも、滞在中の限ら
れた時間を効率よく組み立てることがで
き、日程を組みやすい。

団体旅行向けグループプラン
きめ細やかな対応に定評

　これまで団体旅行の受入実績が豊富な
ABCでは、グループプランを設定。ビー
チステイ、ビーチアクティビティ、ビー
チゲーム各種、ガイド付きシュノーケリ
ング、ミクロネシアデモンストレーショ
ンと、ホテル間の送迎が含まれた、たっ
ぷり一日遊べる充実の「基本プラン」を
ベースに、オプションをプラスすること
ができる。
　選択できるオプションは、４種類。大
人気のイルカウォッチングが楽しめる
「イルカパック」、ジェットスキーかバナ
ナボートから好きなアクティビティが選

べる「お手頃パック」、ジェットスキーと
バナナボートの両方を体験できる「満足
パック」と、ジェットスキー、バナナボー
ト、パラセーリングと、マリンスポーツ
三昧の一日を過ごせる「最強パック」だ。
　またいずれのプランでも、それぞれの
団体のニーズに合わせたアレンジが可能
で、目的に合わせた充実したステイを実
現することができる。

全インストラクターが有資格者
団体旅行の送客も安心

　ABCでは充実したサポート体制に定
評がある。全てのビーチインストラク
ターはライフガードとファーストエイド
の有資格者で、グアム警察のウォーター
セーフティークラスを受講するなど、定
期的なトレーニングによって専門知識も
取得。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。特に団体旅行や修学旅行では安全面
が重視されるため安心して送客できる。
またアクティビティの選定でも、安全性
の高い機種を厳選。厳しい管理体制のも
と、定期点検を頻繁に行っている。

プライベートビーチを利用した
チームビルティングも

　ABCでは、通常のアトラクションに加
え、カヤックレースや綱引きなどのチー
ムビルディングプログラムをはじめ、グ
ループのニーズに応えた各種プログラム
の相談に応じている。またオリジナル
プランとして、貸し切りのプライベー

トビーチを利用
して、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、ボートのチャーター、また
スイカ割りや宝探しなどのゲームをする
こともできる。
　人気のイルカウォッチングは、最大78
名収容のクルーザーに加え、44名乗りと
33名乗りのクルーザーも稼動しており、
１日最大700名まで対応できるため、団体
旅行に最適。この規模で実施できるのは
グアムでもABCだけだ。

豊富なマリンアクティビティ
「キッズバナナ」も登場

　ABCでは、個人旅行でもグアムの魅
力をまるごと体験できるパッケージプラ
ンを用意する。ジェットスキー、バナナ
ボート、パラセイリングなどの豊富なア
クティビティパッケージに、ビーチステ
イ、ビーチアクティビティ、食べ放題ラ
ンチ、ミクロネシア・カルチャー・プロ
グラム、ガイド付きシュノーケンリング
ツアーなど、＄80相当のビーチリゾート
アクティビティが全てのパッケージに含
まれていてかなりお得。まさにABCに来
なければ、グアムに来たとは言えないほ
どだ。また人気のバナナボートが子供用
のコンパクトなサイズになった「キッズ
バナナ」が登場。６〜13才まで参加が可
能だ。

　ABCでは、20名以上の修学旅行や
グループ、＄100以上のパッケージ
に参加した旅行者を対象に、アメリ
カ合衆国の歴代大統領の顔が刻ま
れた、希少な新１ドルコインをプレ
ゼントする。このプログラムは、今
から約500年前、世界一周航海の途
にあったマゼランがグアム島を発見
し、ABCのあるアガニア湾に上陸し
た可能性があることにちなんだもの
で、その名も「マゼランの秘宝」プロ
グラム。グアムの歴史、さらには、マ
ゼランの世界航海の歴史を知るきっ
かけとして、修学旅行の学習素材に
も最適だ。

　ABCでは、海外でボランティア活
動ができる「ボランツーリズム」プ
ログラムを提供している。このプロ
グラムは、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
測などの海洋保護活動など、多岐に
渡るボランティア体験ができるもの
で、各パッケージに追加して参加が
可能。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」が付く（所要２〜３
時間。参加料金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）。
　さらにABCでは、高等学校や専
門学校の研修プログラムの一環とし
て、ABCでの職業体験の受入も可
能。予約、ビーチ、ゲストリレーショ
ンなど、現場スタッフの仕事を体験
をするといった貴重な場を提供して
いる。

好評の「マゼランの秘宝」プログラム
グループ参加者に1ドルコインプレゼント

企業で海外ボランティアに参加
「ボランツーリズム」や職業体験も団体旅行スケジュール例

［お手頃パック ＊ジェットスキーの場合　スケジュール案］
08:00　宿泊ホテル出発
08:15　ABC到着、チェックイン
08:25　ブリーフィング（オリエンテーション）、ロッカールームに荷物を預ける
08:45　ジェットスキーを体験（30分間マイジェットを体験できる）
10:00　ビーチでのんびり。ビーチアクティビティにも挑戦
11:00　ビーチゲーム大会
12:30　ランチライム（11:15〜15:30まで好きな時間に食事可）
13:00　ミクロネシアデモンストレーションに参加
14:00　ガイド付きシュノーケリングに参加
15:00　ABC出発
15:30　ホテル到着

［イルカパック（バナナボート付き）　スケジュール案］
08:00　宿泊ホテル出発
08:15　ABC到着、チェックイン
08:25　ブリーフィング（オリエンテーション）、ロッカールームに荷物を預ける
08:45　アガット湾に向けてABCを出発
09:15　イルカウォッチングツアー開始
12:00　ABCに到着
12:30　ランチライム（11:15〜15:30まで好きな時間に食事可）
14:00　ガイド付きシュノーケリングに参加、またはビーチアクティビティにも挑戦
15:00　ビーチゲーム大会
16:00　ABC出発
16:30　ホテル到着
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Wedding Market

グアムだから実現できる「みんなのウェディング」
ウェディング・マーケット

　GVBは、ウェディング・マーケットを
対象に「グアムブーケトスキャンペーン」
を展開する。グアムでのウェディングの
様子をFacebookに投稿すると、それを見
た友達にグアム旅行が抽選で当たる内容
で、ソーシャル・メディアを使った新し
いキャンペーンだ。
　４月１日から６月30日の期間中にグア
ムで挙式するカップルが対象で、挙式し

たカップルやその参列者がグアムでの
ウェディングの写真を、キャンペーンサ
イ ト（http://premium.visitguam.jp） を
通じてFacebookに投稿すると、それを見
た友達に「幸せのおすそ分け（＝ブーケ
トス）」として、抽選で５組10名に３泊４
日のグアム旅行をプレゼントする。また
投稿者にも、グアム再訪の旅を１組に抽
選でプレゼントする。

「グアムブーケトスキャンペーン」
Facebook上の「ブーケトス」でグアム旅行が当たる

海外ウェディングで大きなシェアを占めるグアム。グアム政府観光局（GVB）によ
ると、グアムで挙式する日本人カップルは、年間9500〜1万組に達するという。
日本からの近さやアクセスの良さ、インフラの充実度、さらに空港とホテル、チャ
ペルが近い点など、海外ウェディングにおいて、グアムは高い優位性を誇る。グア
ムのウェディングの傾向は、こうした特徴を活かした列席者数の多さにある。気軽
に家族や親戚、友達が参加できる「みんなのウェディング」が実現できるグアム。
その傾向や特徴について触れてみたい。

　グアムにとってウェディング・マー
ケットは、挙式数が増える６月や10月な
ど、オフシーズンを支える重要なマー
ケット。その意味でも今回のキャンペー
ンには力を入れる。
　GVB光森裕二日本代表は、２月末に都
内で行われたウェディング・セミナーの
中で、「秋以降のウェディングにつなげて
いく意味もある」とコメント。現在展開
しているプロモーション「プレミアムな
グアム、はじまる。」に合わせ、ウェディ
ングに焦点を当てた広告展開も行う。
　光森氏はさらに競合する沖縄と比較。

「沖縄の場合は、空港でレンタカーを借

りて、一旦市内を通って１時間以上かけ
てホテルエリアへ向かう。グアムの場合
は、空港からホテルやビーチ、挙式会場
が近く、コンパクトにまとまっている。
ウェディングサロンと教会が近いのも非
常に大きな要素だ」と述べ、グアムの優
位性をアピールした。
　光森氏は「日本から近く、さらに日本
９都市からアクセスできるので、『みん
なのウェディング』が実現できるのがグ
アムの強み。特に家族向けの施設やサー
ビスが充実しているのも大きなポイント
だ」と述べ、グアムでのウェディングの
メリットを挙げた。

オフ期を支える重要なマーケット
GVB光森代表、空港扌ホテル/教会の近さ強調、沖縄を意識

　株式会社リクルート マーケティング 
パートナーズ調査の「ゼクシィ 海外ウエ
ディング調査2013」（2013年8月）による
と、グアムを海外挙式の実施地域として
答えたのは、全エリアの22.5％（表1）。そ
の割合は、前年（2012年）と比べ、2.1ポイ
ント増加している。
　次に挙式場所の選択理由を見ると、グ
アムは際立った特徴を見せる（表2）。グ
アムで挙式した人の選択理由で最も多い
のが「費用が手頃だから」の65.3％で、

「列席者を呼びやすいから」（53.7％）が
続く。全エリアと比べると、圧倒的に割
合が高い。

　日本から近く、全国９都市からアクセ
スできるグアムは、気軽に挙式でき、さ
らに列席者も参加しやすいという強みが
ある。この結果は、まさにグアムが持つ
優位性を表している。
　具体的に挙式の列席者数を見ると、全
エリア平均は10.1人、グアムは10.6人で、
やはりグアムは多い。特に「6〜10人」と
答えた人が全エリアでは40.7％だったの
に対し、グアムは44.2％、また「11〜15人」
では全エリアが21.3％、グアムが33.7％
と共にグアムの割合が全エリアよりも高
く、グアムの挙式は列席者が多い傾向に
あることが分かる（出典：表1に同じ）。

海外ウェディングで大きなシェア
選択理由は「費用」と「列席者」がトップ

　また海外挙式全エリアの申し込み時期
は平均6.4ヶ月前。内訳は「６ヶ月前」と答
えた人が全エリアの20.8％と最も多く、
次に「３ヶ月前」の13.5％が多い。この

「３ヶ月前」は、いわば「間際需要」にあ
たり、取り込めるチャンスがある。
　また海外挙式を検討・決定する際に利
用した情報源については、「結婚情報誌」
が63.1％で最も高く、次いで「海外挙式に
関する情報誌」が59.8％、「結婚情報サイ

ト」が52.5％、「プロデュース会社のホー
ムページ」が50.4％で続く。一方、「旅行
会社のパンフレット」は45.4％、「旅行会
社のカウンター」は35.0％、「旅行会社の
ブライダルフェア」は19.9％で、トータル
の「旅行会社を利用」は62.6％に達し、
結婚情報誌とほぼ同じ割合となり、旅行
会社が重要な情報源となっていることが
分かる（表4）。

申し込みのヤマは3ヶ月前にも
旅行会社は重要な情報源

　費用総額を見ると、全エリアの平均額
161.1万円に対し、グアムは155.3万円と
安い（表3）。細かく見ると、「100〜125万
円未満」（17.8％）と「125〜150万円未満」

（24.4％）、「150〜175万円未満」（17.8％）
の合計は60％に達し、ここがボリューム

ゾーンとなる。
　しかしその一方、「225〜250万円未満」
も11.1％占め、この割合は全エリアの
5.3％よりも大きく、豪華志向のカップル
の存在が読み取れる。

