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季節ごとのニーズに合わせたプロダクトの提案による年間需要の創出

MICEマーケット・ウェディング／ハネムーン・ファミリー需要
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グアム
現地の資本による

新しいランドオペレーター

誕生。
本当のグアムを知っていただくために。

Guam Visitors Bureau (GVB)

「グアムに目を向かせる」プロモーションを継続
グアム政府観光局（GVB）下期の戦略

グアム政府観光局（GVB）

　新たにスタートしたGVBの「プレミア
ム」戦略。現在、旅行会社各社の上期商
品パンフレットには、この「プレミアム」
コンセプトを伝えるページが設けられて
いる。下期も継続する意向で、特に「高
品質なパッケージ商品へのサポートを強
化することで、商品ラインナップを増や
し、さらなる『プレミアム』なイメージ
を打ち出していきたい」考え。今年は、

「ロッテホテルグアム」や「デュシタニグ
アム」といったラグジュアリーなホテル
が相次いでオープン、光森氏は「プレミ
アム戦略を打ち出すいいタイミング」と
期待を込める。

「プレミアム」戦略を継続
高品質商品へのサポートを強化

2014年度上期より、「プレミアムなグアム、はじ
まる。」をキャッチフレーズに、高品質なイメージ
を打ち出した「プレミアム」戦略を進めるグアム政
府観光局（GVB）。下期においても、この戦略を継
続、さらに具体的なグアムへの渡航につながるよう
な「グアムに目を向かせる」プロモーション展開を
進めていく方針だ。GVBの下期の戦略について、
日本代表の光森裕二氏に話を聞いた。

　またGVBは、世界各地でシティガイド
を手がける「タイムアウト」と協力。昨年、
タイムアウト東京が外国観光局との初め
てのコラボレーションとなるガイドマッ
プ「グアムでしかできない50のこと」を発
行、GVBの広告展開とも連動し、一般消
費者への大きなアピールにつながった。
　今年はさらに進化。夏場の需要を前に

「グアムでしかできない50のこと for kids 

and family」
と「グアムで
しかできない
20のこと 2014サマーエディション」の２
つを新たに発行、情報をアップデートし
てグアムの魅力を訴える。光森氏は「グ
アムで何ができるか？グアムでしかでき
ないことを伝え、グアムに目を向かせる
のに有効なツールだ」と指摘する。

タイムアウト東京とのコラボ
「グアムで何ができるか？」を伝える

　下期以降のGVBの展開について、光森
氏は「黙っても観光客が来る時代ではな
い。『グアムに目を向かせる』プロモー
ションが必要。現在進めている『プレミ
アム』戦略やタイムアウト東京とのコラ
ボレーションもその一環で、これからも
継続していく」と語る。
　また重要となるのがオフシーズン対
策。特に光森氏が重要と捉えるのが、

MICEとファミリー、ウェディング／ハ
ネムーンの３つのセグメントだ。「例えば
4～6月など、データ分析することでター
ゲットを細分化し、ターゲットのニーズ
に合ったプロモーションをかけることで
着実に集客していく。シーズナリティー
を平準化することで、日本からグアムへ
の訪問者数を現在の90万人から100万人
へ伸ばしていきたいと考えている」

MICE、ファミリー、ウェディングを意識
オフシーズンの需要喚起で集客アップ

　近年、グアムへの団体旅行、インセン
ティブを中心としたMICE需要が顕著に
伸びている。３時間半というフライト時
間、全国各地から直行便が飛んでいる点、
時差が１時間と負担が少ない点、空港か
らホテル、その他施設へのアクセスが便
利な点など、グアムにはMICEを行う上
での数多くのメリットがある。
　GVBとしてもMICE需要の獲得には意
欲的。特に今年は1000名以上収容可能な
大型コンベンション施設を備えた「デュ
シタニグアム」のオープンを控え、今後
は大型団体の誘致も充分可能となること
から、「ハコだけでなく、現地でのトレー
ニングを通じたハード／ソフト両面での
受け入れ態勢の強化を図りたい」考えだ。
　日本サイドでも旅行会社のMICE営業
担当を対象としたセミナーを北海道から
九州まで、全国各都市で実施、下期以降
は「旅行会社へ直接訪問してセミナーを
行うなど、１回10名前後の小規模なセミ

ナーを積み重ねていきたい」意向。
　光森氏は「グアムを単なるリゾートだ
けではない、MICEデスティネーション
として打ち出す必要がある。費用対効果
の高さなど、グアムが持つメリットを最
大限にアピールして、日本からの渡航者
を伸ばしていきたい」と訴える。

ハード／ソフト両面での受入態勢強化へ
全国各地でMICEセミナー実施

　一方、ファミリー需要については、「三
世代や乳幼児／未就学児連れなど、客層
が以前と比べて幅広くなっており、例え
ばオフシーズンとなる４～６月でも充分
集客は可能。時期に合わせ、幅広いニーズ
に対応していきたい」とする。またウェ
ディング／ハネムーン需要においても、

「パーティーだけをグアムで行うなど、そ
の内容は多様化している」とのこと。海
外ウェディングにおけるグアムのシェア
は全体の約２割。日本から近い点や各地
からアクセスできる点、挙式会場にアク
セスしやすい点など、グアムのメリット
を活かした販促に努める方針だ。

時期に合わせ幅広いニーズに対応
ファミリー、ウェディング／ハネムーン

　観光需要を支える上でも重要な航空座
席供給増へ向けた取り組みも継続する。

「将来的な羽田への路線解説も睨みなが
ら、各航空会社に対し、グアムが収益性

航空座席供給増への
取り組みも継続

光森裕二 GVB日本代表に聞く

表紙画像提供：グアム政府観光局

に伴うデスティネーションであるという
点を認識してもらうような、航空会社に
対しても『グアムに目を向かせる』戦略
を取って行きたい」考えだ。
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Signature Sports Events

グアムの「シグネチャー・スポーツ・イベント」
団体旅行のチームビルディングへの活用も

シグネチャー・スポーツ・イベント

温暖な気候のグアムは、年間通じてスポーツを行うのに
最適な環境を誇る。練習環境も整っているため、各種ス
ポーツチームの合宿先としてもグアムは人気だ。グアム
政府観光局（GVB）では、主要なスポーツ・イベントを
「シグネチャー・スポーツ・イベント」として認定、イベン
トを切り口とした新たな集客に力を入れている。なかで
も日本マーケットに合ったイベントを以下紹介したい。
団体旅行のチームビルディングとしても活用できる。

　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。
　今回より、サイクルイベント「グアムロングライド」
と統合、自分のペースで楽しめる「ファンライド部門」
とタイムを競う「コンペティション部門」の２部門を
設定し、初心者からエキスパートまで、サイクリスト
ならだれでも楽しめるイベントに生まれ変わる。
　コースは、グアムの南半分を一周する約105kmのロン
グコースと約42kmのショートコースの２つ。
　爽快なサイクリングで、サンゴ礁が見える海や緑豊
かな山々や渓谷など、南国グアムの美しい風景を思う
存分満喫できるのが魅力だ。

ツアー オブ グアム
http://www.tourofguam.jp.net/

　来年で第３回目を迎える、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）認定の本格
マラソンレース。グアムの西海岸を走る
コースは、美しいサンゴ礁の景色が楽し
めるのが大きな特徴。フルマラソンに加
え、ハーフマラソン、10km、５kmレースも
設定、だれでも気軽に参加しやすい環境
だ。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。

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、その参加者数も年々増えてい
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。駅伝は、企業団体のチームビルディン
グにも最適。

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/

　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「鉄人レース」。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。賞金は１万5000ド
ル。また、毎年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
ンシップとして認定されており、年々注
目が高まってきている。

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

2014年11月23日開催

2015年4月12日開催

2015年3月開催予定（春休み期間）2014年10月19日開催

2015年4月18日開催予定

© Rich Cruse

　グアムへの2013年の日本人旅行者数
は、前年比3.9％減の89万3000人。2013年
の日本人海外旅行者数が、5.5％減の1747
万3000人だったことを考えれば健闘した
という見方もできる。
　しかし、13年の海外旅行者数が減少し
た最大の要因は、政治問題で中国と韓国
への旅行者数が大幅に減少したことによ
るもの。この問題がなければ、前年を上
回って、2013年の海外旅行者数が過去最
高になった可能性もある。
　2014年の海外旅行動向を見ると、1−7
月の日本人の海外旅行者数は2.8％減の
943万5000人で、このまま推移すると、
2014年は1700万人前後で終わることが予
想される。各方面別の日本人旅行者数を
見ると、昨年のように中国と韓国の政治
問題だけでは、低迷要因を語れない状況
が浮き彫りになっている。
　中国は回復途上、韓国は依然として低
迷しているが、台湾を除いて各方面とも
に伸びが鈍化し、東南アジアでも前年を
下回る国も出てきている。とくに、７月

は芳しくない数字が並んでいる。
　前年からの円安傾向に続き、燃油サー
チャージの高止まり、加えて４月の消費
増税に対する旅行を含む購買意欲の低
下、買い控えが影響しているようだ。羽
田国際線の昼間便の増枠で、国際線の就
航に沸き立ち、一方で、LCCの国際線就
航が引きも切らないが、訪日外国人旅行
者数は増加しても、日本人の海外旅行者
増には結びついていないのが現状だ。
　こうした状況を見て、日本市場につい
て各国政府観光局の中には、数よりも質
を重視する傾向が顕著になっている。文
字通り「クオリティ・ツーリズム」を前
面に押し出す観光局も出てきている。実
際、日本人旅行者数が減少していても、
滞在消費額が伸びている国・地域もある。
　グアム政府観光局（GVB）も今年度上期
から「プレミアムなグアム、はじまる。」を
キャッチフレーズにプレミアム戦略を打
ち出した。下期もGVBはプレミアム戦略
を継続し、「グアムに目を向かせる」プロ
モーションを展開する方針を示している。

　旅行会社のパッケージツアーも「プレ
ミアム」な商品を打ち出しており、GVB
のサポートと相まって、この傾向を続け
ていくことが何よりも重要だ。今年は、
グアムにラグジュアリーホテルが続々と
オープンする。この「プレミアム化」の
流れを大事にしたいところだ。
　海外旅行者数が減少すれば、航空会社
は減便あるいは運休する。イールド志向
の航空会社からすれば、需給バランスを
最も重要視する。供給を減らすことで、
さらに需要が減少するという負のスパイ
ラルだけは避けたい。
　プレミアム戦略は、時代の流れに乗っ
ている時はいいが、環境が厳しくなると、
その維持が難しくなる。とくに、旅行会
社の場合は、事業規模の大きいところは
維持できるが、体力が続かないところも
出てくる。今が辛抱の時期なのかもしれ
ない。
　安倍政権の最大の特徴は、アベノミク
スに代表される経済対策。日本経済を牽
引する輸出中心の各企業は、円安と技術

力で業績が好調に推移しており、これに
伴って、ミーティングやインセンティブ
などのMICE需要は拡大している。
　各デスティネーションともにMICE需
要の取り込みに意欲的に取り組んでいる
が、グアムは３時間半というフライト時
間、常夏、アメリカの一部などのアドバ
ンテージを活かしたい。グアムのMICE
や教育旅行の潜在需要は大きい。とく
に、今年は1000名収容可能な大型コンベ
ンション施設も完成、念願のMICEイン
フラを手に入れる。
　グアムはMICEの中でもミーティング、
インセンティブ、コンベンション、イベ
ントに最適なデスティネーションの一つ
ではないか。
　プレミアム化を定着させることで、
MICE、教育旅行、さらにはウェディング
／ハネムーン需要に相乗効果が生まれて
くる。そうなれば、GVBが唱える「グア
ムに目を向かせる」ことができるだろう。

（石原）

プレミアム戦略とMICE
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MICE in Guam ①

なぜグアムでMICE？
グアムでMICE ①

ミーティングやインセンティブなど、MICEの開催地としても最適なグアム。大型
団体から小グループまで多くの企業がMICEの開催地にグアムを選んでいる。なぜ
グアムでMICEなのか？そのメリットやおすすめポイントをいくつか紹介したい。

ポイント

①
日本から近いグアムは、短い日程でも内容の濃いスケジュールを組むことが可能。
近いからこそ、費用を安く抑えることができるのも大きな魅力だ。納得できるコス
トで、期待以上の効果を得られる費用対効果の高さは、グアムで行うMICEの最大
のメリットと言えるだろう。

北海道から九州まで、全国各地から直行便が飛
ぶグアムなら、全国展開する企業がグアムに現
地集合して全社ミーティングや表彰式を行う、
といったアレンジが可能。また韓国や台湾、香
港やフィリピンなど、近隣のエリアからも数多
くのフライトが飛んでいるので、国際会議にも
おすすめだ。

日本からグアムへの飛行時間はわずか約3時間
半。時差も1時間で、時差ボケの心配がない。
早い時間のフライトを利用すれば、到着日から
すぐにプログラムをスタートさせることができ
る。限られた時間の中で、効率のよいスケジュー
ルを組むには、近いグアムが最適。