平均費用は155万円、豪華志向も

南太平洋・インド洋 2.8%

グアム
22.5%

ハワイ
53.0%

ヨーロッパ 
10.2%

アジア 7.1%
オーストラリア 3.3%

その他 0.2%アメリカ 0.9%

（表1）海外挙式の実施地域

出典：（株）リクルート マーケティング パートナーズ「ゼクシィ 
海外ウエディング調査2013」（2013年8月、調査数＝423）

第１位 費用が手頃だから 65.3％

第２位 列席者を呼びやすいから 53.7％

第３位 気に入った教会・挙式会場があったから 42.1％

第４位 結婚式だけでなく、それ以外の時間も楽しめるから 36.8％

第５位 気候、季節がその時期に良かったから 29.5％

第６位 親孝行をしたかったから（親孝行になるから） 20.0％

第７位 結婚式のための環境が整っているから 18.9％

第８位 以前からその国・エリアで結婚式をすることに憧れていたから 16.8％

第９位 以前から行ってみたい国・エリアだったから 9.5％

第９位 親が希望していたから 9.5％

第１位 結婚式だけでなく、それ以外の時間も楽しめるから 66.0％

第２位 気に入った教会・挙式会場があったから 42.1％

第３位 以前からその国・エリアで結婚式をすることに憧れていたから 34.3％

第４位 気候、季節がその時期に良かったから 33.6％

第５位 以前から行ってみたい国・エリアだったから 30.5％

第６位 結婚式のための環境が整っているから 26.2％

第７位 列席者を呼びやすいから 26.0％

第８位 費用が手頃だから 24.3％

第９位 親孝行をしたかったから（親孝行になるから） 21.5％

第10位 親が希望していたから 12.1％

結婚情報誌
海外挙式に関する情報誌

結婚情報サイト
プロデュース会社のホームページ

旅行会社のパンフレット
旅行会社のカウンター

旅行会社のブライダルフェア
旅行会社を利用

（表4）海外挙式を検討・決定する際に利用した情報源（複数回答） （調査数＝423）

63.1％
59.8％

52.5％
50.4％

45.4％
35.0％

19.9％
62.6％

出典：表1と同じ

（表2）挙式場所の選択理由（複数回答） 出典：表1と同じ

グアム（調査数＝95） 全エリア（調査数＝423）

（表3）海外ウェディングの総額（回答者数：グアム＝45、全エリア＝263） 出典：表1と同じ

50万円未満
50〜75万円未満

75〜100万円未満
100〜125万円未満
125〜150万円未満
150〜175万円未満
175〜200万円未満
200〜225万円未満
225〜250万円未満

250万円以上

161.1万円
平均費用

総額
155.3万円

全エリア
グアム

0.4％0.0％
4.2％4.4％
9.5％4.4％
17.1％17.8％
13.3％24.4％
19.0％17.8％
12.9％8.9％
9.5％6.7％
5.3％11.1％
8.7％4.4％

全エリアグアム

0％ 10％ 20％

0円 100万円

グアム

全エリア

画像提供：ワタベウェディング
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Watabe Wedding

プレミアム感あるゲストハウス型施設「ブルーアステール」
2014年新デコレーションはブリリアントツリー

ワタベウェディング

グアムでプレミアム感のあるウエディン
グ・セレモニーを実現できる施設といえ
ば、真っ先に挙がるのがブルーアステー
ル。グアムでは数少ないオンザビーチに
あるゲストハウススタイルの施設で、挙
式から写真撮影、家族やゲストとの会食・
パーティまでを、同じ敷地内で行えるの
が特徴だ。

オンザビーチのロケーション
参列者の送迎サービスも用意

　グアムにある挙式会場の中でも、ブ
ルーアステールのようなオンザビーチの
ロケーションにある施設は、他にほとん
どない。“コーラルブルーの海と、どこ
までも広がる青い空、輝くように真っ白
な砂浜、そこに揺れるパームツリー、そ
れらの目の前でウエディング”という、
カップルがリゾートウエディングに思い
描く通りのセレモニーを実現できるのが
ブルーアステールだ。
　しかもチャペルとパーティ会場が同じ
施設内にあり、プライベート感のある時
間を過ごすことが可能だ。２階建ての１
階にはエントランスロビーと海が目の前
に見える待合室があり、ここでも他の利
用者とすれ違うことなくプライベート感
を保つことができる。
　挙式後、家族やゲストと新郎新婦が
ビーチ撮影を楽しんだり、パーティの冒
頭にガーデンでケーキカットをしたり
と、施設を存分に活用できる自由度も高
い。
　また宿泊ホテルからブルーアステール
までの送迎サービスは、挙式カップルは
もちろん、参列者にも用意。グアムの参

列者平均人数である10名分まで無料で提
供している。

輝くブリリアントツリー
新たなアルターデコレーション

　ブルーアステールの「アステール」は
ギリシャ語で星という意味。その名の通
り、チャペル内はスワロフスキーのクリ
スタルが、星を散りばめたように飾られ、
陽光にキラキラと輝く。
　４月からはアルター（祭壇）デコレー
ションが登場、ブルーアステールが一段
と輝きを増す。祭壇の左右にクリスタル
と、貝殻を加工したシェルプレートで作
られたブリリアントツリーを置き、その輝
きで新婦の美しさを両脇から引き立てる。
　またパーティは色味とテイストの異な
る２つの会場（ピンクが基調の「ベガ」

とブルーが基調の「アンタレス」）から選
択でき、ウェディングドレスとのカラー
コーディネートを重視する新婦のニーズ
にも応える。

クリスタルローズセレモニーで
家族やゲストとの一体感を演出

　せっかく参列してくれる家族やゲスト
との一体感を盛り上げる工夫も凝らされ
ている。それがワタベウェディングなら
ではのクリスタルローズセレモニーだ。
　グアムの参列者平均人数に合わせて10
本のバラの花を用意。新郎の入場時に参
列ゲストから新郎に１本ずつバラを手渡
してもらう。これらのバラはセレモニー
の終盤までにクリスタルリングで束ね、
バラの花束に仕立てておく。そして最後
は新郎がこのバラの花束を手に新婦へ改
めて愛のメッセージを伝えるという趣向
だ。
　大切な人たちと一体感が生まれ、挙式
に参列した家族やゲストにとっても、
カップルにとっても温かい思い出となる
演出だ。

　人気読者モデルで女性から圧倒的な支持
を受ける武智志穂さんが、４月からブルー
アステールのウエディング＆パーティを 
プロデュースする。武智さん自身も昨年、
海外で挙式しウエディングへのこだわりは
強い。
　ブルーアステールのプロデユースで特に
力を入れるのがパーティ関連の装花やウ

グアムには全部で3チャペル
　ワタベウェディングはブルーアステー
ルのほか、セント・プロバス・ホーリー・
チャペルとサンビトレス・ベイサイド・
チャペルの計３施設を運営。ニーズに合
わせた選択肢を用意している。
●セント・プロバス・ホーリー・チャペル
　ナチュラルな素材の、木や石やガラス
で内装したアットホーム感あふれるチャ
ペル。専用パーティ会場の「Te quiero

（テ・キエロ）」が利用できる。昨年9
月には新たにプライベートガーデンの

「Family Tree Garden」をオープン。挙
式後に家族やゲストと共に過ごす時間を
さらに充実させた。
●サンビトレス・ベイサイド・チャペル
　ホテル・ニッコー・グアムの敷地内に
ある挙式施設。日系ホテルに泊まり、移
動なしで挙式できる安心感も人気の理由
の一つ。カジュアルにフィンガーフード
をつまみながらのパーティなど、肩ひじ
張らないリラックスした挙式を手ごろな
価格で挙げたいカップルに最適な施設。

エディングケー
キ、スイーツ類
だ。武智さんの
提案でスイーツ
ビュッフェやプ
チギフトとして
のアイシングクッキーなどを開発。これら
をオプションとして商品化した。

武智志穂さんが
ウエディング＆パーティをプロデユース

祭壇に輝くブリリアントツリー

プライベート感を重視したパーティー会場

パーティーで人気の
スイーツビュッフェ
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Hilton Guam Resort & Spa

グアムを代表するプレミアム・リゾート
リノベーションでさらにクオリティーアップ

ヒルトングアム・リゾート&スパ

グアムのラグジュアリーホテルとして長
年にわたって日本人旅行者に愛されてき
たヒルトングアム・リゾート&スパ。今
年４月からはメインタワーの改修工事に
着手するなど、さらにクオリティーを高
めていく。ワンランク上の宿泊が楽しめ
る「タシ・クラブ」、レストラン「ロイ
ズ」、直営スパ「アユアラン」などプレミ
アム商品の造成に最適な素材も豊富。幅
広いマーケットに対応するサービスを展
開している。

メインタワーの客室改修に着手
屋外施設も拡充

　ヒルトン・グアムは、今年春から夏にか
けてリノベーションを進め、リゾートと
しての快適性や楽しさをさらに高めてい
く。まず、３棟ある宿泊タワーのうち、
メインタワーの客室改装を今年４月から
７月中旬にかけて行う。バスルームの配
管およびバスタブの取り替えを実施する

ほか、ウォッシュレットトイレを導入。
さらに、テレビ、カーテン、家具なども
リニューアルする。
　また、３食ビュッフェスタイルのレス
トラン「アイランダー・テラス」では、
外側に屋根付きのテラスを設置し、屋外
でも食事が楽しめるようにする。工事は
４月あるいは５月に完了する予定だ。ま
た、新設のテラスに隣接する「ツリー・
バー」では席数を増やし、軽食やドリン
クが楽しめるスペースを拡大する。
　さらに、現在デッキチェアを置いてあ
るビーチサイドをきれいに整備し直し、

夏前までに新たにカバナを設置する予
定。屋外パーティーなどに最適なスペー
スとして訴求を高めていく。

豊富なプレミアムなサービス
タシ・クラブでワンランク上の宿泊

　ヒルトン・グアムにはプレミアム商品
の造成に最適な素材が多くそろう。「ホ
テルの中のホテル」として高い評価を受
けているタシ・クラブは全室オーシャン
ビュー。専用のチェックイン/アウトカウ
ンター、朝食やカクテルなどを楽しめる

専用ラウンジも備え、ワンランク上の宿
泊を約束してくれる。日本人スタッフが
常駐するなど、日本人旅行者への気配り
も好評だ。また、プレミアタワーにも「プ
レミア・エグゼクティブ・ラウンジ」を
用意。プレミアスイート、エグゼクティ
ブ・フロアーの宿泊者専用のラウンジと
して、朝食、カクテル、軽食などのサー
ビスを提供している。
　レストランでは、パシフィックリム料
理の「ロイズ」が有名だ。グアム屈指のレ
ストランとして、ヒルトン・グアムの宿
泊者はもちろんのこと、ほかのホテルか
らも多くの観光客が訪れるほか、記念日
のディナーなどでローカルの利用も多い。
　また直営スパ「アユアラン」では、体
のエネルギーバランスを整える癒しの時
間を約束してくれる。日本人スタッフも
常駐しているため、言葉の心配もなく極
上のリラクゼーションを体験することが
できる。ピックアップサービスも提供し
ており、ヒルトン・グアムの宿泊者以外
でも気軽に利用することが可能だ。
　このほか、「日本人旅行者クリニック」
を併設している点もヒルトン・グアムの
メリットのひとつ。日本人医師と医療
スタッフによる観光客専門のクリニック
で、日本語による診察や治療が受けられ
ることから、万が一の場合に心強い存在
だ。

充実のリゾート・アクティビティー
カルチャークラスも提供予定

　ヒルトン・グアムの広い敷地内には、
レクリエーション施設も充実している。
プールは、インフィニティプールやキッ
ズプールをはじめ５種類。テニスコート
も５面備えている。また、ビーチではカ
ヌーなどのマリンアクティビティーを用
意。さらに、空中に張られたワイヤーを
ターザンのように滑り降りるソフト・ア
ドベンチャー「ジップ・ライン」も敷地
内にあり、空中からグアムらしい風景が
楽しめることから人気を集めている。
　このほか、今年４月からは新たにタシ・
クラブでグアム文化体験クラスを提供し
ていく。「もっとグアムやチャモロの文化
を知ってもらいたい」という考えから、コ
コナッツハスキング、ヤシの葉工芸、カ
ルチャーダンスショーなど、曜日ごとに
内容を変えてカルチャークラスを開く。
その他、今人気のウクレレのレッスンも
内容に入れる予定だ。
　ヒルトン・グアムでは、チャモロ文化
の伝承に力を入れている現地NPO「フラ
オ・アカデミー（Hurao academy）」へ寄
付をするなど、グアムの伝統文化に対す
る理解は深い。今後も、ヒルトン・グア
ム内のアクティビティーだけではなく、
グアムの伝統文化を幅広く日本人観光客
に紹介していく活動を続けていきたい考
えだ。
　また、ヒルトングアムの広大な敷地内
にあるアールイズ・ウェディングの「ア
クア・ステラ・チャペル」とワタベウェ
ディングの「セント・プロバス・ホー
リー・チャペル」では、ヒルトングアム
ならではのパーティー演出が可能だ。屋
外でのパーティー会場「バニヤンポイン
ト」では、真正面に恋人岬を臨む美しい
ビューが広がるので、ウェディング会場
として、最高の演出ができる。ハネムー
ンやウェディングマーケットも引き続き
強化をしていきたいと考えている。

ビーチサイドに新設されるカバナ 野外パーティー会場「バニヤンポイント」 タシクラブ
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Baldyga Group

プレミアムなグアムを演出
団体需要にも多彩なアレンジ

バルディガ・グループ

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、プレミアムなグアムを 
演出、さらに団体需要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

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: jpninfo@baldyga.com

http://guam-sandcastle.com/

「サンドキャッスル」ディナー＆ショー
団体需要に幅広い対応力
MICE（大型から小グループ）、ウェディング、修学旅行も
　500席とグアムで最大級の収容規模を
誇るサンドキャッスルのディナーシア
ターなら、ショーの貸し切り、本格的なス
テージ装備を使った式典や表彰式など、

インセンティブ・グ
ループを始め大型団
体の対応が可能だ。
　また小グループに
は、ディナー用の個
室を用意。吹き抜け

のエントランスは、パーティーやレセプ
ションに最適だ。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）。

　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
るという立地も強み。また屋内なので、
雨の心配も不要だ。

修学旅行におすすめの
舞台裏体験
　修学旅行向けには、専用パッケージを
用意。ショー鑑賞に加え、通常見ることの
できない舞台裏や舞台装置、メイクアッ
プ・デモンストレーションやダンス・ワー
クショップなどを見ることができる。特
に美容系や電気系の専門学校、短大に好
評だ。

多彩なパッケージで幅広いニーズに対応
「SUPER VIP」からカジュアルなプランまで
　幅広いニーズに応え、多彩なパッケー
ジを用意するサンドキャッスル。手頃な
料金で楽しみたい、VIPシートで豪華に
楽しみたいなど、プランは６つをライン
ナップ。「カジュアル」と「デラックス」、

「VIP」の3つの座席に、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
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ぶことができる。
　ディナー付きプランも好評だ。全プラ
ンにデザートが付くほか、デラックス
及びVIPのディナーでは、５種（ロブス
ター、ステーキ、ヘルシー野菜等）から
選べるメインをはじめ、本格的コース料

理を味わえる。
　さらに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）。

万全の
バリアフリー対応
　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、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。

ワールドクラスのエンターテイメント！
絶えず進化し、いつ見ても楽しい
　グアムで唯一、ワールドクラスの本
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。最新バージョン「ドリームⅢ2014
バージョン」は、はじめての人はもちろ
ん、以前サンドキャッスルのショーを観
たことがある人でも、新鮮な驚きと感動
を与えてくれるはずだ。
　特に世界最高峰の若手マジシャン、
アンソニー・リード氏が繰り広げるイ
リュージョンは必見。ホワイトタイガー
やスポーツカーが突然現れる大がかりな
仕掛けには、誰もがアッと驚くはずだ。 　また見逃せないのが、客席の目の前で

繰り広げられるアクロバティックな技の
数々。そのどれもが躍動感にあふれ、思
わず目が釘付けになってしまう。ステー
ジを盛り上げるダンスやオリジナルソン
グも要チェック。さらに雨が降ったり、
風が吹いたり、臨場感あふれるステージ
効果にも注目したい。
　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・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。

誰でも楽しめる内容で
言葉の心配も不要　
　公演時間は約60分。イリュージョン
やアクロバット、歌やダンスが中心の
ショーなので、英語が分からなくても楽
しめる。どこの席でもそれぞれ違った楽
しみ方があるので、リピーターも大満足。
さらに年齢制限がないので、家族連れに
もおすすめ。誰でも楽しめるのがサンド
キャッスルの大きな魅力だ。

http://guam-bgtours.com/beach/

「ザ・ビーチ」ディナー＆ショー
グアム最大級、500名以上収容可能な
アイランドディナーショーが今年10月に誕生
　タモン湾を背景に、グアムで最もビー
チに近い「オン・ザ・ビーチ」の特設ス
テージでバーベキューを楽しみながら、
オリジナルのアイランドショーが楽しめ
る。今年10月にはステージを拡張、500〜
600名の収容が可能で、グアムでも最大の
アイランドショーとなる予定。拡張する
エリアではビュッフェスタイルで料理を
提供。屋根も付くので、急なスコールの
際も安心だ。
　幻想的なサンセットをバックに、古代

チャモロのパフォーマンスだけでなく、
太平洋エリアの多彩なダンスを取り入れ
たアイランドショー。太平洋地区で最も
古くから人が住んでいたとされる「太平
洋エリアのルーツ」グアムを起点に、人
類が各地へ広がっていったストーリーを
幻想的に表現。タヒチアン、フラ、ナイ
フダンスなど、多彩なダンスショーが続
き、クライマックスは、間近に迫るファ
イヤーダンス。より一層南国ムードを盛
り上げる。

　ショーの途中には、飛び入り参加など、
客席とフレンドリーなダンサーとの交流
も。ここでのひとときは、忘れられない
旅の想い出となるはずだ。ここはグアム
でも人気のエンターテイメント『「サンド
キャッスル」ディナー＆ショー』 と同じ
グループの運営なので、質の高いショー
を楽しむことができる。
　現在のBBQエリア（約250名収容）も併
設施設として残るので、両施設を併せる
と800名規模の団体受入も可能になる。

ここだけの「マジック＋アイランドショー」
あらゆるマーケットに対応
　マジックとアイランドショーがひと
つになったグアムで唯一のユニークな
ショー。屋内でアイランドショーが楽し
めるのは、グアムではこのショーだけ。
グアムリーフホテル＆オリーブスパ内の
パンダナス・パビリオンを会場に、食事
はビュッフェスタイル。チャモロ料理な
どアイランドテイストを含めたメニュー

が食べ放題で、小さな子ど
も連れのファミリーをはじ
め、あらゆるマーケットに
対応。カジュアルにグアムの夜を楽しむ
ことができる。
　会場は180名まで収容可能で、グルー
プの貸し切りにも対応。打ち上げパー
ティーや報奨旅行の表彰式、パーティー

http://guam-bgtours.com/magic-of-guam/

「マジック・オブ・グアム」ディナー＆ショー 

の二次会など、MICE利用にも最適だ。
　ステージ上でマジックを繰り広げるの
は、グアムでのマジックショーの経験が
豊富なハンク・ライス氏。軽快なテンポで
日本語と英語を巧みに使い分けながら、

ステージと観客が一体になったショーは
常に笑いが絶えない。続くアイランド
ショーも、人気のファイヤーダンスを交
えた本格的な内容。エキサイティングで
思わず時間が経つのを忘れてしまう。
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Baldyga Groupバルディガ・グループ

http://guam-bgtours.com/park/

「リナラ」グアム ビーチ＆カルチャー パーク
グアムの自然と伝統のチャモロ文化を体験
修学旅行にも最適
　「リナラ」は、チャモロ語で「生きる」

「生命」「生活」などを表す言葉。その名
の通り、グアムの自然とチャモロ文化を
同時に体験でき、学習要素が高いので、
修学旅行にも最適だ。
　映像を交えながらグアムの歴史を体感

できる「ビジター・センター」では、
パーク内で発見された土器のかけらや装
飾品などを展示。また野生のジャングル
には1000年以上も前の石製の「ラッテ・
ストーン」がそのままの姿で残る。
　古代チャモロ・ビレッジは、500年以上 タモン地区の至便な立地

各種シャトルにてアクセス可
主要ホテルが建ち並ぶタモン地区にあ
る「リナラ」グアム ビーチ＆カルチャー 
パークは、ホテルニッコーグアムに隣接。
ホテルからは各種シャトルがアクセス。

（「ザ・ビーチ前」下車）
なお、入園料は大人15ドル、子供（2〜
11歳）10ドルで、2歳以下は無料。ファ
ミリーにうれしい料金設定だ。

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

ライド・ザ・ダック グアム
グアム初！ 水陸両用車ツアー
迫力の海上ダイブ！ファミリー、グループに
　４月にスタートする新感覚のツアー。
ツアー専用にできた38名乗りの水陸両用
車を２台用意。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！海上を
航行しながら停泊する軍艦を見るチャン
スもある。降車はサンドキャッスルか

「ザ・ビーチ」のどちらか。どちらもすべ

てのシャト
ルが停まる
ので、各ホ
テルへのア
クセスも簡単だ。所要時間は90分、１時
間ごとの運航だ。すべて新車で万全な安
全対策を施しているので、ファミリーで
も、グループでも安心して利用できる。
これまでにないグアムの新しい魅力とし
てアピールできるだろう。

http://www.guam-bgtours.com/cruise

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
　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。グアム伝統の

「チャモロ料理」も味わ
え、ビールやワイン、ソ
フトドリンクなどの飲
み放題と、底釣り体験な
ども含まれる。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
グアムでのプレミアムな瞬間だ。
　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から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。50名以上の料金で貸し切りが可
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。

http://www.guam-bgtours.com/globe

クラブ「グローブ」
グアム最大のクラブ・スペース
イベント会場にもおすすめ
　サンドキャッスルに併設、グアム最大
の広さを誇り、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。国籍や年代関係なく、
グアムの熱い夜を楽しみたい。
　収容人数は全部で500名。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。
　Globe内には、落ち着いた大人の雰囲気
で40名収容可能なVIPラウンジや、屋上
テラス（30名まで収容可能）等、複数の
プライベート・エリアも用意する。
　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。

http://guam-bgtours.com/beach/

「ザ・ビーチ」レストラン＆バー
タモン湾に沈む夕日は必見！
ランチタイムも人気
　タモン地区唯一のビーチ・バー。「リナ
ラ」グアム ビーチ & カルチャー パー
クに併設、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グルメス
ポットだ。
　パーティエリアも用意。約200名の収容
が可能で、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、

各種問い合わせに応じる。
　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。地元からの人気も高く、ここ
から眺めるサンセットは実に美しい。週
末を中心にバンドなどの生演奏が入り、
サンセットを眺めながらリラックスでき
る。営業は深夜２時（料理は22時）まで。
ディナーやカクテルを楽しみながら、タ
モン湾沿いのホテルの灯りと満天の星空
の下、静かな波の音をBGMにグアムの素
敵な夜を楽しめる。

前のチャモロ文化のスタイルを忠実に再
現。当時の家や服装、ダンスや料理、ハ
ンディクラフトなど、リアルに体験でき
るのが人気だ。アニマルゾーンは、ヤシ
ガニやイグアナなど、グアムに生息する
動物たちとの触れ合いが楽しめる。特に
餌付けは子供たちに人気だ。
　チャモロ文化を体験できるカルチャー
体験エリア。チャモロダンスやチャモロ
語のレッスン、葉編みなどのハンディク
ラフト作り、チャモロ料理のデモンスト
レーションなど、幅広いメニューを取り
揃える。
　ビーチエリアは、タモン地区にいなが
らまるでプライベートビーチにいるかの
ような雰囲気。屋外シャワーや更衣室を
完備、ビーチバレー用のコートもある。
お洒落なガゼボで静かにのんびりくつろ
ぐこともできる。

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: jpninfo@baldyga.com



（17）（第３種郵便物認可） 2014年（平成26年）3月24日  増刊第2199号

グアム国際空港営業所
24時間

タモン営業所（藤イチバン前）
6：00～17：00

ヒルトンホテル営業所
8：00～12：00／13：00～17：00

ハイアットホテル営業所
8：30～12：00／13：00～17：30

（タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より） （タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より） （タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より） （タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より）

（タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より） （タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より） （タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より）
（タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」より）

＊今年は10月19日開催予定

Driving in Guam!