グアム国際空港から主要なホテルが建ち並ぶタ
モン地区へは、遠くても車でわずか15分程度。車
の渋滞もほとんどないので、現地移動がスムー
ズ。主要な施設へも長い時間をかけることなく
アクセスできる。数あるビーチリゾートの中で
も特筆すべきポイントと言える。

多くの日本人を受け入れた実績のあるグアムだからこそ、日本人のニーズに合った
ファシリティーが充実。ホテルのバンケット施設やユニークな公共施設、またチー
ムビルディングや自由時間には豊富なアクティビティーが揃う。きめ細かなサービ
スにも定評があり、満足度の高いMICEが実現できる。

グアムは、治安や衛生面でも安全・安心。日本
人の専用クリニックもあり、医療面でも不安は
ない。日本語対応、バリアフリー対応も万全。
まさに日本人にやさしいビーチリゾートだ。

グアムにあるホテルのうち、なんと90％の客室
から海を眺めることができる。ビーチリゾート
という日常とは異なる環境のもと、心身ともに
リフレッシュしてミーティングに向かえば、
きっと今までにないアイデアが浮かぶはず。
MICEを成功へと導いてくれるはずだ。

ビーチリゾートのグアムは、アクティビティー
が実に豊富。海・陸・空とバラエティーあふれ
るオプションが揃う。例えば、ビーチでの運動
会はチームビルディングにうってつけ。経験も
豊富で安心だ。マリンアクティビティーやゴル
フ、ショッピングなど、自由時間の選択肢にも
困ることはない。

グアムは、これまでにも数多くのMICEを受け入れてきた実績を誇る。経験が豊富
なだけに、スムーズにミーティングやイベントを進行できるので、安心。最近では
ONOC（オセアニア・ナショナル・オリンピック・コミッティー）の会合が開かれ
るなど、国際会議の実績も増えている。

グアムの年間平均気温は26度で、一年中ベスト
シーズン！安定した常夏の気候で、冬でも泳ぐ
ことができる。季節を問わずにマリンアクティ
ビティーが楽しめるのも魅力。自由行動の時間
も思いっきり楽しむことが可能。

通常、アメリカへの入国には、ESTA（電子渡航
認証システム）の事前申請が必要だが、グアム
へ入国する際は、45日以内の滞在であれば「グ
アム−北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム

（Guam - CNMI VWP）」が適用されるので、
ESTAの事前申請は不要。もちろんESTAで入
国できる。

グアムは、日本から一番近いアメリカ。日本と
は違った雰囲気の中でのMICEは、参加者の印
象を強くするはす。また古来のチャモロ文化、
スペイン統治期に広まったスペイン文化、さら
に日本文化などが上手くブレンドしているのも
実にユニーク。グアムだけの体験が待っている。

画像提供（クレジット記載以外）：グアム政府観光局

さらに注目！

全国各地からアクセス可能
「グアムで現地集合」も

日本人のニーズに合った
ファシリティーの充実度ときめ細かなサービス 豊富なMICEの実績

効率的なスケジュールで、高い費用対効果！
短い日程でも内容の濃いスケジュールが組める

日本から約3時間半*、時差は1時間、
身体にやさしいリゾート

空港から各ホテルまでわずか15分
現地移動がスムーズ

安心・安全
日本語対応、バリアフリー対応も

ホテル客室の90％がオーシャンビュー
リフレッシュできる環境

バラエティー豊かなオプションの数々
チームビルディングにも

安定した常夏の気候
一年中がベストシーズン

ESTAを取得しなくてもOK

日本に一番近いアメリカ
チャモロ、スペイン、日本文化も残るユニークな島

ポイント

②
ポイント

③

さらに注目！

さらに注目！

＊ 就航都市によって異なる

グアム

日本各地へ

中国・韓国へ

香港・台湾へ

フィリピンへ

© Outrigger Guam Resort

© Baba Corporation
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The Westin Resort Guam

最新設備の導入で多彩なイベント演出が可能に
きめ細やかなグループ対応に定評

ウェスティン リゾート グアム

タモン湾に面し、プレミアムな海外リ
ゾート体験を実現するウェスティン リ
ゾート グアム。同ホテルは、宴会場や
ミーティングルームを含めたほとんどの
部屋から海を楽しめ、ハイクラスなサー
ビスで宿泊客を迎えてくれるのが魅力。
ホテルの設備とスタッフのサポート態勢
を常にアップデートし続けることで、旅
行客によりグレードの高い海外リゾート
体験を提供している。

宴会場にLEDスポットライトを導入
バラエティに富んだ演出が可能

　ウェスティン リゾート グアムは、上
質な海外リゾートを求める旅行者のニー
ズに応えるため、常にユニークなサービ
スや設備の導入を行っている。例えば、
立食で最大400名を収容できる「ソムナッ
ク・ボールルーム」は、近年のリニュー
アルにより、シンプル・モダンな都会的
なセンスのインテリアに一新。360度回
転する最新型プロジェクター「ムービン
グスター」をはじめ、最先端のオーディ
オ・ビジュアル機器を採用し、音響と照
明を連動させた演出が可能となった。

　グアムでこうした設備が整えられてい
るのはウェスティン リゾート グアムだ
け。今年９月には、さらに27灯のLEDス
ポットライトや、光をコントロールする
調光卓を導入する。パーティーや展示会
などで、部屋全体を希望の色調に染めら
れるのはもちろん、スポットライトと効
果音を組み合わせることにより効果的な
演出が可能となる。また、インセンティ
ブ旅行などで幹部が登場したり、表彰を
行ったりする際に、こうした調光設備を
駆使することで、簡単に会場を盛り上げ
ることができる。
　ほかにも、「ソムナック・ボールルー
ム」に次ぐ規模のスペースを持ち、ホテ
ル内でもっとも景色の良い会場「ウナイ・
ルーム」や、30名までの着席での食事が可
能な「プティオンルーム」などの宴会場
がある。カクテルパーティーやウェディ
ングパーティーをはじめ、小～中規模の
宴会など、目的に応じたさまざまな宴会
場を提案できる。
　室内だけではなく、屋外施設の充実ぶ
りにも注目したい。ルーフとステージを
備えた常設ディナーショー会場である

「スターライトエリア」は、そのままでも
本格的なイベントが行うことができる。
プールサイドには300名以上、ビーチエ
リアを加えれば最大約400名の着席セッ
ティングが可能な屋外パーティースペー
スは、目の前に海が広がるトロピカルな
雰囲気の中での、ビーチパーティーをア
レンジできる。タモン湾の夕日を眺めて
のパーティーは、利用客にとって、思い
出に残るものになるはずだ。

多彩なパーティープラン
グアムならではのアイデアを提案

　ウェスティン リゾート グアムでは、
こうした設備の充実により、従来以上に
趣向を凝らした、ユニークなパーティー
プランが実現できるようになった。例え
ば、人気の「パイレーツテーマパーティー」
では、映像で再現された海賊船がステー
ジに上陸に合わせて、海賊の格好をした

主賓が登場してパーティーがスタート。
同ホテルのスタッフはもちろん、参加者
も一緒に海賊帽やバンダナなどを身にま
とうことで、パーティーがより盛り上が
るという。
　ほかにも南国風に装飾された宴会場
で、アイランドミュージックの生演奏や
料理が楽しめる「グアムアイランドテー
マパーティー」や、会社のイメージカラー
照明やロゴ映像を使った手頃に出来るカ
ラーテーマのパーティーなどを予算と趣
旨に合わせて用意。さらに、グアムで挙
式をするにも上述したテーマパーティー
のノウハウを生かした、オリジナリティ
溢れるウェディングパーティーが実現で
きる。
　こうしたテーマパーティーの企画は、
総支配人である土肥敏郎氏とホテルス
タッフが発案。アメリカ本土のホテルで
数多く宴会を演出をしてきた実績を持つ
土肥総支配人が経験を生かしてユニーク
なアイデアを提案することで、コストは

抑えながら効果の大きい演出が可能にな
る。

専任コンベンション・マネージャー
きめ細かい対応を可能に

　グループの要望や予算に合わせて、さ
まざまなメニューやテーマパーティープ
ラン、さらにチームビルディング研修な
どのイベント企画を提供できるウェス
ティン リゾート グアム。こうしたパー
ティーやイベントのコーディネートをは
じめ、グループ旅行のサポートは、日本
人のコンベンション・マネージャーが担
当。事前の下見から部屋のアサイン、
チェックインからパーティーの運営まで
を、グループ旅行専任のマネージャーが
一貫して対応する。さらに、東京営業所
にも専任スタッフがいるため、日本での
旅行会社との連携もスムーズ。グループ
のオーガナイザーや旅行会社は、安心し
て同ホテルを利用できるはずだ。

最新型プロジェクター「ムービングスター」

ソムナック・ボールルーム

人気の「パイレーツテーマパーティー」
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MICE in Guam ②

グアムのMICEなら
こんなことが実現できる！

グアムでMICE ②
ビーチリゾートとして長い歴史を誇るグアムは、宿泊施設が豊富に揃い、
大型団体に対応可能な宴会場をはじめ、小グループに適した会議室など、
宴会／会議施設が充実している。また団体専用カウンターやエントランス
を設けたホテルもあり、団体での利用も安心だ。さらに団体旅行を演出す
るパーティーやイベント、近年重要視されるチームビルディングまで、
幅広く対応できる屋内／屋外施設やサービスが整う。日本に最も近い海外
ビーチリゾートだからこそできるグアムならではのMICEを実現させたい。

充実した会議施設
大型団体から小グループまで、豊富な受入実績を持つグアム。2014年冬には1000名規
模の受入が可能な、グアム初となる本格的なコンベンション施設がオープン予定。
主要ホテルが集まるタモン地区に位置し、ホテルやショッピングセンターからも
近く、さらに空港から車で約10分という絶好のロケーションを誇る。他のデスティ
ネーションにはないグアムだけの最高のアクセスだ。

グアムの各ホテルでは、さまざまなサイ
ズの施設が充実している。各ホテルやア
クティビティ施設のインフラレベルが高
く、Wi-Fiなど、ネット環境も充実。日本
とほぼ同じ環境で、会議をスムーズに実
現できる。また日本人対応に慣れた経験
豊富なスタッフがサポートするので安心
だ。

豊富な施設で、さまざまなサイズの宴会／会議に対応

日本各地から直接アクセスが可能なグア
ム。全国各地から出発し、現地グアム集
合といったアレンジができる。日本だけ
でなく、韓国や台湾、香港やフィリピン
など、アジア各国からのフライトも飛ぶ
ので、近隣国との国際会議やミーティン
グ、展示会の場としてもおすすめだ。

日本各地、周辺諸国をカバーする展示会場にも

印象に残るパーティー
MICEの効果を最大限に引き上げるには、印象に残るイベントやパーティーがおす
すめ。ビーチリゾートだから実現できるビーチサイドでの屋外パーティーは忘れら
れない思い出となるはず。受け入れ実績が豊富なので、あっと驚く演出やユニーク
なプランもアレンジ可能だ。

グアムで実施するイベントでも「グアム
らしさ」を打ち出せるのが、ビーチサイ
ドやプールサイドでの屋外パーティー。
団体旅行を主催するオーガナイザーから
の人気も高く、開放感のある空間でのイ
ベントは、参加者にとって「記憶に残る」
印象的なひとときとなる。また各ホテル
等では、万が一の天候に備えた代替エリ
アも確保でき安心だ。

グアムならではの開放感溢れる屋外パーティー

各ホテルでは、さまざまなタイプの宴会
／会議施設を備えているのはもちろん、
レストランでの宴会アレンジも万全。音
響や照明など、最新設備を導入し、企業イ
メージのカラーを演出したものや、テー
マに沿ったパーティーのアレンジも。ア
メリカのホテルならではのダイナミック
な演出も可能だ。

多様なニーズに合わせたユニークなパーティープラン

チームビルディングプログラム
ビーチリゾートとして発展したグアムでは、団体旅行のチームビルディングのプロ
グラムが豊富。ホテルやアトラクションでは、ユニークなアレンジを用意。ビーチ
でのプログラムなど、日本では味わえない開放感で、高い成果を期待できる。

企業団体旅行の最近の傾向として、チームビルディングへの注目が高まっている。
単なる遊びではなく、何のために行くのか、目的を求められるのが最近の傾向。グ
アムではこれらの積極的な提案が可能だ。

豊富なチームビルディングプログラム

画像提供（クレジット記載以外）：グアム政府観光局

こんなイベントも
グアムでは、大自然を満喫できる各種アクティビティが豊富に揃う。通常は、オプ
ショナルツアーで利用するアクティビティも、団体でツアーや施設ごとの貸し切り
ができるところが多く、各企業のオリジナルイベントを開催することができる。事
前に各施設の情報を収集して、印象的なイベントを企画してみては？