レンタカーで行くグアムのオススメ体験！
タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」よりピックアップ

グアムでドライブ！

自由自在に旅をアレンジできるのがレンタカー
旅行の大きなメリット。トロリーでアクセスしづ
らい場所へも、レンタカーなら容易に行くことが
可能だ。交通量の多くないグアムは、海外ドライ
ブを気軽にチャレンジできる環境にある。ファミ
リーやカップルなど、人数に合わせて車種をチョ
イス、車のバリエーションも豊富だ。ショッピン
グセンターでたくさん買い物してもレンタカー
なら荷台に積んで、ラクラク移動が可能。レンタ
カーだから実現できるグアムのオススメ体験を、
タイムアウト東京「グアムでしかできない50の
こと」の中からいくつかピックアップしてみた。

ジェフズ・パイレーツ・コーブ

ヨハネパウロ2世の来島を祝して建てられた記念
像は、グアムすべての町を公平に見渡せるよう、
1日24時間かけて360度回転する。朝夕同じ場
所で記念撮影しても、違った表情が楽しめるのが
面白い。

衣料品を中心に、破格値で商品を販売。アウトレッ
トの一点物ばかりなので、気に入った物があれば
迷わず購入することをおすすめする。運が良けれ
ばブランド品の掘り出し物に出くわすことも。

朝6時半から営業するベーカリーカフェ。出勤前
の地元の人々がコーヒーと共に買い求めるのが焼
きたての『シナモンロール』。フワフワとした食感
で、特大サイズながらぺろりと平らげられる。

約28g/54セントの量り売りシステムが採用さ
れたフローズンヨーグルト専門店。プレーンの他、
常時20種類前後のフレーバーを提供。南国なら
ではのグアバやタロといったフルーツ味も。トッ
ピングが充実しているのも嬉しい。

島の南東、タロフォフォ地区の海沿いにあるレス
トラン。店の看板メニュー『チーズバーガー』の
他、フムスなどギリシャ料理も提供。レストラン
の横に記念館があり、横井庄一に関する写真など
が展示されている。

店内に醸造機が設置され、地ビールを提供してい
る。一番人気は『アイリッシュ・レッド・ビール』
だが、迷ったときは『ビール・サンプラー』を注
文するといい。1タップ1ドルで試飲することが
可能だ。

5キロを走る「5K」の他、「2K」「10K」など距
離はさまざまに、学校や企業がランニングレース
を開催。多くは朝6時スタートで当日参加も可能。
申し込みはホーネットスポーティンググッズで受
け付けている。また、毎年10月第3日曜日＊には、
駅伝と1人で走るハーフマラソンが同時に行われ
る『ココハーフマラソン＆リレー』に大勢のラン
ナーが集う。

大人気のチャモロ料理レストランがハガニア地区
に2号店をオープン。人気の『ビッグ・フェラー・
トリオ』は、ショートリブ、スペアリブ、チキン
リブにレッドライスが付いて、14.95ドルと手頃
な価格。

ザ・マーメード・タヴァーン＆グリル

ホーネットスポーティンググッズ

プロア2

ヨーグルトランドカップ・アンド・ソーサー グアム・プレミア・アウトレット（GPO）

ローマ教皇・ヨハネ・パウロ2世像

独自の切り口でグアムの魅力をアピール
タイムアウト東京「グアムでしかできない50のこと」

044  横井さんの軌跡を辿る。 027  地ビールを飲み比べる。 028  記念撮影は1日2回する。 010  チャモロ式リブをむさぼる。

024  目覚めのシナモンロールをほおばる。 039  掘り出し物に出会う。 034  トロピカルに盛る。

029  週末レースに参加する。

グアム政府観光局（GVB）とタイムアウト東京のコラボレーションで
実現したガイドマップ「グアムでしかできない50のこと」は、タイム
アウト独自のユニークかつ面白い切り口で、グアムで楽しめる50の
ことをマップと連動して紹介している。初めて旅行をする人はもち
ろん、リピーターにとっても新しい発見や楽しい旅ができる内容だ。
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Airline Update

航空各社の「プレミアム」なサービスやプロダクト
航空会社レポート

　ユナイテッド航空は、現在、日本９都
市（札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、
大阪、岡山、広島、福岡）とグアムを週
約70便の便利なフライトで結んでいる。
特に、東京（成田）からは毎日３便、中
部、関西からは毎日２便、福岡からは毎
日運航している。
　ユナイテッドなら、日本９都市とグア
ムを結ぶ全便に「ビジネスクラス」の設定
があり、エコノミークラスに約３〜４万
円の追加料金（時期、旅行会社により金
額は異なる）で利用（往復）が可能。
　ビジネスクラスでは、専用チェックイ
ンカウンター、空港ラウンジの利用、優先
搭乗、搭乗後のウエルカムシャンパン、
ゆったりしたシート、コース料理、世界
から厳選したシャンパンとワイン、預け
入れ手荷物の優先取り扱いなど、すべて
においてワンランク上の優雅なサービス
を楽しむことができる。
　ぜひ、ハネムーンなど特別なグアムの
旅には、ユナイテッド航空の「ビジネス
クラス」で出かけてみてはいかがだろう
か。

グアムへはワンランク上の旅が楽しめる
「ビジネスクラス」がおすすめ

ユナイテッド航空 UNITED

日本航空 Japan Airlines

ビジネスクラス「機内食」がおすすめ

デルタ航空 DELTA

大韓航空 Korean Air

　デルタ航空の日本発リゾート便では、
「リゾートカップルプラン」を有料オプ
ションとして用意している。特別な旅
に、フライト中から彩りを添える当プラ
ンは、ハート型をモチーフにした特別な
機内食を用意するほか、ビジネスクラス
では名前入りのワインをプレゼントする
など、スペシャルな内容となっている。
ハネムーンはもちろん、記念日旅行など、
特別な旅を求める人にお薦めだ。
　またエコノミーコンフォートは、グア
ム便を含む日本発着便すべてのエコノ

「リゾートカップルプラン」と
「エコノミーコンフォート」

週末利用でひとっ飛び
会社帰りに気軽にグアム

グアムの高品質なサービスやプロダクトを打ち出すグアム政府観光局（GVB）のプロモーション「プレミアムなグアム、はじまる。」に合わせ、
日本からグアムへ定期便を運航する航空4社に、自社の「プレミアム」なサービスやプロダクトについてのアンケートを実施。以下、その回答をまとめてみた。

　日本航空のグアム路線（成田↔グアム
線、関空↔グアム線）では、ワンランク
上の旅行を求める人に、ビジネスクラス
の利用をすすめている。広々とした快適
なシートで「プレミアム」なフライト時
間を過ごすことができる。
　なかでもビジネスクラスの機内食は、
各地の郷土料理「ご当地御膳」や、ホッと
する日本の懐かしい洋食メニュー「〜街
の洋食屋さん〜」を提供しており、特に

「ご当地御膳」は日本の航空会社らしく、
国内それぞれの土地の味を活かした郷土
料理を、機内で堪能できると好評だ。
　この３月は、「北海道御膳」として、
松前漬けや鮭醤油漬け、十勝豆腐の牛乳
煮、北海蛸のお造り、春キャベツ浅漬け
ときゃらぶき、また「台の物」として、鮭
と北海道産豚肩ロースの十勝鍋仕立てな

ど、美味しい北海道の名物を機内食とし
て提供。また４月は、東北の郷土料理を
集めた「東北御膳」を用意する予定だ。
日本の航空会社だからこそ提供できる郷
土の自慢の味を是非賞味したい。 

　大韓航空は関空↔グアム間を毎日運航
している。就航航空会社の中では出発時
間が最も遅い22時台なので、仕事帰りで
もゆとりをもって出発可能だ。復路も早
朝出発なので、休暇を取らなくても週末
を使って近くのリゾート、グアムに行く
ことができる。
　ハイシーズンには中型機材を投入し、
大型団体や修学旅行など、多くの人が搭
乗できるように準備している。中型機材
のビジネスクラスには最新シートを導
入。168°までリクライニング可能で、座
席間の仕切りと背面を覆うシェル型シー
トがプライベート空間を演出する。３時

間半の空の旅。深夜、早朝でもまった
く疲れることなく快適な空の旅を楽し
むことができる。特にハネムーンや記
念日、親孝行の旅など、特別な旅行の
際におすすめだ。

http://www.united.com

http://www.jal.co.jp

http://www.delta.com

http://www.koreanair.com

ミークラスに設置。座席はエコノミーク
ラスの前方３〜５列目に配置され、通常
の座席と比べて足元が最大４インチ（約
10.2センチ）広く、リクライニング角度が
1.5倍になり、より快適に過ごすことがで
きる。また、搭乗の際には優先搭乗サー
ビスがあり、余裕を持って荷物を収納で
きると大変好評だ。

ビジネスクラスの最新シート （機材により、変更になる場合あり）

イメージ

4月の「東北御膳」（予定）3月の「北海道御膳」

ユナイテッド航空の「ビジネスクラス」（イメージ） 「リゾートカップルプラン」の機内食（エコノミークラス）

「リゾートカップルプラン」の機内食（ビジネスクラス） エコノミーコンフォートビジネスクラスのワイン（イメージ） ビジネスクラスの機内食（イメージ）
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Guam Premier Outlets (GPO)

日本人旅行者にうれしいプロモーションを展開
ファミリーとウエディング向けにも新キャンペーン

グアム・プレミア・アウトレット（GPO）

75以上の店舗が入り、世界的に有名な
ブランドをアウトレット価格で提供して
いるグアム・プレミア・アウトレット
（GPO）。グアムで唯一のアウトレット
ショッピングモールとして、またフード
コートやレストランも充実していること
から日本人旅行者に長年にわたって親し
まれている。今年の春から夏にかけて、
グアムを訪れる日本人観光客向けに各種
プロモーションを実施。個人客、ウエ
ディング、ファミリーそれぞれに特典を
用意する。

各種プロモーションで特典
エントリーはGPOホームページから

　GPOでは４月から５月末まで毎日、新
デザインの「I Love Shopping」Ｔシャ
ツを一人に一枚プレゼントするプロモー
ションを実施する。このプロモーション
の参加には、GPOの日本語ウェブサイト

（www.gpoguam.com）にログインし、簡
単なアンケートに応えるだけ。そのうえ
で、GPOを訪れた際、GPO内のフレグラ
ンス・アウトレットとタイム&スタイル
の間にあるインフォメーション・ブース
で名前を告げれば、Tシャツをもらうこ
とができる。

　また、グアムで挙式をあげたウエディ
ング・カップル向けにもプロモーション
を展開する。これも同様にGPOウェブ
サイト上で簡単なアンケートに応えたう
えで、グアムに挙式で訪れた際に、グア
ムのウエディングショップでのレシート
フォームあるいは結婚式での写真をイン
フォメーション・ブームに提示すれば、
記念のシャンパン・フルート・グラスが
もらえるというもの。対象は今年５月か
ら７月までにグアムで挙式をあげたカッ
プルだ。
　さらに、今夏にはファミリー向けに、
GPOのテナントが子供向けに用意した
クーポンがついたGPO特製ランチ・トー
トをプレゼントするキャンペーンも実施
する。これも、GPOウェブサイトでのア
ンケートに応えるだけだ。アンケートは
５月から開始される予定だ。
　このほか、ファミリー向け施設もアッ
プグレードした。メイン・ショッピング
フロアーのトイレ
を改修し、ベビー
シートとビデを設
置したほか、無料
で利用できるベ
ビーカーや車いす
も用意した。また、子供が思いっきり遊
んでいる間、親はゆっくりと休憩できる
プレイエリアも設けた。

毎週土曜日にチャモロ文化イベント
ダンスやヤシの葉細工を体験

　GPOは、チャモロ文化を紹介するイベ
ントも始めた。毎週土曜日午後２時から
Pa’a Taotao Tanoによるチャモロダンス
とヤシの葉細工のデモンストレーション
を実施。場所はナイキ・ストアの近く。
ダンサーたちからダンスを学べる機会が
あるほか、デモンストレーション終了後

には、職人によるヤシの葉細工教室も開
かれる。また、Pa’aのブースでは、伝統的
なネックレス「シナヒ」やジュエリー、
ヤシの葉グッズなども販売。特別なお土

産を探している観光客に喜ばれている。
　Pa’a Taotao Tanoは総勢800人以上を
擁するグアムを代表する文化団体。チャ
モロ文化を広く伝えることを目的に2001
年に発足し、精力的な活動を展開してい
る。チャモロダンスは、ハワイのフラダ
ンスの要素と、スペイン統治時代の影響
からフラメンコの要素も混じった情熱的
で躍動感あふれるものだ。

1日中楽しめるアウトレットモール
映画やダイニングも充実

　GPOは、タモン地区からは車で５分の
タムニング地区にある。フードコートや
レストランも充実しているほか、3D対応
を含む14のスクリーンを備えるシネマ・
コンプレックスもあり、１日中楽しめる
場所だ。
　昨年、世界的にも人気のアパレルブラ
ンド「トミー・バハマ」と「トミー・ヒ
ルフィガー」が新たにラインアップに加

わった。また、多彩なキオスクがそろう
のもGPOの特長。友人や家族へのお土産
にぴったりのアイテムやショッピングの
合間に楽しみたい軽食やスイーツも豊富
にそろう。
　フードコートでは、チャモロ料理と
フィリピン料理を提供する「マイ・クシ
ナ」、好みのヨーグルトやトッピングを
自由に選べるセルフスタイルのヨーグル
トバー「コールドストーン・ヨーグルト
バー」も昨年オープンした。
　このほか、モールの外には、バラエ
ティーに富んだシェイクやアイスクリー
ムで人気の「コールドストーン・クリー
マリー」をはじめ、「ウェンディーズ・レ
ストラン」「チリズ・レストラン」「ルー
ビー・チューズデイ」「味千」などのダイ
ニングが軒を連ねる。また、大規模スー
パーマーケットの「カリフォルニア・マー
ト」も敷地内にあるため、日用品、食材、
ドリンク類などを調達するうえでも便利
な場所だ。
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Baba Corporation

グアムの自然に触れるプレミアムな体験
団体旅行、修学旅行でも高い満足度 

ババコーポレーション

団体旅行、修学旅行に多彩なアレンジ
神秘の海中世界へ
　社員旅行やインセンティブなどの企業
の団体旅行、さらに修学旅行向けには、
多彩なアレンジを用意する。送迎用大型
バス（定員53名）やチャーターダイブの

場合、潜水艦の仕
組みや海底の生き
物についてのレク
チャー、および乗
船証明書を発行す
る「シャトルボー

ト内自然学習」
もアレンジでき
る（有料）。
　潜水場所のア
プラ湾は、サン
ゴや魚など、ま
さに海洋生物の
宝庫。ロウニンアジやウミガメのような
大型海洋生物に遭遇することもしばしば
だ。また光が吸収される海中世界は、赤
色が黒くなるなど、不思議な現象も。カ
ラーチャートで分かりやすく解説してく
れる。

日系企業として、40年以上にもわたり高品質なサービスときめ細かな対応を心がけてきたババコーポレーション。「アトランティスサブマリン」と
「ココパームガーデンビーチ」は、どちらもグアムの大自然に触れるプレミアムな体験を提供するアトラクションとして、業界からの信頼度が高い。
企業の団体旅行や修学旅行向けには、ニーズに応じたアレンジやパッケージを設定、高い満足度を約束する。

ココパームガーデンビーチ  大自然に恵まれた本格的なプライベートビーチ

アトランティスサブマリン  本物の潜水艦でグアムの海中を楽しく散策

ニッポンレンタカーグアム／バーガーキング

団体旅行に最適な6つのポイント

グアムの貴重な自然環境に触れることができる
アトランティスサブマリンは、グアム大学が米
国連邦政府から助成金を受けて行う海洋自然保
護活動の正式協賛企業に認定されている。潜水

チームビルディングのパッケージを用意
　結束力を高める上で注目を集めるチー
ムビルディング。豊富なオプションを揃
えるココパームガーデンビーチでは、
オーガナイザーに提案しやすい３つの有
料パッケージを用意する。
　Ａコース（朝出発）とＢコース（遅い午

前出発）には、
ビーチ綱引きと
フラッグゲー
ム、貸し切りも
可能なＥコース
（午後からビー

チ＆サンセットディナー）には、ビーチ
綱引きとココナツリレーが付く。どちら
も景品や証明書の発行が付く。
　またＥコースには、優勝チームへの
ディナーのスペシャルメニューと最下位
チームの罰ゲームが付いた「プレミアム
パッケージ」も用意。

　もちろんすべてのパッケージでフレン
ドリーなスタッフによるゲーム進行や応
援、盛り上げ、安全確認などの万全なサ
ポートが付くので安心だ。

高い学習効果、社会貢献にも
　修学旅行におすすめなのが、高い学習
効果が期待できる自然学習プログラム。
ヤシの木やココナッツの利用法を学んだ
り、自然遊歩道を歩きながら熱帯植物の
観察やグアムの地質を探る。また園内で
発見された土器の破
片や鏃（やじり）か
ら約1000年前のチャ
モロ人の生活の様子
を学ぶことも。自然
環境と共存するココパームガーデンビー
チの開発経緯についてレクチャーを受け
ることもできる。また記念植樹や清掃活
動など、社会貢献活動の一環として企業
団体で利用するケースも増えている。

MICE関連のお問い合わせは
ババコーポレーション 馬渕
Tel:（671）649-5050　E-mail: kyoko@babacorp.net
団体旅行など、MICE関連の問い合わせは上記連絡先まで。
現場ですぐに対応できる態勢を整える。

旅行会社専用サイトで最新情報を
ババコーポレーションでは、日本の旅行業界向けに専用
ウェブサイトを開設している。アクセス方法は、各ウェブサ
イト（http://www.atlantis-guam.com または http://
www.cocopalm-guam.com）の右下にある「業界のみな
さまへ」をクリック、ユーザー名「touragent」とパスワー
ド「guam」を入力するだけ。専用ウェブサイトでは、ス
ケジュール運営マニュアルや最新の料金表をはじめとする
各種資料のほか、FAQや画像のダウンロードが可能だ。

レンタカーとのセット利用がお得
各種キャンペーンも展開
　日本でもお馴染みの「バーガーキング」
や「ニッポンレンタカーグアム」もババ
コーポレーションによる運営だ。ニッポ
ンレンタカーで人気が高いのは、最新型
ムスタングのオープンカー。グアムの青
空のもと、開放的なドライブを楽しめ
る。またバーガーキングは、修学旅行で
のケータリングとして利用できる他、実
際の注文のやり取りが生の英語を使える

機会として語学教育にも
活かせることから、注目
されている。
　レンタカーと「アトラ
ンティスサブマリン」ま
たは「ココパームガーデ
ンビーチ」のセット割引
や、レンタカーとバーガーキングを組み
合わせた「らんらんキャンペーン」など、
お得なプランにも注目したい。
　「らんらんキャンペーン」は、エコノ
ミークラス車を対象に、各種特典付きの

割引料金を設定。特典は、レン
タル期間によって、バーガー
キングのクーポン券やTシャ
ツ、バッグのプレゼントなど
が付く。

団体旅行に最適な8つのポイント

普段着のまま、水深約45メートルまで潜るグアムで唯一の潜水艦。グアムの豊かな
自然環境に暮らすサンゴと魚たちが織りなす海中を楽しく探検気分で散策できる。ス
キューバダイビングのような特別な装備や技術の必要もなく、子供（身長92cm以上）
からシニアまで、誰でも気軽に体験できるのが大きなポイントだ。 

グアム北部の美しい自然環境の中に、快適な施設と心のこもったおもてなしが自慢の
本格的プライベートビーチ。2004年のオープン以来、個人や団体はもちろんのこ
と、テレビや雑誌、ミュージックビデオやCM撮影の舞台としても利用されている。

通常、１日６便運航なので、スケジュー
ルが組みやすい

定員は大型バスと同じ48名。
チャーターの際は専用バス送迎に

事前申し込みで大型バスの手配が可
能。25名以上であれば、追加料金なし
で専用送迎バスを手配

よほどの悪天候でない限り、雨の日も
催行

推定1800年もかけて成長した豊かな
サンゴ礁と約800種の魚たち。海の中
の生態系を間近で見るチャンス

潜水艦のチャーターもOK！
2

スケジュールに合わせて
便が選択可能1

専用送迎バスを用意
3

天候に左右されない！ 
4

学習効果が期待できる
6

1988年のスタート以来、無事故。厳
しい運航管理と整備基準で高い安全性
を確保

高い安全性
5

社員旅行やインセンティブなどの企業
の団体旅行、修学旅行において最適な
素材が豊富なビーチを舞台に、さまざ
まな企画を立てることができる

デイツアーからサンセットディナーま
で、多彩なコースを用意。グアム滞在
中の予定に合わせて計画できる 

チームビルディングを目的としたビー
チスポーツ大会などのアクティビ
ティ、キャンプファイヤー、洞窟探検
ツアーなど、組み立て自由で滞在時間
を有効に活用できる

35名以上の参加で、専用バスによる送
迎が可能

ライフジャケット完備、AED常備に加
え、ライフセーバー、ビーチスタッフ
をはじめスタッフ全員が救護トレーニ
ングを受講するなど、安全に滞在でき
るよう努めている

選びやすいスケジュール
2

期待できる高い効果
1

豊富なオプション

3

専用バス
5

安心・安全

7

水道や電気の供給がない大自然の中で
も、水洗トイレや温水シャワー、エア
コンの効いた部屋など、快適に過ごせ
る

清潔で快適な施設
6

「午後からビーチ＆サンセットディ
ナー」のＥコースでは、100名以上の
参加であれば、到着時から完全貸し切
りで利用できる

必ず楽しいひとときを過ごせるよう、 
スタッフ全員が万全の「おもてなし」 
サポート

貸し切りも可能
4

スタッフ全員がサポート
8

艦が実際に調査に利用される場合もあり、ウ
ミガメや魚の生息状況の把握にも協力。さら
に利用客への海洋環境保全の意識向上やギフト
ショップ内での活動募金など、海洋自然保護活
動に関するさまざまな取り組みを行っている。

海洋自然保護活動に協力
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グアム現地ホテル、
アトラクション各社の
「プレミアム」なサービス、
プロダクト

「プレミアム」なグアム

グアム政府観光局（GVB）の「プレミアムなグアム、はじまる。」は、グアム
の高品質なサービスやプロダクトに焦点を当てた新たなプロモーション戦略
だ。ここでは、現地グアムのホテルやアトラクション各社の「プレミアム」
なサービスやプロダクトを、各社に実施したアンケート回答を基にまとめて
みた。「プレミアム」な商品造成に、ぜひこうしたサービスやプロダクトを取
り入れてみてはいかがだろうか？

Island Time
（アイランドタイム）

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

アクティビティ、ショッピング、グルメ、そして
豊かな歴史と文化など、グアムの多彩でディープ
な魅力を日本人の視点でピックアップ。またイベ
ント情報や詳細マップなど、日本のガイドブック
では手に入らない新鮮な情報もお届けしています。

タイムリーな現地情報を
いち早くツーリストへ

アウトリガー・グアム・リゾート

http://jp.outriggerguamresort.com/

「プレミアム」な滞在には、20階と21階にあるク
ラブフロアー「ボエジャーズ・クラブ」がおすす
め。ホテル最上階にある専用ラウンジ「ボエジャー
ズ ・クラブラウンジ」のアクセスが可能で、コン
チネンタルブレックファーストの他、17〜19時
には、ビールやカクテルなどのドリンクと軽食を
サービスします。

ワンランク上の滞在なら
ボエジャーズ・クラブ

エイビスレンタカー

http://www.avis-japan.com/

エイビスレンタカーでは、日本で事前にお支払い
いただく「円建てウルトラパック」がおすすめで
す。現地営業所での契約は楽々、保険フルカバープ
ランで安心、ガソリン１タンク分が付いてお得！
と三拍子の嬉しいプラン。レンタカーがあれば自
由な旅が出来るので、いつもとはひと味違う旅行
を満足いただけること間違いなしです。