美し海とともに、豊かな緑が多
く残るのもグアムの魅力。ジャ
ングルの中をボートで巡った
り、山の中を歩いてみたり、こ
れまでと違ったグアムの魅力に
出会える。

グアムのジャングルを利用した団体向けアクティビティ

美しい海を体験できるアクティ
ビティはグアムならでは。海の
中から、またビーチサイドから、
せっかくグアムに来てビーチを
体験しない手はない。

グアムの海を利用した団体向けアクティビティ

近年、企業のCSR（企業の社会
的責任）のニーズは高まってお
り、植樹やビーチの掃除といっ
たプログラムを組むことが可
能。例えば、植樹を行う際、社
名を刻むことで、５年後、10年
後再訪するなど、CSRに加え、
企業の結束を高める効果も期待
できる。

グアムならではのチャモロ文化、記念植樹など、ユニークなアレンジも

スポーツ団体の強化合宿に充実した施設

レオパレスリゾート内にあるスポーツ施設「パン パシフィックスポーツセンター」
は、競泳用プール、サッカー場、野球場、陸上競技場、ゴルフコースと、すべて国
際基準における規格サイズを満たしたトレーニング施設を完備したアスリートの
ためのスポーツ強化施設だ。毎年多くのプロ野球選手やJリーガーの自主トレーニン
グ、チームキャンプなどで多くのアスリートたちが訪れる。学生スポーツ団体の合
宿地としての利用も多い。

グアムの公共施設を利用して団体旅行にユニークなアレンジを
日本人グループにとって利用しやすいインフラ
が充実しているグアム。ホテルのバンケットルー
ムやオプショナルツアーだけでなく、まだあまり
知られていない、個性的な公共施設を活用したユ
ニークなアレンジも実現可能だ。地元グアムのイ
ベントではよく利用されているので、実績は豊富。
これまでとは違った団体旅行の企画に、これらの
施設を取り入れてみるのもおもしろい。

New! グアムミュージアム
紀元前から続く古代チャモロ時代、16世紀初
頭から300年以上続いたスペイン統治時代、
そして1898年以降のアメリカ時代から現代ま
で、グアムのユニークな歴史と文化を伝える
ミュージアムがハガニア地区スペイン広場の
隣に完成予定。施設では各イベントなどが開
催可能なスペースも併設される予定だ。

ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
（イパオビーチパーク）

スペイン広場

© Hyatt Regency Guam

© The Westin Resort Guam

© The Westin Resort Guam

© Hilton Guam Resort & Spa

© Baba Corporation© Baba Corporation

© Alupang Beach Club (ABC)

© Leopalace Resort Guam© Leopalace Resort Guam
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Lotte Hotel Guam

グアム待望の新しいラグジュアリーホテル
最上級の施設とホスピタリティーでおもてなし

ロッテホテルグアム

今年７月にグランドオープンしたロッテ
ホテルグアム。グアム待望の新しいラグ
ジュアリーホテルの登場とあって旅行業
界のみならず日本人旅行者からも注目を
集めている。タモン地区の中心とロケー
ションも抜群。オープン間もないなが
ら、旧オークラホテルからアップグレー
ドした各施設やトレーニングの行き届い
たホスピタリティーは、グアムの新しい
形のホテルとして高い評価を受けてい
る。総222室と他ホテルに比べ、こじん
まりとしているが、“Quiet Comfort”を
コンセプトに、静かで快適な滞在を提供
していく予定だ。

目的に合わせて選べる宿泊タワー

　ロッテホテルグアムにはタワー棟とア
イランド棟のふたつの宿泊棟がある。タ
ワー棟は150室、全室、オーシャンフロ
ントビューで45㎡〜、ロッテホテルズに
よりアップグレードされた部屋からは青
く輝くタモン湾を一望することができ、
眺望重視の旅に最適。アイランド棟は72
室、全室リビング、寝室セパレートタイ
プ。広さはボトムカテゴリーでも55㎡以
上もあり、快適さを重視。２ベッドやキ
チネット付きの部屋も用意している。全
室WIFI無料、滞在スタイルにあわせて、
宿泊棟を選べるのもロッテホテルグアム
の特長のひとつだ。

　さらに、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「クラブラ
ウンジ」を設置。グアム最大の広さを誇
るこのラウンジでは、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
クテルアワーも提供している。オーシャ
ンフロントビューで景観も抜群。ホテル
で、のんびりと過ごしたいハイエンド旅
行者に訴求力が高い。
　
ダイニングも充実、
便利なコンビニも利用価値大

　レストランでは、朝・昼・夜ビュッフェ
スタイルの食事が楽しめる「ラ・セー
ヌ」がオープン。寿司、鉄板焼き、ヌー
ドル・天ぷらステーションを備え、味も
好評だ。レストランの大窓からは素晴ら
しいオーシャンビューが広がり、美しい
景色と食事を楽しむことができる。この
ほか、軽食の「ザ・ラウンジ&デリ」や
プールバーの「ホライゾンカフェ」があ

り、目的に合わせてダイニングを選べる
環境が整っている。
　また、ホテル内にはコンビニエンスス
トアの「パラダイススイーツ」もあり、宿
泊者の細かいニーズにも対応している。
このほか、セレクトショップの「ビヨン
ド」も人気。日本で人気の靴ブランド
UGGや肌さわりの良いタオル素材ブラ
ンドKashwere、サンダルのHavaianasな
ど厳選されたグッズを販売。他にはない
商品セレクションで、スーベニアショッ
プとしても人気が高まっているという。
今後は、宿泊者以外の旅行者の取り込み
にも力を入れていきたい考えだ。
　
人気のホライゾンプールと
ラグジュアリーカバナ

　プールも旧オークラ時代からアップグ
レードした。エリアも拡張され、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。泳ぎながら
タモン湾を望むことができる。スタイ
リッシュなデザインと開放的な雰囲気は
リゾート感をさらにアップさせ、非日常
の空間を演出している。
　また、プールサイドとビーチサイドに
は、「ハイエンドなリゾートムード」をコ
ンセプトに、グアムで唯一となる「ラグ
ジュアリーカバナ」を設置した。ソファ

やテレビを置き、カバナ内では軽食やド
リンクを楽しむことも可能。海辺でリッ
チにそしてのんびり過ごしたい宿泊者の
あいだで人気を集めている。
　このほか、屋外テニスコート、キッズ
ルーム、フィットネスもオープン、アウ
ロラ時代からあった「弁天スパ」も営業
を再開し、リゾートホテルらしいリラク
ゼーションサービスを提供している。

中宴会場が今冬オープン予定、
ウェディングでは独自サービスも

　ロッテホテルグアムでは、MICEをは
じめとする団体の受け入れにも積極的。
そのための施設も充実している。「クリ
スタルボールルームは」着席で最大340
名の収容が可能。外側には大きな窓から
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あり様々なニーズに
応える。
　また、センターウィング７階にある

「シャルロッテ I、II、III」は、それぞれ
着席で最大30名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印象
的な小宴会場だ。
　さらに、中宴会場となる「エメラルド
ボールルーム」を現在整備中。キャパシ
ティは100名前後で、今年の冬頃にオープ
ンする予定だ。既存の宴会場と同様、こ
こもオーシャンビューとなる。
　ウェディングでは、館内チャペルの

「アクア・シンフォニー」をアピールして
いく。グアムで唯一パイプオルガンを設
置するなどヨーロピアンクラシックの雰
囲気に包まれているのが特長だ。また、
ラグジュアリーカバナを利用したトース
ティングパーティーなどロッテ・オリジ
ナルのサービスで差別化を図っていく。
挙式事業者としてワールドブライダルと
契約し、今秋にはサービスを開始する予
定だ。
　ロッテホテルグアムでは、ハード面だ
けでなくソフト面のサービスも強化して
いる。韓国の本社からサービススペシャ
リストを呼び、ローカルスタッフをト
レーニング。フォーマルな対応などラグ
ジュアリーホテルとしてのホスピタリ
ティーを徹底している。クリスタルボールルーム

クラブラウンジ

オーシャンフロントデラックス
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Pacific Islands Club Guam

グアムのあらゆるマーケットに対応可能な施設とサービス
PIC新名物  ラグーンの巨大噴水がスクリーンに！

PICグアム

　グアム最大級の総合リゾートPICグア
ム。20エーカーの敷地に、777もの客
室数は収容力十分で、宴会施設も充実。
MICEから教育旅行まで大小さまざまな
グループを受け入れられる。
　また、大人から子供まで楽しめるアク
ティビティたっぷりのウォーターパーク
は、ファミリー旅行に最適。
　敷地内にはウエディングチャペルもあ
り、ワンランク上の滞在を提供するス
イート・カテゴリーの客室も用意されて
いるため、ウエディングカップルやハネ
ムーナーがプレミアムなリゾートを満喫
することができる。

客室はシンプルなデザイン

　PICグアムは12室あるスイートルーム
（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）を含め、
777室もの客室数を誇る。白を基調とした
内装は、ウッディーな家具調度品を配置
し、白とブラウンの上品なカラー・コー

ディネートが落ち着いた雰囲気を演出し
ている。
　室内設備は、テレビを薄型の液晶タイ
プで統一。宿泊客はビデオコマンド・シ
ステムを通じて、当日のアクティビティ
のプログラム予定や、天気予報、フライ
ト情報、グアムの観光スポットなどの各
種情報を客室に居ながらにしてTV画面
から入手できる。
　バスルームも最新設備を完備。たとえ
ばトイレのウォシュレットは、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）に標準装備されている。
なお喫煙に関しては、客室内は禁煙だが
バルコニーでは喫煙可能となっている。

無料Wi-Fiが
ウォーターパークでも使用可能に

　宿泊客からの要望の多い無料Wi-Fi
サービスも順次拡充し、ウォーターパー
クでも使用できるようにエリアを拡大さ
せた。
　PICグアムの無料Wi-Fiサービスは、ロ
ビーエリアからスタートし、現在ではパ
ブリックスペースはもちろん、全客室（ロ
イヤルタワーとオセナタワー A、同B）ま
で拡大。ウォーターパークでも、このほ
どWi-Fiの無料使用が可能になり、今後さ
らに対象エリアを拡大させる予定だ。
　これで宿泊客は、PICグアムのさまざ
まなエリアで、スマホをはじめとするモ
バイル端末をいつでも気軽に使うことが
できるようになった。

和食からフレンチアメリカンまで
多彩な食

　家族連れからカップル、団体客まで幅
広い客層を受け入れるPICグアムは、客
層の多様さに合わせてレストランで提供
する食事にも豊富な種類が用意されてい
る。レストランは全部で６つ。
　カジュアルなビュッフェ・レストラン

「スカイライト」は座席数600席。館内最大
の収容力を持ち、50種類以上のメニュー
を用意している。オールデイ・ビュッ
フェ・ダイニングとして、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。
　ファインダイニングの「ビストロ」は
128席の落ち着いた雰囲気のレストラン。
タモン湾を一望できるオーシャンビュー
が特徴で、地元のグルメたちにも評判の
コンテンポラリーなフレンチアメリカン
料理を提供している。

　「花城」は日本人シェフがオーセン
ティックな和食を提供する日本料理レス
トラン。客席数は120席。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
り、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）やバーベキューが楽
しめる「サンセットBBQ」（240席）もある。

グループ客にも対応の
ディナーショー

　個人客はもちろん、グループ客など大
人数での利用も可能なのが、600席の収容
力を誇る飲食施設兼エンターテインメン
ト施設「アンフィ・シアター」。ラグー
ンに浮かぶように設けられた屋外ステー
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。
夜の心地よい海風を感じながらディナー
ショーを楽しめるのが特徴だ。
　レーザー光線を使った照明や白煙を噴
霧する仕掛けなどの迫力ある演出効果に
よって、ステージパフォーマンスが一層
引き立ち、壮大なエンターテインメント
空間を出現させている。
　食事内容は、グアムらしいチャモロ風
料理を中心に、各種料理のラインナップ
を加えた人気のビュッフェスタイルだ。

巨大噴水に映像を映し出す
新しい設備が登場

　PICグアムの新名物が、ラグーンに新
たに設置された巨大噴水。この噴水は勢
いよく水を噴き上げる水の芸術というだ
けではなく、噴水によって、高さ15ｍ、
幅十数メートルにわたる巨大な扇型の水
の壁を作りだし、これをスクリーン代わ
りにして映像が映し出される。清涼感を
体感しながら、上映を楽しめる屋外シア
ターの趣向だ。
　１日２回（日没後）の上映を予定してお
り、PICグアムのマスコット・キャラク
ターであるシッキーが、海で冒険を繰り
広げる８分間ほどのアニメーションが映
写される。
　この巨大な水のスクリーンとプロジェ
クターを使った新技術を使えば、ファミ
リー向けのアニメーションを映し出すほ