楽々 安心 お得
「ウルトラパック」がおすすめ

ザ・ビーチ

http://www.guam-bgtours.com/beach

タモン地区随一のビーチバーの特別席をリザーブ
（２組限定）。昼間の青い海、海に沈むサンセット、
そして夜は星空の下、プライベート感たっぷりの

「オン・ザ・ビーチ」バーでカクテルやグアムのオ
リジナル料理など優雅にお楽しみいただけます。
２名様から予約可能です。

「ザ・ビーチ」
VIPパッケージ

オンワードビーチリゾート

http://www.onwardguam.com/

アガニャ湾を見渡すオーシャンフロントのお部屋
からは年中すべての日程においてサンセットが正
面に見渡せます。「日本料理　嵯峨野」ではサン
セットを眺めながらの鉄板焼きコースが人気。新
館オンワードタワーは全室オーシャンビューバス
ルーム。サンセットを眺めながらバブルバスにつ
かるのは、まさに「プレミアム」な時間です。

プレミアム
サンセットを望む
西向きの客室

グアムプラザホテル
（CITY HILL COMPANY (GUAM) LTD.）

http://www.guamplaza.com/

ホテル街の中心地に立地し、ウォーターパークや
ショッピングモールも併設した総合リゾート施
設。隣接するJPスーパーストアはグアムで一番の
大型セレクトショップで夜11時まで営業。ビー
チには歩いて５分ほどで、ナナズカフェ、セイル
ズBBQといったレストランも充実。また、マイク
ロネシアモールには、JPスーパーストアの姉妹店
が３店舗あります。

タモンの中心にある
グアムプラザホテル

シェラトン・ラグーナ・
グアム・リゾート

http://www.sheraton-laguna-guam.com

シェラトンには、85部屋のスイートがございま
すが、その中でもベランダにプライベートジャグ
ジーが設置されたオーシャンフロントコーナース
イートは、お二人だけのリラックス＆贅沢ステイ
をお楽しみ頂けます。また、ご滞在中は「シェラ
トンクラブメンバーズ」というVIPレセプション
にて専属の日本人スタッフがお世話を致します。

ハイレベルのスイートを
リーズナブルな価格で

タートルツアー
（Kloppenburg Enterprises, Inc.）

http://www.turtletoursguam.com/

イルカウォッチングツアーにヨットタイプのボー
ト「ALII NUI号」を使用し、プレミアムなクルー
ズを提供しております。海を帆走し、舳先のハン
モックから手の届きそうな真下にイルカの泳ぐ姿
を見ることができます。そのほか、27名乗りの小
型ボートの貸し切りも。ご家族や気の合った仲間
同士だけで海を独り占めしてみては？

プレミアムなクルーズ

DFS ギャラリア グアム

http://www.dfs.com/jp/tgalleria-guam

グアムで唯一のブランドブティックや島内最大規
模のコスメ売り場、お土産に人気のお菓子や雑貨
まで充実の品揃え。ストア内で取り扱いのアイテ
ムは全て安心とご満足をお約束するグローバル保
証つき。エキサイティングでエンターテイメント
性の高いストアイベントも注目。ホットなブラン
ドの限定コレクション、日本未上陸のブランドも。

全製品１００%グローバル保証はDFSだけ
DFS限定コレクションもお見逃しなく

PICグアム

http://www.picresorts.jp/pic_guam/

オリジナルスパ「Jiivana Spa（ジバナ・スパ）」
は、開放的で眺望も素晴らしいオープンエアーの
施設。波の音を聞き、海の眺めを楽しみながらト
リートメントが楽しめます。ヨガ施設「サムドラ・
パビリオン」も四方を開放したオープンエアーの
作りで、爽やかな海からの風が吹き抜け、目の前に
は青々と輝く海。絶景の中でのエクササイズは、
PICグアムならではのヨガ体験です。

オープンエアーで楽しむ
「Jiivana Spa」でのスパ＆ヨガが大人気

ヒルトングアム・リゾート＆スパ

http://hilton.co.jp/guam

チャモロ語で「青い海」を意味するタシ。「ホテル
の中のホテル」というコンセプトに基づき、ハイ
エンドなサービスをご提供いたしております。タ
シクラブでは専用のクラブラウンジにて24時間
お客様のサポートをいたします。また、吹き抜け
の開放感にあふれるラウンジでは朝食そしてカク
テルサービスをお楽しみいただけます。

「プレミアム」な体験を
「タシクラブ」で

フィエスタリゾート グアム

http://www.fiestaguam.jp

人気の「デラックスオーシャンフロント」は、高
層階に位置しており、ベッドに寝転んだままでも
窓一面に広がるコバルトブルーの海を一望できる

「真のオーシャンフロント」として好評。そのほか
海側客室からの眺望も抜群です。4月1日より全
室内、そしてロビーにてWiFiアクセスがご利用可
能となり（無料）、さらなる顧客満足度アップを図
ります。

おすすめ
「デラックスオーシャンフロント」ルーム

ホテル・ニッコー・グアム

http://www.nikkoguam.com

全室バルコニー付き。コントラストが美しいタモ
ンビーチサイド、グアムの象徴恋人岬が臨めるガ
ンビーチサイドと、それぞれの景観をお楽しみ頂
けます。また４月からは新客室「オーシャンフロ
ント プレミアルーム」が誕生。シンプルモダンな
客室にはロクシタンのアメニティー、ラウンジア
クセスなど、ワンランク上の滞在をお楽しみ頂け
ます。

絶景満喫！
全室オーシャンフロント！！

グアム・プレミアム・アウトレット
（GPO）

http://jp.gpoguam.com/

４〜５月の毎日、写真の「I Love Shopping」T
シャツをプレゼント！ 以下ウェブサイトにログ
インし、事前に簡単なアンケートに答えた上で、
インフォメーション・ブースで名前を告げれば、
Tシャツをゲット。５〜７月には、グアムで挙式
をしたカップル向けに、今夏にはファミリー向け
にも、キャンペーンを行います。

日本人旅行者にうれしいプロモーションを展開
ファミリーとウエディング向けにも
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“Premium” Guam

サンドキャッスル・
ラスベガス・シアター

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

会場中央のVIPシートをご用意する他、普段見る
ことのできない舞台裏を見学する「バックステー
ジ・ツアー」、ショー出演者による挨拶など、サ
ンドキャッスルのゴージャスさを五感で体験でき
る、1日2組限定のセレブな特別ディナープラン。
ディナーのアップグレードと専用車による送迎付
き。2名様から予約可能です。

キング＆クイーン・プラン
（スーパーVIPパッケージ）

アトランティスサブマリン

http://www.atlantis-guam.com

普段着のまま、水深約30メートルの世界を散策
することができます。特別な装備や技術、練習も
必要なく身長92ｃｍ以上であればお子様からシニ
ア世代までどなたでも水中世界を楽しむことがで
きます。グアムで唯一の本物の潜水艦に乗ること
の出来る貴重な体験は、まさに「プレミアム」で
忘れられない一生の思い出になると思います。

サブマリンツアー自体が
「プレミアム」

アルパン・ビーチ・クラブ
（ABC）

http://www.abcguam.com/

ABCの全てのパッケージには、ジェットスキー、
バナナボート、パラセイリングなどの豊富なアク
ティビティパッケージに、ビーチステイ、ビーチ
アクティビティ、食べ放題ランチ、ミクロネシア・
カルチャー・プログラム、ガイド付きシュノーケン
リングツアーなど、＄80相当のビーチリゾート
アクティビティが含まれていてかなりお得です！ 

全てのパッケージに＄80相当の
ビーチリゾートアクティビティ付き

アルパン ビーチ タワー

http://www.abtower.com

アガニア湾の青い海、そして夕刻には美しいサン
セットをバルコニーから眺めながら、大きなキッ
チンやリビングルームを備えた部屋で、プレミア
ムなグアムでのご滞在を満喫して頂けます。

高級コンドミニアムで、
常夏グアムで「暮らすように泊まる」

ウェスティン リゾート グアム

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

最上階にあるRBCラウンジでのコンチネンタル
朝食やイブニングカクテルサービスのほか、RBC
専用ビーチカバナで海を見ながらゆったりとした
時間をお過ごしいただけます。またショッピング
スポットへの送迎もあり、ウェスティングアム独
自のサービスが満載。ちょっと贅沢な休暇をお楽
しみいただけることでしょう。

ロイヤルビーチクラブ（RBC）で
いつもより少し贅沢なステイ

グアム リーフ ＆ オリーブ 
スパ リゾート

http://www.guamreef.com/

改装を終えたばかりの、それぞれのコンセプトを
持つ快適な客室はもちろん、ホテル内にはスパや
BAR、ハワイで人気のレストランなど続々新しい
お店がオープン。海と繋がって見えるインフィニ
ティプールも人気です。エンターテインメント性
の高さを兼ね備えた立地抜群のリゾートホテルで
プレミアムな非日常をご満喫下さいませ。

エンターテイメント施設が揃う
リゾートホテル

ココスアイランドリゾート

http://www.cocos-island.jp

感動の海の透明度、イルカたちとの出会い、大自
然のパノラマと共に、ココス島に到着。到着後、
マリンスポーツを楽しんだり、ココス島のみに生
存するグアム固有の鳥ココバードに出会ったり、
ジャングルツアーで南国の果実の発見や星の砂を
採集したり、ラグーン沿いのビーチの木陰で癒さ
れたり。静と動を１日で満喫できるリゾートをお
薦めいたします。

スーパーマリーンリゾートココス＆
イルカウォッチング

ココパームガーデンビーチ

http://www.cocopalm-guam.com

グアムでまず思い浮かぶのは、やはり「ビーチ」。
ココパームガーデンビーチは、充実した施設と心
のこもった「おもてなし」でお客様に快適にお過
ごしいただく本格的なプライベートビーチです。
カバナでのんびり、シュノーケル、カッヤクでア
クティブに、ジャングル、洞窟探索など、自分に
合った過ごし方で「プレミアム」な時間を体験し
てください。

自然の音のみの中で過ごす
プレミアムな時間

ニッポンレンタカーグアム

http://www.nipponguam.com

日本語対応で万一のときも安心なニッポンレンタ
カーの最新型のオープンカーがおすすめです。グ
アムのトロピカルな気候の中をオープンカーでド
ライブしていただいてこそ、「プレミアム」なグア
ムを体験できると思います。

最新型のオープンカーが
おすすめ

パシフィックスターリゾート＆スパ
（旧グアム・マリオット・リゾート＆スパ）

スイートルーム及びエグゼクティブフロアーにご
宿泊のお客様には、エグゼクティブラウンジがご
利用できる特典がございます。このエグゼクティ
ブラウンジでは、朝食、夕食はもちろん、なんと
いってもグアムで最も素晴らしい景色の一つと言
えるタモン湾を一望できる絶景をお楽しみ頂けま
す。夕日を眺めながらのカクテルは、いかがで
しょうか。

「エグゼクティブラウンジ」が
おすすめ

BIGサンセット・ディナークルーズ

http://www.guam-bgtours.com/cruise

船上の２階デッキをご用意する他、クルーズの
キャプテンによる挨拶など、１日２組限定のセレ
ブなVIPプラン。食べ放題＋飲み放題にプラスし
てシャンパンもプレゼント。サンセット眺めなが
ら、ゆったりと優雅にクルージングを楽しめます。
2名様から予約可能です。

VIPディナークルーズ
パッケージ

ハーツレンタカー

http://www.hertz.com/

ハーツでは、車種を豊富に取り揃えておりますが、
人数が多い場合は８人乗りエクスぺデションがお
勧めです。スタイルも大きめSUVタイプで、通常
の7人乗りミニバンよりスペースがあり、家族旅
行、社員旅行で大活躍。

グループに
８人乗りフォード車

マイクロネシアモール

http://www.micronesiamall.jp

10ドル以上のレシートを、センターコートの
ゲームブース（営業：11時半〜20時50分）へ
持参してスクラッチゲームに挑戦。バーガーキン
グやフットロッカーなどのインスタントプライズ
のほか、100万円が当たる特賞にエントリーでき
る権利をゲット。１年に１回の抽選会（今年は5
月24日）で、100万円を獲得するチャンスが！！

ツーリストの当選者に100万円当たる！

ラムラムツアーズ＆
トランスポーテーション

http://www.lamlamguam.com/

赤いシャトルバスのタモントロリーに、前半分が
冷房完備、後ろ半分がオープンタイプの新型車両
を順次導入しております。またトロリー全車両で
WiFiの利用が可能です。
トロリー車両は、看板広告スペースも充実。特に
８分間隔のタモントロリーの広告効果は大きく、
企業やショップなど、さまざまな企業様からご利
用頂いております。