かにも、たとえばインセンティブ・グルー
プの企業名や歓迎バナーを映写するな
ど、活用範囲を広げていくこともできる。

PICグアムといえば
ウォーターパーク

　アクティビティ満載のウォーターパー
クもPICグアムを特徴づける大きな要素
だ。プールでは、メインプールにゲーム用
プール、競技用プールなど全部で７種類
あり、ウォータースライダーは２種類。
またプールとは別にカヤックができるラ
グーンや、魚と泳げる「泳げる水族館」も
ある。「泳げる水族館」では、色とりどり
の熱帯魚がたくさん泳いでおり、魚と一
緒にスノーケルを楽しむことができる。
　ウォーターパークにはインストラク
ター兼エンター
テイナーとして
クラブメイツが
常駐。
　PICグアムに
宿 泊 し て い る
50名以上のグル
－プであれば無
料 プ ロ グ ラ ム
の「PICウォー
ターオリンピッ
ク」がおすすめ。
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各種競技を、クラ
ブメイツの司会と指導によって行える。

（「PICウォーターオリンピック」は、必
ず事前予約が必要）

キッズクラブや
文化体験プログラムも

　ファミリー旅行者には、４歳～12歳の
子供を預かり、さまざまなプログラム
で楽しませてくれるキッズクラブも人
気だ。子供がプ
ログラムに参加
する場合は、ク
ラブメイツが親
代わりとなって
面倒を見てくれ
る。プログラム
に参加しない子
供のためには自由に遊べる安全なスペー
スも用意している。
　またグアムならではの文化体験ができ
るプログラムがカルチャーアクティビ
ティセンター「グマチャモロ」。ここでは
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、
チャモロ語教室に参加できる。

人気のスパ＆ヨガ施設
「Jiivana Spa」

　女性宿泊客に人気なのはスパ＆ヨガ施
設の「Jiivana Spa」。開放的で眺望抜群
のオープンエアーの施設で、トリートメ
ントルームは、カップルルームを含めて
12室。「Jiivana Spa」内にはヨガ専用施

設「サムドラ・
パビリオン」も
あり、青々と輝
く海を目の前に
する半オープン
エアーのスペー
スの中でエクサ
サイズできる。サンドラ・パビリオンでの

ヨガレッスン

最新設備を完備した客室

６００名の収容力を誇る｢アンフィ・シアター｣

新たにラグーンに設置された巨大噴水

クラブメイツ

ファインダイニングの「ビストロ」

グループには「PICウォーター
オリンピック｣がおすすめ

人気のキッズプログラム

Jiivana Spa
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Agency Report旅行会社レポート

送客減も原価率は改善
沖縄との競合も

　2014年上半期のグアムへの日本人渡航
者数が前年比10.2％減の39万9378人（グ
アム政府観光局）と減少するなか、エイ
チ・アイ・エスのグアムへの送客数も上半
期（2014年10月期）は前年割れとなった。
しかし、グアム商品について、従来の安
売り路線からプレミアム路線への転換を
図っており、売上単価では前年比120%前
後を確保、原価率の改善へとつなげた。 
送客の伸び悩みについて、田淵氏は「マー
ケット全体が縮小しているうえに、プレ
ミアム商品への転換で苦労している部分
がある」とその背景を説明する。
　また、田淵氏は上期の傾向として「安
近短を求めるお客さま層がグアムに目を
向けなくなってきた」と話し、その理由
として、「顧客が求める価格帯とグアム
の現在のマーケットプライスが合わなく
なってきている」と付け加える。そうし
た市場環境の変化のなか、従来の安売り
層の取り込みには苦戦した一方で、高価
格帯のデラックスホテル商品の販売は伸
びており、また、７〜９月のファミリー
旅行も前年とほぼ変わらない。「しっか
りとした商品は残っているが、薄利多売
の商品を求めていたお客さま層が離れて
いった」（田淵氏）状況だ。
　このほか、田淵氏はグアムと他デス
ティネーションとの競合も指摘。「特に沖
縄の販売が好調で、グアムの強力なライ
バルになっている。また、グアムとの価
格差が従来よりも小さくなっているアジ
アのビーチへ流れる傾向も強くなってい
る」と話す。
　同社の場合、国内旅行に力を入れ始め、
店頭で沖縄とグアムを比較できる機会が
増えた。このことも、グアム商品の売れ
行きに多少なりとも影響しているのでは
ないかと見ている。

キッズラウンジがオープン
シレナトロリーも路線延長

　下期ではパンフレットをより見やすく
リニューアルした。プレミアムとベー
シックの構成はそのままに、「プレミア
ム・セレクション」をさらに大きく紹介
することで、高価値旅行の提案に引き続
き力を入れている。新たにロッテホテル
グアムを加えたほか、スィートルーム商
品も増やした。
　新しいサービスとしては、同社オリジ
ナルとしてThe PLAZA2階に「シレナ
スーパーキッズラウンジ」をオープンし
た。ロッククライミング、滑り台、ボー
ルプールなど子供向けの遊具を設置。追
加代金なしで利用できるようにし、ファ
ミリー向けにアピールしている。専属ス
タッフも常駐。アメリカの法律上、両親
のうちいずれかは付き添わなければなら
ないが、家族一緒に遊べる場所として利
用できるほか、両親のいずれかが自由時
間を楽しむことも可能になる。

　また、好評のシレナトロリーに新しく
アガニアショッピングセンターコースを
加えた。火・木・土の限定運行。アガニ
アショッピングセンターのほか、チャモ
ロビレッジ、アガニア大聖堂などアガニ
ア方面の観光地を回る。
　追加料金なしで参加できる現地プラン
には、アガニアの観光名所を巡った後に
海上に入る水陸両用ツアー「ライド・ザ・
ダック」も加えた。空港送迎では、無料タ
クシー送迎プラン、混乗送迎に加えて、
新たに1人7000円の追加料金でBMW5シ
リーズによる送迎も設定。よりプレミア
ムなグアム旅行を求める客層に訴求して
いる。

グアムに行く目的を明確に
将来の羽田便にも期待

　こうした取り組みを通じて、下期では
「現在の原価率、販売単価を維持しつつ、
送客を増やしていきたい」（田淵氏）考え
だ。プレミアム戦略を始めて約１年。田淵
氏は「社内スタッフのグアムに対するイ
メージも変わってきた」と話し、社内の
意識改革も進んでいると手応えを示す。
しかし、マーケットでこのプレミアム戦
略が受け入れられるのには「もう少し時
間がかかるのではないか」との見方だ。
　そのうえで、グアムの課題として「他
社との差別化を明確にして、グアムに行
く目的を新しくつくっていくことが重要」
との見解を示す。FITによる航空券+ホテ
ルは伸びているなか、「パッケージだから
提供できる価値」にこだわって商品造成
を進めていく考えだ。
　ユナイテッド航空は、冬ダイヤから新
潟、広島、岡山の各路線を運休すること
を決めた。これにより、同航空のグアム
路線は６都市に減少する。グアム路線網
が縮小していくなか、「羽田からグアムに
飛ぶことができれば、マーケットは大き
く変わる」と田淵氏。グアムの大きな魅
力は近短の海外デスティネーションであ
ることから、首都圏からのアクセスだけ
でなく地方からの乗り継ぎ利便性も高い
羽田線への期待は大きい。

エイチ・アイ・エス H.I.S.

マーケットに浸透し始めたプレミアム商品
パッケージの価値をさらに追求

JTBワールドバケーションズ JTB World Vacations

上期は首都圏と中部が健闘

　ルックJTBを含むミクロネシア方面の
取扱全商品の上期販売人員は、全国発着
ベースで前年比96％が見込まれ、下期は
前年比108％を目標に掲げている。ミクロ
ネシア方面の主力であるグアム方面に関
しては、上期販売人員は前年比92%の見
込みと伸び悩んでいる。理由については

「夏を中心にグアムと競合する沖縄や、新
アトラクションで話題を集めたUSJが好
調である影響を受けた」（三竿氏）と見て
いる。
　健闘したのは首都圏と中部地域で、首
都圏では東京発着の定期便利用商品以外
にもチャーター便利用商品が好調だった
ことが販売を後押しした。また中部地域
は自動車関連企業を中心とした経済環境
の良さが反映したものとみられる。

ファミリー向けの特別企画も

　ミクロネシア方面は年間を通してファ
ミリー層が主力で「全体の約50％以上を
ファミリーが占めており、下期もファミ
リー旅行需要の取り込みがカギを握る」

（三竿氏）。このため下期のグアム商品で
もファミリー旅行の取り込みのための工
夫を凝らしている。たとえば10月１日〜
９日、12〜30日、11月２日〜20日、11月
23日〜12月19日出発限定のオリジナル企
画「スパニッシュ＆チャモロ　ビュッフ
エランチへご招待（滞在中1回）」もその一
つ。サンドキャッスル内の特設会場で、
スペイン風オムレツやパエリアといった
昼食を提供するもので、マゼランによる
グアム島発見以降のスペインとの関わり
の歴史が映像付きの説明で学べるうえ、
スペイン料理を楽しめるランチイベン
ト。ルックJTBのグアム滞在コース利用
のファミリー旅行者が無料で参加できる。

ファミリースマイルの内容を刷新

　３世代家族旅行を意識した「ファミ
リースマイル」シリーズは上期からの継
続設定だが、下期に合わせて内容をリ

ニューアルしている。最大の特徴は充実
した割引特典だ。まず、こども旅行代金
を、おとな旅行代金の２万円引きとする
特典は上期と同様だが、下期からは60歳
以上対象のシニア割引（5000円引き）が
設定された。さらに６名以上の申し込み
に適用される「みんなde割引」（基本旅
行代金から一律2000円引き）も併用でき
るため、たとえば60歳以上の祖父母、父
母、孫（12歳未満）２名の３世代６名の
旅行の場合、６名分の大人旅行代金と比
較すると最大６万2000円割引となる。
　祖父母世代が遠隔地に住んでいる場
合、出発地が異なるためグアムで一緒に
過ごすために宿泊ホテルで隣部屋を手配
したり、コネクティングルームを手配し
たりするのは難しく、「販売店がこの種の
リクエストを受けた場合も、手配ができ
るということを十分にアピールできてい
なかった」（武田氏）。しかし「ファミリー
スマイル」では出発地が異なっても、成
田・名古屋・関空発で同一出発日、同一
ホテルで申し込んで隣部屋やコネクティ
ングルームを希望すれば、要望をかなえ
られることをパンフレットでアピールし
た。
　さらにオプショナルツアーのうちファ
ミリー旅行者に人気の３プログラムに、
こどもが半額で参加できる半額プランな
ども用意している。

新ホテルも積極手的に商品化

　グアムのトップクラスのホテルとして
今年７月にグランドオープンしたばかり
のロッテホテルグアムも積極的に商品化
している。すでに７月出発分から「ロッ
テホテルグアムに泊まるグアム」を販売
しているが、下期の赤パンフや黄パンフ
でもホテルラインナップに加えている。
またビジネスクラス利用商品「くつろぎ
の旅」でも、グアム方面で唯一の「グア
ム４日間」でロッテホテルを使用。ホテ
ル最上階のプレジデンシャルスイートで
の３泊の滞在を組み込んでいる。 
　さらにウエディング商品でも同ホテル
内の「アクアシンフォニーチャペル」（９
月オープン）を取り上げ、10月挙式分か
ら予約を受け付けている。

通年の主力客層「ファミリー」を強化
3世代家族旅行に各種特典を用意

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
グループリーダー　田 淵   仁 氏

ミクロネシア部企画チーム　マネージャー  三竿 智子 氏（左）　武田 千晶 氏（右）

「シレナスーパーキッズラウンジ」（イメージ）
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Leopalace Resort Guam

グアム屈指の総合リゾート、レオパレスリゾート グアム
レオパレスならではのスポーツイベントや最新情報が満載

レオパレスリゾート グアム

グアム島中心部に位置するレオパレスリゾート グアムは、520万㎡の敷地にホテルやコンドミニアム、さまざまなスポーツ施設を備える総合リゾートだ。
滞在中のアクティビティーも豊富で、あらゆるタイプの客層にフィットするのも同リゾートの特徴。毎月のように行われる大型スポーツイベントや最新の情報を紹介しよう。

　グアムにおけるスポーツの聖地、レオパレスリゾー
ト グアムは、年間を通してさまざまなスポーツイベン
トを実施している。下期に行われるスポーツイベント
の中から、主な大会を紹介しよう。

　レオパレスリゾー
ト グアムでは、今
年初めてトライアス
ロンの大会を実施す
る。「第１回グアム
トライアスロン “レ
オパレスカップ”」の
種目は、オリンピッ
ク・ディスタンスの
スイム1500m・バイ
ク40km・ラン10kmの
計51.5kmだ。スポー
ツの聖地、レオパレ
スリゾート グアム
を舞台に熱戦が繰り
広げられるのは、９
月27日㈯。近畿日本ツーリストやグッドウィルツアー
によるオフィシャルツアーも用意されている。

　今年で第３回となるボディビルの「2014年日本グア
ム親善大会」が10月25日㈯に行われる。同大会はグア
ムボディビル連盟の主催で、2012年より日本とグアム
の国際友好親善イベントとして実施されてきたもの。
今大会の種目は、男子ボディビル、女子ボディビル、
女子ボディフィットネス、男子フィジーク、フィット
ネスビキニの５種。大会に協賛しているエイチ・アイ・
エス主催のツアーは、10月23日から３泊４日で9万9800
円～。

第1回 グアムトライアスロン
“レオパレスカップ”

ボディビル
「2014年日本グアム親善大会」

　今年もレオパレスカップのジュニア国際大会が、12
月27日㈯、28日㈰にレオパレスリゾートカントリーク
ラブで開催される。同大会は８～10月に予選大会を行
い、グアム本戦大会には、アメリカ、日本、韓国、台
湾が参加。気軽に参加できる国際大会となっている。

Leopalace Cup・第4回グアムUSA
パンパシフィックジュニアオープン

　13回目を迎える「グアム知事杯女子ゴルフトーナメ
ント」が、2015年１月29日㈭、30日㈮に開催される。
同大会はグアム政府観光局の主催で、大会会場はレオ
パレスリゾートカントリークラブ。多くの選手がトッ
ププロへの階段をこの大会からスタートしている。

第13回グアム知事杯
女子ゴルフトーナメント

レオパレスリゾートのスポーツイベント

最新シミュレーションゴルフ3台を新設
　ゴルフコースをはじめ、野球場や競技
用プールなど、プロ仕様のスポーツ施設
を備えるレオパレスだが、屋内施設も充
実している。本格的なボウリングやビ

リヤード、
ダーツなど
が楽しめる
ほか、この
ほど新たに
シミュレー
ションゴル
フのマシー

ン「GOLFZON」を３台導入した。これは
最新鋭のラウンドゴルフシミュレーター
で、グラフィックや再現性がこれまでに
ないほどリアルなのが
特徴。ラウンド前の肩慣
らしや初心者の腕試し
はもちろん、天候不順時
にも大いに活用できそ
うだ。なお、ゴルフ後のお楽しみとして、
新たに個室麻雀もお目見えしている。

ゴルファー応援キャンペーン
　ゴルフ天国でもあるレオパレスリゾー
ト グアムには、ジャック・ニクラウス
とアーノルド・パーマーの設計による美

しい大自然を活か
したグアム屈指の
チャンピオンコー
ス（36ホール）があ
り、JGTO（ 日 本
ゴルフツアー機構）
にも認められてい
る。レオパレスでは、そんなゴルファーを
魅了するコースで「ゴルファー応援キャ
ンペーン」を実施中だ。１ラウンド終了
後に20ドルの追加料金でプレイできるも
ので、追加ラウンドは17時までの時間内
なら廻り放題となる。期間は2014年12月
28日まで。

バンケットルーム「カンタ」オープン
　大型のバンケットルームを備えるレオ
パレスリゾート グアムは、MICEマー
ケットにも最適なリゾート。立食で800名
を収容する大宴会場の「ゼフィーロ」を

はじめ、小宴会場
「ブリッゾ」、BBQ
会場「アルコ」を
人数や目的などに
よって使い分けて
いる。
　このほど、新た
に小宴会場「カン
タ」がオープンし

た。場所はホテル棟のチャペル側に続く
建物で、Aサイドが着席120名・立食200
名を収容、Bサイドが着席32名・立食50
名を収容できる。2つに分かれたA、Bサ
イドを一緒に使用することも可能。各種
団体のパーティーやミーティングで利用
するのに最適なサイズとなっている。

認定！「ウェルカムベビーのお宿」
　レオパレスリゾート グアムは、ミキ
ハウス子育て総研による「ウェルカムベ
ビーのお宿」に認定された。ママや専門
家の見解を基に設定された100の項目を
クリアしたもので、対象プランで宿泊す
るファミリーにはさまざまな特典が用意
されている。
　客室は、ホテ
ルとコンドミニ
アムの両方にベ
ビーベッドや子
供用便座などを
備えた部屋を用
意。ホテル棟内にはキッズルームやラン
ドリースペースがあり、ベビーバギーや
ベビーバスの貸し出しも可能だ。また参
加者には、子供用のボディスポンジやタ
オル、スリッパ、歯ブラシなどのプレゼ
ントもあり、きめ細かなサービスで子育
て中のママやパパを応援している。

トリップアドバイザーの
エクセレンス認証を2年連続受賞
　レオパレスリゾート グアムは、2012
年に続き２年連続で「TRIPADVISOR 
CERTIFICATE OF EXCELLENCE（エ
クセレンス認証」」を受賞した。これは、
世界最大の旅行口コミサイト「トリップ
アドバイザー」が利用者に一貫して高い
評価を受けている施設にのみ贈る賞。そ
の受賞は、トリップアドバイザーに掲載
されている施設のわずか１割にも満たな
い狭き門となっている。

レオパレスのfacebookページが完成
　レオパレスリゾート グアムのfacebook
ページが完成した。下記のアドレスにア
クセスし、自身のfacebookアカウントで
ログイン後、レオパレスfacebookページ
上部の「いいね！」をクリックするとファ
ンになることができる。リアルタイムで
配信しているイベントやお得なプランの
案内、グアムの旬な情報を受け取ること
ができる。

　東京・名古屋・大阪３支店の副部長、高村
です。総勢11名で営業活動を行っています。
レオパレスリゾート＝ゴルフというイメージ
がありますが、「ファミリー層」のシェアも非
常に高いリゾートです。パッケージでのご送
客もぜひよろしくお願い致します。

　私ども名古屋支店では、３名体制で中部地
区・九州地区の営業を担当しております。社
員旅行・スポーツ合宿・長期滞在・ゴルフ大
会・修学旅行など、全てのお客様にレオパレ
スリゾートの魅力を知って頂けるよう奔走中
です！（瀬島マネージャー）
名古屋支店問い合わせ先　
TEL：052-734-5007／FAX：052-734-5016

　大阪支店は、４名で西日本エリアの営業活
動を行っております。西日本エリアは修学旅
行の海外需要が高く、特に秋シーズンには多
くの学校様にご利用頂いております。スポー
ツ施設を利用するチームビルディングのご提
案もお任せください。（青山マネージャー）
大阪支店問い合わせ先　
TEL：06-4802-1499／FAX：06-6374-7553

　当ホテルは日本人スタッフが多く、安心・
安全・快適な空間をご提供させていただきま
す。ファミリー、三世代に人気のコンドミニ
アムも併設、FITはもとより大型団体、修学旅
行、スポーツ団体もレオパレスリゾートにお
任せ下さい。（蓮見マネージャー）
東京支店問い合わせ先　
TEL：03-5350-0013／FAX：03-5350-0068

レオパレスリゾートの最新情報 レオパレスリゾートからのお知らせ

レオパレスリゾート グアム営業所メンバー紹介　「私たちがお応えします！」　営業先：全国エージェント支店、レオパレス21ステークフォルダー

東京支店 大阪支店 名古屋支店

レオパレスリゾート 検索

レオパレスリゾート　facebook 検索
レオパレスリゾート公式facebookは

レオパレスリゾート公式ホームページは

ホテルリゾート事業部営業二部

ホテルのベビールーム

開放的でハイセンスな
バンケットルーム「カンタ」

映像や音で臨場感を実現している
「GOLFZON」

写真左から新井、瀬島、阿部写真左から中井、橋田、薮野、青山写真左から斉藤、蓮見、渡辺
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2014年９月１日～12月28日
$20追加で17時まで時間内廻り放題

期間限定廻り放題キャンペーン

ゴルフ場36ホール、ゴルフレッスン、ドライビング
レンジ、野球場、サッカー場、競泳用プ－ル、陸上
競技場、テニスコート、ウォーキングプール、スポ
ーツジム、サイクリングコース、スパ、ボウリング
スターウォッチング、ビリヤード、卓球、コンビニ
カラオケ、麻雀ルーム、シミュレーションゴルフ



（13）（第３種郵便物認可） 2014年（平成26年）9月15日  増刊第2229号

Baldyga Group

各種団体グループに対応
多彩なアレンジでベストな体験を

バルディガ・グループ

　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。
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、インセンティ
ブ・グループをはじめ各種大型団体に対
応できる。
　グアムで最高の音響／照明設備を誇る
ステージ。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、特殊設備

を利用した印象的な演出も可能だ。
　分科会などの小グループには、ディ
ナー用の個室を。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）。
　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
できる立地も大きなポイントだ。

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、通常見られな
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
ショップなどを見学できる。特に美容系
や電気系の専門学校、短大に好評だ。

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

　「手頃な料金で」また「VIPシートで豪
華に」など、幅広いニーズに応えるパッ
ケージは６つ。「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択できる。
　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。
　１日２組限定の「SUPER VIPプラン」
は、「King＆Queen ディナー・プラン」の
名の通り、SUPER VIPシートでショー
が楽しめるほか、専用車送迎や「ステー
キ＆ロブスター」のコンビネーションが
メインのディナーなど、豪華で至れり尽
くせりの内容。パフォーマーからの挨拶
やバックステージ見学も付く（１組あた
り、2〜5名での参加が可能）。

バリアフリー対応も万全
　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。

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

幅広いニーズに対応できる多彩なパッケージ
「SUPER VIP」からカジュアルなプランまで

　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。大幅に内容をリニューアルした
最新バージョン「ドリームⅢ 2014バー
ジョン」は、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、新
鮮な驚きと感動を与えてくれるだろう。
　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
ジョンは特に必見。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、誰もが驚くはずだ。
　また客席の目の前で繰り広げられるア
クロバティックな技も見逃せない。躍動
感にあふれ、思わず目が釘付けになる。
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。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。誰でも楽しめるの
がサンドキャッスルの大きな魅力。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。年齢制限がないので、家
族連れにもおすすめだ。

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

　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
テージで食事を楽しみながら、オリジナ
ルのアイランドショーを楽しめる。新た
にビュッフェスタイルで600名収容可能
な新エリアがオープンし、既存のバーベ

キューエリアと合わせ
れば、800名規模のイベ
ントやパーティーが可
能となる。さらに隣接
するレストラン＆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

600名収容の新エリアオープン！
最大1000名「オン・ザ・ビーチ」でグアム最大級

　グアムで唯一のユニークなディナー
ショー。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、グループの貸し切りもOK。打ち上げ
パーティーや報奨旅行の表彰式、二次会
など、MICE利用にも最適だ。
　食事は食べ放題のビュッフェスタイ
ル。チャモロ料理も楽しめ、小さな子ど
も連れのファミリーをはじめ、あらゆる

客層に対応、カジュアルにグアムの夜を
楽しめる。
　ステージ上でマジックを繰り広げるの
は、経験豊富なハンク・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。ファイ
ヤーダンスを交えた本格派のポリネシア
ンショーも好評だ。

ここだけの
「マジック＋ポリネシアンショー＋コメディー」
屋内型のカジュアルなディナーショー

http://guam-sandcastle.com/

サンドキャッスル・ラスベガス・シアター

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

「ザ・ビーチ」ディナー＆ショー

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

マジック・オブ・グアム

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

180名

収容人数

最大1000名

ど、客席とフレンドリーなダンサーとの
交流も。ここでの楽しいひとときは、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・ラスベガス・シ
アター」と同じグループの運営なので、
質の高さはお墨付きだ。
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Baldyga Groupバルディガ・グループ

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

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

「リナラ」グアム ビーチ＆カルチャー パーク

カルチャー体験にビーチイベントも
修学旅行にも最適
　グアムの自然とチャモロ文化を体験で
きるテーマパーク。「リナラ」は、チャモ
ロ語で「生きる」「生命」「生活」などを
表す言葉。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。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」
が残る。
　古代チャモロ・ビレッジは、約5000年
前のチャモロ文化のスタイルを忠実に再
現。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
体験エリアでは、チャモロダンスやチャ

各ホテルより各種シャトル
タモン地区の至便な立地
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でアクセスで
きる（「ザ・ビーチ前」下車）。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/plan-set/ride-the-ducks

ライド・ザ・ダック グアム

グアム初の水陸両用車ツアー
迫力の海上ダイブ！貸切も
　4月のスタート以来、好評のグアム初の
水陸両用車ツアー。ツアー専用にできた
38名乗りの水陸両用車を2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。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
泊まるので、各ホテルへのアクセスもス
ムーズ。所要時間は90分、1時間ごとの運
航。すべて新車で万全な安全対策を施し
ているので安心だ。これまでにないグア
ムの新しい魅力としてアピールしたい。

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
貸切もOK！ グアムの自然を満喫
　雄大な海原と美しいサンセットを眺め
ながら、豪華なバーベキュー・バイキン
グ料理が味わえると評判。50名以上の料
金で貸切が可能。最大65名まで収容でき
るので、船上での打ち上げパーティーな
ど、オリジナリティーあふれる団体旅行
向けプランにはピッタリだ。
　船内ではグアム伝統の「チャモロ料理」
を味わえ、ビールやワイン、ソフトドリ

ンクなどは飲み放題。底釣り体験もでき
る。満天の星空の下、クルーズデッキで
はダンスタイムがスタート。運がよけれ
ば、イルカに出会えることも。まさに「グ
アムでベストな体験」だ。

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、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ラウンジや屋上テラスの（30名まで
収容可能）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