お客様には「便利で快適な」車両を、
企業様には広告媒体としても

ロッテホテルグアム

http://www.lottehotelguam.com

ロッテホテルグアムは、ハイエンドなリゾート
ムードをコンセプトに「ラグジュアリーカバナ」
をプールとビーチサイドに設置します。カバナは
テントスタイルで室内にソファ、TV等の家具を
スタイリッシュに設置、WiFiも無料でご利用いた
だけます。ラグジュアリーカバナでは波音を聞き
ながら優雅で特別なひと時をお過ごしいただけ
ます。

水辺で過ごす優雅なひと時
「ラグジュアリーカバナ」

最新情報は
グアム政府観光局
ウェブサイトでも！

現地グアムの最新情報は、グアム政府観光局の
ウェブサイトでもチェックできる。観光局が展
開するプロモーションやキャンペーン情報もカ
バー、イベント情報も要チェックだ。是非、ブッ
クマークに登録したい。

http://www.visitguam.jp/

（写真はイメージです）
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Outrigger Guam Resort

ボエジャーズ・クラブでワンランク上の滞在を
プレジャーアイランド内唯一の大型デラックスリゾート

アウトリガー・グアム・リゾート

グアムの観光の拠点、プレジャーアイラ
ンド内にある「アウトリガー・グアム・
リゾート」。グアムのホテルの中でも最
高といえる立地条件の良さを誇り、600
室全てがオーシャンビュー。好評の「ア
ウトリガー ビーチサイド バーベキュー 
ディナー」をはじめ、滞在中のホテルラ
イフを満足させる付帯施設も最高レベル
で、あらゆるマーケットから根強い人気
を集めている。
　
ロビーエリアやレストランを改装
より明るい雰囲気に　

　「アウトリガー・グアム・リゾート」
では、ホテルの快適性をさらに高めるた
め、このほどロビーエリアの改装を完
了。一部の床をフローリングに変え、椅
子やテーブルなどの家具類を一新し、リ
フレッシュした。
　またロビーフロアのレストラン「バン
ブー・バー」やメインレストランの「パー

ム・カフェ」でもテーブル類をリニュー
アル。温かみのあるクリーム色やグリー
ンを基調としており、より明るい雰囲気
に生まれ変わった。
　「パーム・カフェ」は、毎日朝6時30分〜
夜10時まで営業しており、東洋と西洋の
味わいが融合したアジア各国料理をベー
スとしたフュージョンスタイルのコンテ
ンポラリー・アジアン・キュイジーヌを
提供。ディナータイムには、日替わりで
多彩なテーマのビュッフェを用意してお
り、なかでも昨年、寿司バーに加え、鉄

板焼きカウンターを設置したことから、
和食のラインナップが充実。和食のラン
チ・ビュッフェは、特に人気が高く好評
だ。
　またロビーフロアの「バンブー・バー」
では、夕方からライブミュージックが演
奏され、カクテルなどを片手に音楽を楽
しめるとあって地元からの人気も高く、
グアムのプレミアムなナイトタイムを演
出する。

「プレミアム」な滞在には
「ボエジャーズ・クラブ」

　600室全ての客室がオーシャンビュー
で、どの部屋からも美しいタモン湾が一
望できる「アウトリガー・グアム・リゾー
ト」。
　客室は洗練されたアジアンテイストと
グアムらしい温かみのあるパシフィッ
ク・スタイルを融合したデザイン。全て
のダブルルームは、クイーンサイズの
ベッド２台の設置となり、日本人旅行者
にとって使い勝手のよい仕様だ。無料の
WiFi環境やプライベートバルコニーを
完備し、快適なリゾート滞在が実現でき
る。
　「プレミアム」な滞在には、20階と21階
にあるクラブフロアー「ボエジャーズ・
クラブ」がおすすめ。ボエジャーズ・ク
ラブ宿泊者は専用ラウンジ「ボエジャー
ズ ・クラブラウンジ」を利用でき、コン
チネンタルブレックファーストの他、17
〜19時には、ビールやカクテルなどのド
リンクと軽食を無料でサービスする。ま
たラウンジ内の新聞や雑誌を閲覧できる
ほか、コンピューターやプリンターなど
を利用することもできる。
　「ボエジャーズ・クラブ」は、ホテルで
も最上階となる21階にあり、タモン湾を
望む最高の景色が楽しめる。小規模なプ
ライベートパーティーなどにも対応可能
だ。

充実した付帯施設
大好評のビーチサイドバーベキュー

　「アウトリガー・グアム・リゾート」で
は、３種類のプールをはじめ、５〜12歳の
子供を対象とした「ココキッズクラブ」、
ホテル前のビーチにある開放的なアウト
ドア・ダイニング「オハナ・ビーチ・ク
ラブ」、世界最大級のスパチェーン「マン
ダラ・スパ」など、充実した付帯施設を
誇る。
　また目の前
にタモン湾が
広がるリラッ
クスした雰囲
気の中、海を
眺めながら食
材を好きなタ
イミングでグ
リルして自分
のペースで楽しめる「アウトリガー ビー
チサイド バーベキュー ディナー」は引
き続き人気が高い。メニューは豪華な
“ロブスター ”が含まれたスペシャルディ
ナー「ロブスター ビーチサイドバーベ
キュー・ディナー」をはじめ、ボリュー
ムたっぷりの「デラックス ビーチサイ
ド バーベキュー」、また、ビーフ リブ
アイ、キングクラブレッグ、魚、海老、
チキン、イカ、各種野菜など、スタン
ダードメニューの「ビーチサイド バー
ベキュー」に加え、「“ネニ”ビーチサイド 
バーベキュー」は、６歳〜11歳の子供が
対象のメニュー。また各メニューに共通
する内容として、前菜とライスが付くほ
か、サラダとデザートはブッフェ形式で
食べ放題。さらにアイスティーと生ビー
ルは飲み放題となっている。

パームカフェ

ボエジャーズ・クラブラウンジ

アウトリガー  ビーチサイド
バーベキューディナー
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Pacific Island Holidays LLC.

現地資本の独立系ランドオペレーター
長年の信頼と実績を活かしミクロネシアでビジネス展開

パシフィック・アイランド・ホリデーズ

2012年より新しくランドオペレーター
事業を開始し、昨年４月から日本市場へ
もビジネスを拡大したクロッペンバー
ク・エンタープライズ。昨年10月からは

「パシフィック・アイランド・ホリデーズ
（Pacific Island Holidays LLC.）」と
いう新会社で事業を展開している。同社
は、グアムで長年にわたってオプショナ
ルツアーと送迎サービスを手がけるター
トルツアーも運営。ランドオペレーショ
ン事業でも現地資本の会社としてグアム
に精通した先鋭を集め、日本市場での手
配に力を入れていく。

パシフィック・アイランド・ホリデーズ誕生
現地に精通した精鋭集団

　クロッペンバーグ・エンタープライズ
は2012年1月に、グアムへのロシア人旅行
者に対するビザ免除措置を受けて、まず
ロシア市場向けにランドオペレーション
事業を開始した。その後、昨年４月からは
グアムにとって最大のマーケットである
日本へもビジネスを拡大、10月には新た
にパシフィック・アイランド・ホリデー
ズとして本格的に事業を展開している。

　新規事業立ち上げの背景にはグアムに
おける昨今のランドオペレーション事情
がある。グアムでは日系ホールセラーの
支店あるいは子会社がランドを手配する
ケースが大半を占めている現状で、グア
ムへの日本人訪問者数の底上げを図るた
めには、独立系のランドオペレーターが
必要という声が多く上がっていたため
だ。すでにFIT市場では日本の旅行会社
数社と契約を結んでいるほか、新たな手
配に向けて継続的に交渉を続けている。
　事業立ち上げから約１年半で、ロシア
や日本をはじめフィリピンでもビジネス
を展開。今後は、グアムへの渡航者が急増
している中国や香港へもランドオペレー
ション事業を拡大していく考えだ。

目標はグアムで最大の
独立系ランドオペレーター

　日本はグアムにとって成熟したマー
ケットであり、ホテルや航空座席の供給
量には限りがあるものの、同社では日本
市場のポテンシャルはまだ高いと見てい
る。
　長年にわたってグアムでビジネスを展
開してきた同社は地元企業とのつながり
も深い。クロッペンバーグ・エンタープ
ライズ社長のブルース・クロッペンバー
ク氏は「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
なレートを日本の旅行会社に提案するこ
とができる」と自信を示す。
　日本市場でのランドオペレーション事
業拡大に向けて、「大切なことはベストを
尽くすこと。我々が提供するサービスを
喜んで頂けるように最善を尽くしていく」
とクロッペンバーク氏。「将来的にグアム
で最大の独立系ランドオペレーターにな

る」という大きなビジョンを掲げている。
マーケットの活性化、日本人訪問者数の
底上げのためにも、パシフィック・アイ
ランド・ホリデーズへの期待は大きい。

45年の信頼と実績
独自サービス展開

　ランドオペレーターとして新規参入し
た同社だが、タートルツアーとしては
グアムですでに45年の経験がある。タロ
フォフォ川を遊覧船で進む「アドベン

チャー・リバークルーズ」、野生のイルカ
を観察する「イルカウォチング・アドベ
ンチャー」、洞窟探検や川歩きなどが楽し
める「エコアドベンチャー・ジャングル
ハイキング」、グアムの観光スポットを
巡る「定期市内観光」、ジャングルの中
をカヤックで進む「カヤック・アドベン
チャーツアー」などを提供しており、そ
のユニークなプログラムは日本人観光客
のあいだでも人気が高い。
　同社としても、オプショナルツアーで
の信頼と実績をランドオペレーション事

業にも活かしていく考え。クロッペン
バーク氏も「それは大きなアドバンテー
ジ」と話し、オプショナルツアーとラン
ドオペレーションとの相乗効果に期待を
かける。
　送迎サービスでは現在、バンタイプか
ら大型までバス80台を所有。ランドオペ
レーションでもそのバスを最大限利用し
てサービスを提供していく。また、同社
には現在７名の日本語ガイドが在籍する
が、今後日本市場の拡大に合わせて増員
していく方針だ。
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Hot News

グアムのもぎたて最新情報をお届け！
最新情報

　ハワイでホテルを展開するアクア・ホ
スピタリティーが満を持してグアムに進
出した。旧ラマダホテルの運営を引き継
いでオープンした「アクア・スイート・
グアム」は、空港とタモン地区に程近い
タムニング地区に立地。客室は全142室
で、シャトルバスやWiFi接続、電子レン
ジなど、すべて無料で利用できる。レス

トランやショップ、スパやレンタカーの
オフィスも併設、グアムで気軽に滞在で
きるホテルだ。今後は日本マーケット向
けの営業も強化していく予定。
　また「デイズ・イン・タムニング」も
新たに運営、「アクア・スイート・グア
ム」を含め、グアムで現在２軒のホテル
が同社の運営となった。

アクア・ホスピタリティーがグアムに進出
「アクア・スイート・グアム」など2つのホテルを運営
AQUA Hospitality

　「グアムマリオットリゾート&スパ」が
ホテルオーナーとの提携関係解消に伴
い、４月１日からホテルオーナーの運営
の下、「パシフィックスターリゾート＆ス
パ」に名称変更する。グアムマリオット
リゾート&スパは、2000年２月から14年
間、マリオットインターナショナル社が
運営してきた。

グアムマリオットが
「パシフィックスターリゾート＆スパ」に名称変更
Pacific Star Resort & Spa

　今年４月より、水陸両用車のツアー「ラ
イド・ザ・ダック グアム」がグアムに登

場する。この
ツアーはサン
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
トを車窓観光し、アプラ湾より海上へ潜
行。海上を航行しながら停泊する軍艦を
見るチャンスもある。