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！
パーティーにもぴったり
　「リナラ」グアム ビーチ & カルチャー 
パークに併設するタモン地区唯一のビー
チ・バー。約200名収容可能なパーティエ
リアを用意し、ビーチパーティーやコン
サート、ウェディングの後のパーティー
などに対応できる。
　右に恋人岬、左にタモン湾を望む絶好
のロケーションは、グアム最高のビュー
ポイント。昼も夜もチャモロテイスト

の料理やトロピ
カルカクテルな
ど、南の島らし
い美味しい料理
が味わえる。
　地元からの人

気も高く、ここから眺めるサンセットは
実に美しい。週末を中心にバンドなどの
生演奏が入り、サンセットを眺めながら
リラックスできる。営業は深夜２時（料
理は22時）まで。ディナーやカクテルを
楽しみながら、タモン湾沿いのホテルの
灯りと満天の星空の下、静かな波の音を
BGMにグアムの素敵な夜を楽しめる。

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、多彩なプログラ
ムを揃える
　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。ビーチを使ったイベント
は、最大1000名規模まで対応可能だ。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。

収容人数

500名

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。

収容人数

200名

収容人数

65名

収容人数

38名

　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。

収容人数

1000名
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Hilton Guam Resort & Spa

改修でさらにプレミアム感がグレードアップ
マーケットニーズに応える3つの宿泊タワー

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高
い評価を受けているヒルトングアム・リ
ゾート&スパ。今年4月から実施してい
たメインタワーの客室改修も完了したほ
か、さまざまなリノベーションでホテル
としてのクオリティーをさらにアップさ
せた。ファミリー、MICE、ウェディン
グ/ハネムーン、団体からFITまで幅広い
マーケットでワンランク上のサービスを
提供している。

メインタワーの客室改修が完了
各種屋外施設もリニューアル

　ヒルトングアムは今年７月中旬に、３
棟ある宿泊タワーのうちメインタワー
319室の改修を完了した。まず、バスルー
ムを一新。全室にウォシュレットトイレ
を設置したほか、シャワーやバスタブも
取り替え、シックで落ち着いた空間に造
り替えた。これにより、ヒルトングアム
の全客室のうち３分の２にウォシュレッ
トトイレが導入されたことになることか
ら（タシ・クラブは全室）、特に日本マー
ケットへの訴求力は高まりそうだ。
　客室ではカーペットを張替え。オー
シャンビューの部屋ではブルー基調の
カーペットに替えて、明るい雰囲気を演

出し、ガーデンビューの部屋ではベー
ジュ系のカーペットを採用することで温
かみのある空間にアップグレードした。
また、テレビを壁掛け式に変更すること
で、部屋のスペースを拡大。さらに、室
内でのPCやスマートフォンの利用が増
えていることから、そのニーズを踏まえ
てコンセントの一部にUSBポートを設置
した。
　このほか、室内の空調は人がいない場
合には自動調節で温度を上げるシステム
に変更し、バスルームでは節水機能を設
けるなど環境に配慮した改修も実施した。
　客室以外では、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」
の外側に屋根付きのテラス席を設け、屋
外でも食事が楽しめるようにしただけで
なく、レセプションやパーティーの会場
としても利用できるようにした。
　ビーチサイドには新たにカバナを３つ
設置。有料レンタルだが、これまで以上
にリゾートの雰囲気を演出するカバナの
人気は高まりそうだ。さらに、屋外の
パーティー会場のバニアン・ポイントを
改装。白い屋根も新たに設置した。恋人
岬を望むこのスペースからは、夕方にな
ると美しいサンセットを眺めることがで
きるため、ウェディングパーティーをは

じめ印象に残るレセプションを開くこと
が可能だ。
　このほか、プールサイドも化粧直し。
床など塗り替えたほか、ロッカーやシャ
ワーもさらに使いやすいように造り替え
た。

ファミリー、ウェディング、MICEに強み
ニーズに応える独自サービス

　ヒルトングアムでは、ウェディング
マーケットでニーズに合わせてきめ細か
いサービスを提供している。たとえば、
カップルが宿泊する部屋には、ベッドの
上に赤いバラの花びらでハートをつく
り、お祝いムードを演出する。また、新
装したバニアン・ポイントでの披露宴な
ども積極的に提案していく考えだ。
　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
グアムらしい挙式やパーティーが可能。
今後も宿泊と合わせたプランを提案して
いく。
　ファミリー向けには、子供向けのプロ
グラム、メインタワー１階にある「Kid’s
パラダイスルーム」などをアピール。ま

た、「アイランド・テラス」レストラン
の奥にはファミリー向けのスペースを設
け、子供を遊ばせながら食事を楽しめる
ような工夫もしている。このほか、テニ
スコート５面を備え、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、ソフト・アドベンチャー「ジッ
プ・ライン」もファミリーの満足度が高
い。
　MICEマーケットには、改修した客室
を強みのひとつとして打ち出していく。
デスク周りのスペースを広げ、USBポー
トを設置したほか、空調をアップグレー
ドするなどビジネス使用としての快適性
を高めた。

人気のスパ「アユアラン」
「ロイズ」では新メニューが登場

　そのほか、スパ「アユアラン」も引き
続き人気。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。
　また、グアム屈指のレストランとして
評判の高いパシフィックリム料理の「ロ
イズ」では、今年７月初旬にメニューを
改定。人気料理はそのままに、新しいメ
ニューが加わり、さらにプレミアムなレ
ストランとしての価値を上げている。
　ヒルトングアムには、独立した存在感
を漂わせるメインタワー、プレミアムタ
ワー、そしてタシクラブの客室棟はそれ
ぞれ違ったコンセプトからなり、ファミ
リー、MICE、ウェディング及びハネムー
ン、団体、FITなどさまざまな旅行のス
タイルで目的に合わせた宿泊が楽しめる
のも大きな魅力だ。

「アイランダーテラス」の外側にテラス席を新設 ビーチサイドに新たにカバナを設置

一新されたメインタワーのバスルーム
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Baba Corporation

グアムの大自然をまるごと体験！
団体旅行、修学旅行で高評価の理由とは？

ババコーポレーション

グアムの大自然をまるごと体験できるプロダクトとして人気の高い「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」。どちらもグアムで40年以上にわたり高品質なサービスときめ細かな
対応に心がけるババコーポレーションの運営だ。日系企業ならではの信頼度の高さで、企業の団体
旅行や修学旅行においても高評価を得ている。その理由を紹介したい。

ニッポンレンタカーグアム／バーガーキング

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。

各種キャンペーンは要チェック
レンタカーとのセット利用がお得

　日本でお馴染みの「バーガーキング」
や「ニッポンレンタカーグアム」もババ
コーポレーションの運営。ニッポンレン
タカーでは、グアムの青空の下で開放的
なドライブを楽しめる最新型ムスタング
のオープンカーが人気。またバーガーキ
ングは、修学旅行のケータリングとして、

また最近では、注文のやり取りなど、リ
アルな英語を実践できる場として語学教
育に活かせることから注目を集めている。
　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、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、セット利用がお得だ。
　キャンペーンにも注目。「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、修学旅行向けのアレンジも
神秘の海中世界を解りやすく解説

　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のアレ
ンジにも柔軟に対応する。送迎用大型バ
ス（定員53名）やチャータータイプの場
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」のアレ
ンジが可能だ。
　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。また光が
吸収される海中世界は、赤色が黒くなる

ココパームガーデンビーチ  本格的なプライベートビーチで大自然を満喫

アトランティスサブマリン  本物の潜水艦で気軽に楽しく海中散策

チームビルディングには
有料パッケージ

　豊富なオプションを誇るココパーム
ガーデンビーチでは、チームビルディン
グ向けに３つの有料パッケージを用意。
いずれもオーガナイザーにも提案しやす
い内容で、結束力を高める効果が期待で
きる。
　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。

サンゴ礁やさまざまな魚たちが織りなすグアムの豊かな海中世界。グアムで唯一、
水深約45メートルまで潜る潜水艦に乗って、散策できる人気アトラクション。ス
キューバダイビングのような特別な装備や技術は一切必要なし！普段着のまま、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。

美しい自然環境が残るグアム北部にある本格的なプライベートビーチ。2004年の
オープン以来、快適な施設とこころのこもったおもてなしが自慢で、個人や団体だ
けでなく、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1万8000年もかけて
成長した豊かなサンゴ礁、
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！

スケジュールに合わせて
便が選択可能

専用送迎バスを
用意

天候に
左右されない！

学習効果が
期待できる

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

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

期待できる
高い効果

豊富な
オプション 専用バス 安心・安全

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

「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

スタッフ全員が
サポート

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
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

　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

　高い学習効果が期待できる自然学習プ
ログラムは修学旅行におすすめ。ヤシの
木やココナツの利用法、自然遊歩道で熱
帯植物やグアムの地質を学ぶプログラム
など、その内容はさまざま。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
モロ人の生活に
ついて学んだ
り、ココパーム
ガーデンビーチ
の開発経緯を自
然環境保護の観点からレクチャーを受け
たりもできる。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。

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。

団体旅行に
最適な8つのポイント

1ポイント 2ポイント 3ポイント 4ポイント 5ポイント 6ポイント

1ポイント 2ポイント 3ポイント 4ポイント 5ポイント 6ポイント 7ポイント 8ポイント

団体旅行に
最適な6つのポイント
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Wedding Marketウェディングマーケット

　ワタベウェディングはリゾートウェ
ディングのニーズの高まりに応えるた
め、今年度から店舗のリニューアルや新
規オープンを進めている。リニューアル
に関しては、各エリアのフラッグシップ
となる大阪、東京、名古屋の各グランド
プラザを５月から７月にかけて、相次い
でリニューアルオープンしている。
　また新規店舗の開設も進めており、５
月に東京・立川サロン、６月に群馬・高
崎サロンと熊本・熊本サロン、７月に名

古屋・栄サロンと東京・池袋サロンをそ
れぞれオープンしている。これにより昨
年度末に31店舗だったネットワークは、
24都道府県・36店舗まで拡大した。
　昨年度もすでにグアムへの直行便就航
都市にはすべてワタベウェディングの 
店舗があったが、店舗網拡大により直行
便就航都市の近接地域にも店舗ができた
ことで、グアムの海外ウェディング需要
の取り込みが一段と進むものと期待され
る。

　挙式需要が比較的弱い午後の時間帯の
テコ入れも行う。「挙式の売れ筋時間帯で
ある午前10時台から埋まっていくケース
が多いが、午後の時間帯の挙式も積極的
に販売することで販売全体を底上げでき
る」（武田氏）からだ。2013年度からウェ
ディング商品パンフレットの巻頭スペ
シャルに「アフタヌーン挙式で、さらに
Happy!!」をうたい、午後挙式のメリット
と特典を紹介。武田氏は「最終打ち合わ
せを前日に済ませておく必要がなく、挙
式当日に行うことができるため、到着日
の有効利用が可能」と午後挙式のメリッ
トを強調。到着日に両家家族の顔合わせ

ができることや、挙式前の最後の夜をそ
れぞれの家族が水入らずで楽しめる時間
的余裕があることをパンフレット上で説
明する。
　また午後挙式の特典をチャペルごとに
設定。たとえば同行の両親が、夫婦とし
てのこれまでの歩みを振り返りつつ、も
う一度愛を誓い合うバウ・リニューア
ル・セレモニーを無料提供するチャペル
や、国内挙式では一般的だが海外挙式で
は少ないお色直しを可能にする「２着目
ドレスレンタル無料」の特典が付くチャ
ペルなどの特典を用意、午後挙式の促進
を図っている。

午後挙式の有効活用を提案

「絆を深める」親孝行志向がカギ

　ルックJTBでは、同行者の取り込みに
よるウェディング商品の需要拡大に力を
入れる。「とくに同行者の多いグアム方面
での取り組みは欠かせない」（ミクロネシ
ア部企画チーム武田千晶氏）
　まず、ウェディング商品の申し込みが

「婚姻カップルと両家の両親の３組６名
のパターンが多い」ことから、同行者の
申し込みをさらに促すため、「４部屋以上
８名以上」での宿泊を条件に、新郎新婦
の部屋を割安の追加代金でスイートルー

同行者の取り込みに工夫

　エイチ・アイ・エスでは、海外ウェデイ
ング・ハネムーン・ブランドとして「ア
バンティ &オアシス」を展開。基本挙式
に加えて、さまざまな限定プランが含ま
れる「プレミアム・プラン」と海外ウェ
ディングに必要な基本的なサービスとグ
アム旅行をパッケージにした「ハッピー
プラン」を提供している。

　同社グループ会社であるグアム・リー
フ&オリーブ・スパ・リゾートに新しく
オープンした「ザ・コーラル・リーフ・
チャペル」をはじめ、「ジュエル・バイ・
ザ・シー」「シャラトン・ラグーナ・ホワ
イトアロウチャペル」「ブルーアステー
ル」「セント・プロバス・ホーリー・チャ
ペル」「セントラグーナ」などグアムで 
人気のチャペルを商品化。幅広い選択肢
を用意している。特に「ザ・コーラル・
リーフ・チャペル」では、親孝行志向が
高まる中、ゲストも一緒に楽しめるとい
うウェディングプランが充実している。
　また、各種特典も豊富に用意。H.I.S. 
ハッピープラン特典では、テーマに合わ
せて選べるグアムでの思い出プランを用
意。９つのプランからひとつを無料で選
べるようにした（一部追加料金あり）。さ
らに、グアム滞在特典では、同社オリジ
ナルの４つのプランからひとつを無料で
選べるようにしている。このほか、早期
申し込みでは９ヶ月、６ヶ月、３ヶ月前
で特典を設定。同行者特典でもさまざま
なサービスを用意している。

各種特典も用意

全国24都道府県・36店舗へ店舗拡大

エイチ・アイ・エス

JTBワールドバケーションズワタベウェディング

各社情報

「ゼクシィ 海外ウェディング調査2014」（リクルート・ブライダル総研）が
先頃発表された。海外挙式の実施地域としてのグアムのシェアは17.9％
と、全体のおおよそ2割を占める。グアムは、日本各地からフライトがあ
り、3時間半程度でアクセスできるため、同行者が参加しやすいのが特徴。
また近場だからこそ、海外ウェディングでも費用を抑える事ができるのが
強みだ。「絆を深める」親孝行志向が高まる中、今後はこうしたニーズを
どう捉え、単価を高めていくかが大きなポイントとなりそうだ。

　まずグアムの特徴として、挙げるこ
とができるのは、現地でのパーティー
実施率の高さだ。グアムの実施率は全体
の93.6％と、挙式カップルのほとんどが
現地で何かしらのパーティーを行ってい
る。アジアの90.9％、ハワイの78.0％、
ヨーロッパの50.0％と比べると、実施率
が高いことが分かる。パーティー会場の
インフラが整っているだけでなく、ウェ

ディング会社、旅行会社共に利用促進に
努めているためだ。
　また挙式のビデオ・DVD撮影やオプ
ショナルツアーの申し込みも他地域より
大幅に多い。これらの商品提案を強化す
ることで、グアムにおける海外ウェディ
ング・ビジネスの市場拡大は可能と考え
られる。

高い現地パーティーの実施率

　また海外ウェディングの費用に関する
項目を見ると、グアムの特徴が分かる。総
額に関しては全方面平均で昨年より12万
円以上増加し173万7000円。最近4年間は
増加傾向が続いており、ハワイも前年よ
り14万円以上増えて184万9000円となっ
ているが、グアムは18万円近く低下して

137万4000円にとどまった。
　挙式料に絞ってみても、ハワイ、ヨー
ロッパ、アジアがいずれも金額を伸ばし
ているのにもかかわらずグアムは、前年
より5万円ほど低下し80万3000円に。近場
だけに費用を抑える傾向にあることが分
かる。

費用を抑える傾向に

　挙式実施地域の選択理由も見てみた
い。理由として挙げられることが前年よ
り増えているのは「結婚式だけでなく、
それ以外の時間も楽しめるから」や「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」などで、「親孝行を
したかったから」は前年より10ポイント
近く増えている。このことからも親孝行
志向が鮮明であることが分かる。

　一方で、「列席者を呼びやすいから」や
「費用が手頃だから」はポイントを下げて
いる。列席者の呼びやすさや費用の手頃
さはグアムの強みでもあるだけに、気に
なる点だ。今後は挙式以外の滞在の魅力
の開拓や、親孝行ができる場所であるこ
とをアピールしていくことがグアムに必
要なことと言えそうだ。

変化する選択理由、親孝行志向鮮明に

ムへアップグレード。またスイートルー
ムを両家の顔合わせの場としても活用で
きるよう、パーティーセットを特典とし
て用意した（一部対象外あり）。さらに両
家父母の利用を想定、同行者コースの２
部屋も追加代金なしでアップグレードす
る特典を設定。ほかにも追加代金なしで
ティーパーティーを開くことができる特
典やウェディングパーティーのメニュー
を申し込む同行者が、６名を超えるごと
に１名分を無料とする特典も設けている。

アバンティ&オアシスで個性的な挙式プランを提供

©ワタベウェディング
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Watabe Wedding

憧れのリゾ婚も、心を込めた少人数挙式も
思いをかなえる工夫が進化

ワタベウェディング

ワタベウェディングでは、グアムのリゾ
婚（リゾートウエディング）に求められ
る幅広いニーズに対応するためのチャペ
ルやプラン、サービス、アイデアの内容
を日々進化させている。日本から最も近
い海外リゾ婚のデスティネーションとし
てのグアムには、理想のウエディングを
夢見るカップルの期待を裏切らない柔軟
な対応力が求められているからだ。

カップルのニーズに合わせ
挙式スタイルを提案

　グアムのリゾ婚に求められるイメージ
は幅広く、カップルの数だけあるとさえ
言えそうだ。ワタベウェディングではこ
うした幅広いニーズを受け止めるため、
種類の異なるチャペルを用意している。
　海に囲まれたグアムでも数少ない、オ
ンザビーチのロケーションにあるブルー
アステールは、“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、それらの目の前でのウエディング”
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
きるのが特徴だ。しかもチャペルとパー

ティー会場が同
一施設内にある
ため、挙式カッ
プ ル も ゲ ス ト
も、プライベー
ト感が保たれた

ゲストハウス・スタイルの空間で、思い
切り非日常の時間に浸ることができる。
　恋人岬を望む絶好のロケーションにあ
るセント・プロバス・ホーリー・チャペ
ルは、ナチュラルで上品な雰囲気が特
徴。また専用パーティー会場「Te quiero

（テ・キエロ）」は、グアム唯一のプライ
ベートガーデン「Famiry Tree Garden

（ファミリー・ツリー・ガーデン）」を併
設。挙式後には緑に包まれたガーデンや
目の前のビーチで、家族やゲストと共に
思い出に残る記念撮影ができる。
　サンビトレス・ベイサイド・チャペル
は、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があり、海
外挙式を手ごろな価格でシンプルに楽し
みたいカップルに最適な施設だ。

“ドラマティック”と“ナチュラル”
カップルの好みに合わせたアルバム作り

　ウエディングは挙式当日が感動的な体
験であるのは当然だが、カップルにとっ
ては一生の宝となる大切な思い出作りで
もある。その意味でも、挙式当日の感動
を保存する写真アルバムは重要アイテム
の一つだ。そこでワタベウェディングで
は、2015年1月以降の商品プランから、写
真アルバムについても選択肢を拡大した。
　従来のアルバムでは撮影シーンの数や

撮影枚数、アルバムの仕上げ方でその種
類を選択することができたが、今後はそ
れに加え、多様化するニーズに応え、写
真撮影の基本的な考え方、つまりコンセ
プトが選べるように進化する。撮影コン
セプトとして選択できるのは「ドラマ
ティック」と「ナチュラル」の２パターン。
　「ドラマティック」は、｢２人が素敵に」
をコンセプトに、憧れの海外リゾ婚をグ
アムという非日常空間で実現し、感動的
な体験として味わいたいカップルのため
に用意されたもので、撮影にあたっては
フォトジェニックな写真を撮ることが意
識される。レイアウトはダイナミック
に、また装丁は、ブラックとゴールドの
表紙で、ゴージャスな雰囲気を醸し出し
ている。
　一方の「ナチュラル」は、国内型の盛
大な披露宴とは一線を画した、親しい間
柄だけのシンプルなウエディングを望ん
でグアムを選んだカップルのためのアル
バム。｢みんなで楽しむ｣ をコンセプト
に、親近感が伝わる温かい写真を意識し
て撮影が行われる。また、使用する用紙

にもこだわり、従来の光沢のある写真で
は表現が難しかったあたたかさや表情の
やわらかさを表現している。表紙には絹
地のシャンタン生地を使用し、ブラウン
のオリジナルボックスのナチュラルな雰
囲気が特徴だ。
　「ドラマティック」と「ナチュラル」は
あくまでも撮影・アルバム制作の基本的
な考え方の違いで、品質の違いではない
ため料金はほぼ同じ設定となっている。
　また2015年挙式からは、新たなフォト
ツアースポットが加わり、選択出来る撮
影シーンも増えた。これは挙式会場や会
場近くのビーチ撮影以外の撮影スポット
へ出かけてロケ撮影するもの。グアムの
観光の中心であるタモンタウンや、恋人
岬、スペイン広場＆ラッテストーン公園
などから撮影場所を選ぶことができるの
が特徴だ。また、セレモニーでは、ダブル
カメラマン体制で、様々な角度からカッ
プルのみならず、ゲストの表情をきちん
と残すことができるのも参列者が多いグ
アムならではの嬉しいサービスだ。ブルーアステール

アルバム「ドラマティック」

アルバム「ナチュラル」



（22） （第３種郵便物認可） 2014年（平成26年）9月15日  増刊 第2229号

Alupang Beach Club

グアム最大級のマリンセンター
大型団体、修学旅行から絶大な支持

アルパンビーチクラブ（ABC）

グアムの海の魅力をまるごと体験できる
各種マリンアクティビティを提供するア
ルパンビーチクラブ（ABC）。1987年の
創業以来、安心して送客できるとその受
け入れ態勢には定評があり、修学旅行や
大型団体の利用者数もさらに増加してい
る。個人旅行から大型団体まで、あらゆ
る客層が満足できるのがABCの魅力だ。

遠浅の海が沖合まで続くプライベートビーチ
タモンエリアからわずか10分

　美しい白い砂浜が500メートル続くプ
ライベートビーチをベースに、マリンス
ポーツやビーチアクティビティを提供す
るアルパンビーチクラブ（ABC）。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。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時間おきに運行して
いるため、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
やすいのも特徴だ。

豊富なアクティビティパッケージ
＄80相当のビーチリゾートアクティビティが無料
　
　ABCでは、グアムならではの魅力をま
るごと体験できる様々なアクティビティ
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は、「ビーチ
アクティビティ、ビーチステイ、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」といった、＄80相当のビー
チリゾートアクティビティの利用が含ま
れており、かなりお得な設定となってい
る。特に、グアムの自然や海洋生物を学
ぶことができる、ガイド付きシュノーケ
ンリングツアーが無料でつくのは、ABC
だけだ。

　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」も登場。6〜13才まで参加が可能だ。

団体旅行向けグループプラン
きめ細やかな対応に定評

　大型団体や修学旅行の受入実績が豊富
なABCでは、グループがより利用しやす
いようグループプランを設定している。
ビーチステイ、ビーチアクティビティ各
種、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、食べ放題ランチ、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
ることができると
いうもの。
　選択できるオプ
ションは、大人気
のイルカウォッチ
ングが楽しめる

「イルカパック」、ジェットスキーまたは
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」の4種類だ。
　
個々の団体の目的に合わせた
オリジナルのアレンジも

　ABCでは、上記のグループプランに
加え、それぞれの団体のニーズに合わせ
たアレンジが可能で、目的に合わせたス
ケジュールを実
現することがで
きる。例えば、
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、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
た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
どの各種ゲーム大会などを開催をするこ
ともできる。

　またABCのアクティビティの中でも
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いるた
め、1日最大700名まで対応可能で、まさ
に団体旅行に最適。グアムの中でもこの
規模で実施できるのはABCだけだ。　

充実したサポート体制
全インストラクターが有資格者

　ABCではハード面の充実のみならず、
その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。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。グアム警

察のウォーターセーフティークラスを
受講するなど、定期的なトレーニングに
よって専門知識も取得しており、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のもうれしい。
もちろんアクティビティは、安全性の高
い機種を厳選。厳しい管理態勢のもと、
定期点検を頻繁に行っている。

　20名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「マゼランの秘宝」プログラム。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、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で提供する「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。ABCの各パッ
ケージに追加して参加することができる。
参加者には、もれなく「ボランツーリズムT
シャツ」と「海外ボランティア証明書」が
付き（所要2〜3時間）、参加料金1人30ドル
（「ボランツーリズム」参加費の一部は、環

グループ参加者に1ドルコインプレゼント
「マゼランの秘宝」プログラム

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

グループプラン　スケジュール例

お手頃パック（ジェットスキーの場合）
サンプルスティ
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（10:45〜15:30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）
サンプルスティ
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（10:45〜15:30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、

またはビーチアクティビティにも挑戦
14:00　ガイド付きシュノーケリングに参加
15:00　ビーチゲーム大会
16:00　ABC出発
16:30　ホテル到着

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
業体験の受入も実施。予約、ビーチ、ゲス
トリレーションなど、現場スタッフの仕事
を体験をするといった貴重な場を提供して
いる。
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Hot Newsホットニュース

グアム最新情報！

　グアム政府観光局（GVB）は、グアム
へのMICE誘致強化のため、全国各地の
MICE・グループセールスマン及び手配
担当者を対象とした「MICE・団体販売
促進セミナー＆ワークショップ」を全国
各地で開催中だ。
　グアムは、他の海外デスティネーショ
ンに比べ、圧倒的にスケジュール、費用
面などでの効率が良く、また、日本人の
ニーズにあった豊富なサービスも提供し
ており、快適な滞在が⾒込めるデスティ
ネーションだ。
　さらに、今年から来年にかけ、ホテル
のニューオープンや改装、1000名以上収
容可能な会議施設、大型ミュージアムの
オープンも予定されており、本格的な
MICE対応に相応しい環境が整う。
　セミナーでは、過去の実績から具体的
な実施例を挙げ、「なぜグアムがMICEグ
ループツアーに選ばれるか」を紹介する