水陸両用車ツアーがグアムに登場！
「ライド・ザ・ダック グアム」
Ride the Ducks Guam

　日本全国各地の味噌にこだわった味噌
ラーメン専門店で、日本国内には約45店
舗、海外ではニューヨーク、シカゴをは
じめ、ブラジル、カナダ、タイ、台湾な

ど約10店舗を展開。ミシュランガイドに
も紹介されるなど、人気店が遂にグアム
に進出した。
　江戸時代より、健康食として古くから
親しまれ、栄養価も高い日本の伝統食 

「味噌」と、日本の文化「ラーメン」に注
目し、世界に通用するブランドとして、
味噌の良さや美味しさを伝えるために海
外展開を行っている。

【住所】
The Golden Plaza 135 Fujita Rd. Tumon, 
Guam 96913
TEL（671）649-6476

グアムに味噌ラーメンショップがオープン
RAMEN MISOYA

　グアムでイルカウォッチングアドベン
チャー、エコアドベンチャージャングル
ハイキング、アドベンチャーリバーク
ルーズ、定期市内観光の４つのツアーを
催行するタートルツアーが、新たに「カ
ヤック・アドベンチャー」の販売を開始
した。
　自然豊かなグアム南部のタロフォフォ
川をカヤックで遡り、手付かずの自然が
残るジャングルを水面と同じ目線から楽

しめるのが大
きな魅力。ホ
テルから送迎
バスでカヤッ
ク基地へ移動
し、カヤック
基地でブリー
フィングを受
けた後、タロ
フォフォ川と

ウガム川をカヤックで約２時間航行す
る。途中、上陸しランチを取った後は、
椰子の葉編みやチャモロ文化体験の鑑賞
ができる。
　参加は12歳以上で送迎は無料。月〜土
曜日に催行する。
　詳細はタートルツアー（TEL：671-646-
1710/8331＝現地グアム）まで。

ジャングルの中をカヤックで
タートルツアーの「カヤック・アドベンチャー」
Turtle Tours　スペイン統治時代の面影を伝える観光

名所、『スペイン広場』（Plaza De España）
の改修工事がこのほど完了した。
　スペイン広場は、かつてスペインの総
督邸があったところで、スペイン総督邸
跡やチョコレート・ハウス、聖母マリア
大聖堂をはじめ、マリンドライブ沿いに
あるスキナー広場や、その隣にあるスペ
イン橋など、見どころも多いエリア。ま
た、この一帯はハガニア地区と呼ばれ、
現在のグアムの行政の中心地でもあり、
グアム議会やグアム政府など数々の政府
機関が集まっている。
　なお、今回の改修工事は、「HOT BOND

（HOTEL OCCUPANCY TAX BOND－
ホテル税債券）」による計画の一部。グア
ム準州では、同債券を利用し、他にも島
の美化計画を進めていく予定だ。

スペイン広場改修工事終了
Plaza De España

　降車はサンドキャッスルか「ザ・ビー
チ」のどちらか。所要時間は90分、 １時
間ごとの運航で、これまでにない新感覚
のツアーとなりそうだ。
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Pacific Islands Club Guam

オープンエアーで楽しむスパ＆ヨガが大人気
Jiivana Spaでプレミアムなリラックス体験を提供

PICグアム

PICグアムは、総面積8万7000㎡の広
大な敷地に、777もの客室とアクティビ
ティたっぷりのウォーターパークを持つ
グアム最大級のリゾート。なかでもPIC
グアムのオリジナルスパ「Jiivana Spa

（ジバナ・スパ）」では、より質の高いプ
レミアムな時を過ごすことができる。

開放感あふれるスパ＆ヨガ施設

　PICグアム「Jiivana Spa」は開放的で眺
望も素晴らしいオープンエアーの施設。
同種のスパ施設はグアムでは「Jiivana 
Spa」が唯一の存在だ。
　トリートメントルームは、カップル
ルームを含めて12室。いずれの部屋も美
しい庭園を囲むように配置されている。
マッサージベッドのあるトリートメント
ルームと、ガーデン・スペースは、プライ
ベートが保たれるよう、仕切りはあるも
のの、海風も抜ける開放的な空間で、波の

音を聞き、海の
眺めを楽しみな
がら施術しても
らうことができ
るのが特徴。ま
た各部屋とガー
デン・スペース

は、ホテル内の敷地にありながら、独立
しているため、他人の目を気にすること
なく寛げる環境が保たれている。
　ヨガ施設も同様だ。「Jiivana Spa」内
にはヨガ専用施設「サムドラ・パビリオ
ン」があり、この施設も四方を開放した半
オープンエアーの作り。目の前には青々
と輝く海。グアムらしい絶景の中でのエ
クササイズは、PICグアムならではのヨ
ガ体験だ。
　極上のヨガ体験は、メディアに取り上
げられることも多く、最近では女性誌

「FRaU」３月号の『グアム女子合宿　３
泊４日』特集で、PICグアムでのヨガ体
験が取り上げられた。女優の水野美紀さ
んと友人でタレントの藤崎奈々子さん、
モデルの渡辺知夏子さんが「サムドラ・
パビリオン」で楽しくヨガのレッスンを
受ける模様が紹介されている。

マッサージ、デトックス、
ヒーリングに多彩なメニュー

　スパの正式名称は、「Jiivana Spa for 
Well Being」。「ジバナ」にはサンスク
リット語で「生命」の意味があり、精神・
肉体・魂の３つのライフバランスを保つ
ことが生命力を高め、Well Beingにもつ
ながるという意味が込められている。ス
パでは利用者にWell Beingを提供するた
め、自然治癒力や生命力を高める、より
ホリスティックな独自のスパ・トリート
メント・メニューを各種用意している。
マッサージ＆ボディーエクスペリエンス
としては、指圧やアロマテラピー、ス

ウェーデン式マッサージなど、東洋と西
洋の各種セラピーを組み合わせたオリジ
ナルトリートメント「Jiivanaジャーニー」

（195分）からフェイシャルトリートメン
ト（60分）などまで20種以上のメニュー
を用意。
　デトックスは「プライベート・ペイジ
ング・リチュアル」（30分）がおすすめ。
アロマオイル入りのバスタブにつかり、
発汗しながら徐々に老廃物を体外に排出
する効果を実感できる。
　「Jiivana Spa」ではトリートメントを
受けるだけでなく、オリジナル商品を購
入する楽しみもある。バスソルトやシュ
ガースクラブ、エネジーミューズ・アク
セサリーなどのオリジナル商品は土産物
にも最適だ。

ヨガのレッスンは毎日2回

　「Jiivana Spa」の「サムドラ・パビリオ
ン」で行われるヨガ・レッスンは１日２
回で、午前9：30～10：30と、午後6：30
～7：30（土日は3：30～4：30）のそれぞ
れ１時間。潮風を感じながらのレッス
ンで、PICの宿泊客は無料でレッスンを
受けられる。また宿泊していなくても、 
PIC内のすべてのアクティビティが利用
できる「１日会員」（110ドル）を購入して
いれば、ヨガのレッスンにも無料で参加
できる。
　ここでレッスンしているヨガは、ヴィ
ンヤサヨガといわれるもの。ウジャーイ
の呼吸法と、サン・サルテーション（立ち
ポーズ）を中心に、呼吸や身体の動き、
そして基礎で
ある瞑想を練
習する。
　スパのセラ
ピストやヨガ
のインストラ
クターは、基
本的に英語と
なるため、海外ならではの雰囲気の中で、
ヨガが体験できるのも魅力。言葉に心配
がある場合でも、簡単な注意事項を伝え
る程度の日本語なら話せるスタッフもい
るほか、メニューや問診票などは日本語
に翻訳して説明しているため、日本から
の旅行者も問題なくスパやヨガのサービ
スを利用している。
　セラピストは全員がアメリカの国家資
格ライセンスを持ち、ヨガのインストラ
クターもライセンス保有者がレッスンに
あたっている。
　なお「Jiivana Spa」の専用サイト（http: 
//www.jiivanaspa.com）ではスパとヨガ
に関する詳細情報を見ることができる。

客室はより快適に改装

　PICグアムは、客室の改装を進めてき
たが、このほどスイートルーム（ロイヤ
ルクラブ・デラックス・スイートとロイ
ヤルクラブ・スイート）12室の改装が完
了。これでPICグアムのすべての客室が
一新されたことになる。

　客室は白を基調とした内装に、ウッ
ディーな家具調度品をあしらい、白とブ
ラウンの上品なカラー・コーディネート
を採用。落ち着いた雰囲気を演出してい
る。
　今回完了した改装では、室内設備のグ
レードアップと快適度の向上、内装のリ
フレッシュが図られた。室内設備に関し
ては、テレビを薄型の液晶タイプへ入れ
替える作業も昨年に完了。全室のテレビ
を液晶化した。これに伴いビデオコマン
ド・システムを通じて宿泊客がTV画面
から各種情報を入手できるようになった。

　またウォシュレットも各客室に導入。
ウォシュレットが装備されているのは、
スタンダードとスーペリアを除く、全客
室カテゴリー（スーペリアプラス、デラッ
クス、ロイヤルクラブ、ロイヤルクラブ
プレミアム、スイート）となっている。
　さらに４月からはWi-Fiサービスを拡
充。パブリックスペースだけでなく、全
客室（ロイヤルタワーとオセナタワー
A、同B）でWi-Fiを無料で使えるように
なる。将来的にはウォーターパークも対
象エリアにしていく考えだ。

館内6レストランで
多彩な食を提供

　PICグアムは、リゾートの規模の大き
さに合わせてレストランの種類も豊富。
レストランは全部で６つあり、各レスト
ランの収容力も大きい。
　カジュアルなビュッフェ・レストラ
ン「スカイライト」は50種類以上のメ
ニューを用意し、座席数は600席。新鮮な
フルーツが並
ぶ朝食から、
カジュアルな
味わいが楽し
めるディナー
まで、幅広い
メニューを提
供するオール
デイ・ビュッフェ・ダイニングだ。
　ファインダイニングの「ビストロ」（128
席）は、タモン湾を望むオーシャンビュー
のレストランで、ローカルエリートたち
にも人気のレストラン。上品な空間で、

コンテンポラリーなコンチネンタル料理
を堪能できるプレミアムなレストランだ。
日本料理の「花城」（120席）は日本人シェ
フがオーセンティックな和食を提供して
いる。毎日新鮮な素材を活かした和食を
用意。ディナータイムには寿司、鉄板焼
き、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどのアラ
カルトメニューもある。また個室も利用
できる。
　このほか麺類が人気の「ロックンロー
ルヌードル」（50席）やバーベキューも楽
しめる「サンセットBBQ」（240席）もある。

アンフィ・シアターで
ディナーショーも

　もう一つの飲食施設兼エンターテイ
ンメント施設が「アンフィ・シアター」
だ。ラグーンの中に浮かぶように設けら
れた屋外ステージと客席で構成される。
ステージ上で行われるショーを、ラグー
ンのほとりにある半屋外の客席から鑑賞
する、独特なスタイル。夜の心地よい潮
風を感じながらディナーショーを楽しめ
るのが特徴で、ユニークなアンフィ・シ
アターの構造自体がディナーショーの魅
力の一部。カップルからファミリー旅行
者まで幅広い人気を博すディナーショー
の重要な一部分になっている。

　昨年、改装工事を済ませたアンフィ・シ
アターは、それまでより規模を拡大。ス
テージは改装前より面積が約1.5倍に広
がり、より迫力あるステージパフォーマ
ンスが可能になった。また客席も増席。
収容力は改装前の450席から600席に約３
割以上増えた。
　ディナーショーの食事内容も、グアム
らしいチャモロ風料理のビュッフェスタ
イルという基本はそのままに、料理のラ
インナップを充実させている。
　改装に伴い最新のステージ技術が導入
され、音響設備も一新。臨場感あふれる
音響空間を実現した。照明もレーザー光
線などを取り入れて進化している。また
ドライアイスを使うなどのステージ演出
効果もパワーアップしている。
　ショーの内容も、ダンスの内容から衣
装までを一新。新しいパフォーマンスに
仕立て上げた。

収容数も増えたアンフィ・シアター

迫力のディナーショー

ロイヤルクラブ・スイート

ロイヤルクラブ・デラックス・スイート

潮風が心地よく抜けるヨガ施設

開放的なトリートメントルーム

自然治癒力や生命力を高めるメニュー

レストランの種類も豊富

スパエリアが独立して寛げる空間に
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