ほか、年間多数開催されているスポーツ
イベント情報なども含んださまざまなス
タイルのMICE実施提案に加え、最新情
報についても紹介、グアムでのMICE実
施を強く提案する。
　現在、日本からのグアム来島者数約90
万人のうち13％が団体旅⾏で占める。今
後グアム政府観光局では、さらにこの数
字を増やすべく、努⼒する方針だ。

MICE誘致強化で全国セミナー
グアム政府観光局（GVB）

　フェラーリなどのスーパーカーの乗車
体験や、ATVやバギーでのジャングル探
索などを楽しめる「グアムオートスポー
ツ」が、５月からグアム最北端のジーゴ村
にあるサーキット「グアム・インターナ
ショナル・レースウェイ」に登場した。
ゴーカートは大人用・子供用のものを用
意しており、チームビルディングの素材
としても提案できる。
　スーパーカーは、日本で有効な運転免
許証があれば試乗可能。車種はフェラー
リ、ポルシェ、コルベットの３種類から
選択でき、プロの運転を体験する「ライ
ドアロング」コースは、最安のコルベッ
トで139ドル。ゴーカートは大人59ドルか
ら、オフロードアドベンチャーは65ドル

高級車でサーキットを爆走
グアムオートスポーツ、団体素材にも

　グアム政府観光局（GVB）は、10月25日
にレオパレスリゾート グアムで開催さ
れるグアムボディビル協会主催の「2014
年日本グアム親善大会」に協賛、グアム
の「スポーツ・デスティネーション」と
しての魅⼒をアピールする。
　同大会は、2012年より日本とグアムを
結ぶ国際友好親善イベントとしてスター
ト。以来、日本とグアムの友好関係をス
ポーツで深めるべく、さまざまな活動を
⾏ってきた。その一環として、2014年７
月４～10日には、グアムボディビル協会
副会長のマリアン・モリンソン氏が来
日、日本ボディビル：フィットネス連盟

ボディービルの「日本グアム親善大会」開催
GVB、「スポーツ・デスティネーション」グアムをアピール

　グアム以外では味わえず、グアム島内
でも数軒のレストランや小売店でしかお
目にかかれないクラフトビール「ミナゴ
フ」。それを製造しているのが、タムニン
グ地区マリン・コア・ドライブ沿いで日
本人が経営する小さなブルワリー「イシ
イ・ブルーイング・カンパニー」だ。土
曜日13時～18時に無料⾒学会を開催して
いる。ガイドブックでの露出や、旅⾏会
社のツアーでの利用も徐々に増えてきて
いる注目のスポットとして紹介したい。

「グアムでしか飲めないビールだからこ
そ価値がある」と熱弁を振るうオーナー
の石井敏之氏（写真）の熱い人柄も同ス
ポットの大きな魅⼒。

グアムだけのビール「ミナゴフ」
日本人経営のブルワリーを見学

　シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾー
トでは今年４月から、これまで館内で
⾏っていたBBQディナーショーを屋外
に移転し、「ベイサイドバーベキュー」と
してリニューアルした。最大収容人数は
150名、１人60ドルから。会場では、チャ
モロ人であるホテル運営会社のオーナー
の意向で、島内でも珍しい本場のチャモ
ロダンスのショーが日替わりで⾏われて
いる。グアムならではの要素であるチャ
モロ文化に間近で触れられるスポットの
ひとつ。

シェラトンの「ベイサイドバーベキュー」
チャモロダンスを間近で鑑賞

　サンドキャッスルなどを運営するバル
ディガ・グループが４月から開始した、
38人乗りの水陸両用バスを利用した「ラ
イド・ザ・ダック グアム」。サンドキャッ
スルを起点にアガニア地区の主要観光ス
ポット沿いを走り、中間地点で湾から海
にダイブする迫⼒かつ充実のバスツアー
だ。所要時間は約90分、１時間ごとに運
⾏する。イヤホンによる日本語の音声ガ
イドも完備されており、楽しみながらグ
アムの歴史を学ぶことができる。

島内スポットを効率よく観光
水陸両用バス「ライド・ザ・ダック グアム」

（JBB）へ表敬訪問し、日本のボディービ
ル・フィットネス業界を視察。また、７月
27日に埼玉県志木市民会館パルシティで
開催された「2014年第25回ジャパンオー
プン選手権大会」では、GVB日本代表の
光森裕二氏が入賞者のプレゼンターを務
めた。
　GVBは、こうしたイベント協賛に加
え、スポーツ合宿、自主トレーニング先と
してのグアムへの誘致強化、またスポー
ツイベントを切り口とした団体需要の喚
起に努めており、「スポーツ・デスティ
ネーション」としての認知度アップに向
けた動きに⼒を入れている。 

【今後のセミナー開催予定（10～12月）】
関東主要都市：東京（⻄・東）、水⼾、宇都宮、⾼崎（前橋）、新潟、長野、松本、甲府
中部主要都市：岐阜、静岡、
関⻄主要都市（北陸も含む）：大阪、京都、神⼾、福井、⾦沢、富⼭
中国四国主要都市：岡⼭、⾼松、松⼭、鳥取、松江、広島
九州主要都市：北九州、福岡、長崎、宮崎、大分、熊本、⿅児島

【これまでに実施したセミナー】
（６月）26日熊本、27日福岡
（７月）８日帯広、９日札幌、16日広島、17日岡⼭、29日横浜、30日大宮、

31日千葉
（８月）１日⽴川、４日神⼾、５日大阪、６日京都、７日名古屋、８日浜松、

25日⼭形、26日仙台、27日盛岡
（９月）９日苫小牧／旭川

「2014年日本グアム親善大会」概要
開催日：2014年10月25日（土）
会　場：レオパレスリゾート グアム
主　催：グアムボディビル協会
協　賛：グアム政府観光局
競　技：メンズ ボディビル、メンズ フィジーク、ウイメンズ フィジーク、

ボディフィットネス、フィットネス ビキニ
問い合せ先：日本ボディビル：フィットネス連合事務局

グアムボディビル協会 日本事務局
TEL：03-5820-4321　FAX：03-5820-4322　Mail：info@jbbf.jp

公式ホームページ：http://gnpc-jp.jimdo.com

から。サーキットを貸切り、運動会など
のレクリエーションを開催した実績もあ
る。

とれたて、もぎたて、グアムのフレッシュな最新情報をお届け！
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Outrigger Guam Resort

全600室の大型デラックスリゾートの総合力
グアム観光の中心プレジャーアイランドに立地

アウトリガー・グアム・リゾート

アウトリガー・グアム・リゾートは全
600室の規模を誇るグアムの代表的な
大型デラックスリゾート。ホテルがある
のはグアム観光の中心、プレジャーアイ
ランドの一画という絶好のロケーション
で、ワンランク上のクラブフロアや充実
した料飲施設、キッズクラブ、スパなど
施設・サービス面でもグアムのトップク
ラスを誇る。規模、立地、施設・サービ
スと、文字通り３拍子が揃った総合力の
高さが、アウトリガー・グアム・リゾー
トを、旅行者にとってのファーストチョ
イスに押し上げている。

主要観光スポットが徒歩圏内

　アウトリガー・グアム・リゾートを選
択した宿泊客が、すぐに実感するのは抜
群のロケーションだ。グアム観光の拠点
であり、ショッピングやエンターテイン
メントの中心でもあるプレジャーアイラ
ンド内にあり、ショッピングモール「ザ・
プラザ」や人気水族館のアンダーウォー
ターワールドのある「エンターテインメ
ントセンター」、有名レストラン「ハー
ド・ロック・カフェ」や「シーフードグ
リル」などは、ホテルのロビーに直結。
またDFSギャラリアやディナーショーで
知られる「サンドキャッスル」も徒歩圏
内だ。それでいてホテルはビーチにも面
しているため、海水浴やマリンスポーツ
も気軽に楽しめる。
　グアムでの滞在時間を無駄なく効率的
に楽しみたい旅行者には申し分ないロ
ケーションとなっている。

全室Wi-Fi対応のオーシャンビュー

　アウトリガー・グアム・リゾートの客
室は、全600室の規模がありながら、どの
部屋からも美しいタモン湾のオーシャン
ビューを楽しむことができ、プライベー
トバルコニーに出れば潮風を体感できる。
　客室の内装デザインは、寛ぎ感を醸し
出すアジアンテイストと、グアムらしい
リラックス感を演出するパシフィック・
スタイルを融合させたアウトリガー・グ
アム・リゾート独自のスタイル。エアコ
ン、冷蔵庫、室内セーフティボックス、
ヘアードライヤー、ケーブルテレビ・有
料ムービーなどは客室の標準設備で、全
室にWi-Fi環境が整備され、無料で使用
できる。ちなみにロビーエリアでも無料
Wi-Fiが使用できる。
　バスルームは広々としたバスタブ付き
で、アメニティ類も充実。またベッドルー
ムに関しては、ベッドの種類と配置にも
こだわっており、ダブルルームは全てク
イーンサイズのベッド２台の配置で、日
本人宿泊客の要望に沿ったスタイルを採
用している。

ボエジャーズ・クラブで別格の滞在

　同じホテルでありながら、エクスク
ルーシブなクラブフロアで別格の滞在を
満喫したいというプレミアム志向の旅行
者にも対応している。ホテルの20階と21
階の２フロアを占める「ボエジャーズ・
クラブ」がそれ。同クラブはすべてのワ
ンランク上の体験を提供。シックにまと
められたインテリア・デザインの客室で
は、滞在中のすべてのシーンで上質の滞
在を実感できる。

　朝食は専用ラウンジ「ボエジャーズ・ク
ラブラウンジ」でコンチネンタルブレッ
クファーストをサービス。昼間の時間帯
をここで過ごすことも可能で、各種新聞
や雑誌の閲覧や、コンピュータやプリン
ターの利用ができる。
　夕方のカクテルアワーには（17：00～
19：00）には、同クラブラウンジでビー
ルやカクテルといったアルコール類と、
軽食をサービスする。
　部屋で寛ぐ際には、高品質なバスロー
ブやスリッパ、各種アメニティ類でリ
ラックスできる。また就寝時は、最高の
寝心地を追求した羽毛布団がベッドで体
を包み込んでくれる。
　なお「ボエジャーズ・クラブラウンジ」
はホテル最上階の21階にあり、タモン湾
を望む絶景が楽しめることでも知られ
る。そのためレセプション・パーティー
でのニーズも高く、ホテル側もこれに対
応。20名～50名程度のグループのために
貸し切り会場として提供しており、ウエ
ディング後の披露パーティーや、親しい
仲間の集まりなどに利用されている。

食の満足度高める料飲の充実

　宿泊客の食の満足度が高いのもアウト
リガー・グアム・リゾートの特徴だ。
　オーシャンビューのロケーションが気
持ちの良い「パーム・カフェ」は毎日、早
朝から夜まで営業しているコンテンポラ
リー・アジアン・キュイジーヌのレスト
ラン。東洋の味と西洋の味をフュージョ
ンした独自の味を追求している。ディ
ナータイムには日替わりテーマに沿っ
たビュッフェを提供している。ランチ・
ビュッフェでは和食ビュッフェが特に人
気を博している。
　また「パーム・カフェ」ではフルーツ
プロモーションを実施中で、毎月テーマ・
フルーツを決めてケーキやタルトを提供
している。9月のテーマ・フルーツはピー

チで、それ以降は10月がシトラス、11月・
12月がパンプキンを予定している。なお
テーマ・フルーツを使ったスイーツなど
はロビーエリアのキオスクでも販売して
いる。
　宿泊客に人気が高いのが「アウトリ
ガー・ビーチサイドBBQ」。海に面した
アウトドアの環境で、さまざまな食材を
自分のペースでグリルしながら楽しめる
スタイルが人気の理由だ。

　このほかロビーエリアにある「バン
ブー・バー」、ビーチでハンバーガーや
サンドイッチを味わいたい人向けの「オ
ハナ・ビーチ・クラブ」に加え、ロック
と食事を同時に楽しめる「ハード・ロッ
ク・カフェ・グアム」、本格イタリアン
の「ヴィタリス・イタリアン・レストラ
ン」、シーフードやステーキの「シーグリ
ル」、24時間営業で軽食を提供する「グラ
インド」など、料飲施設のラインナップ
が充実している。

ファミリーや若い女性も大満足

　グアムを訪れる旅行者の目的や好みは
さまざまだが、そうした多様な旅行者の
要望に幅広く対応できるのがアウトリ
ガー・グアム・リゾートの強みであり、
総合力の高さの証でもある。
　たとえばファミリー旅行者には、子供
も大人も楽しめるリゾート体験を提供。
メインプールには20ｍのウォータースラ
イダーを併設しており、スプラッシュ
プールや子供用プールなどと合わせて、
ファミリー旅行者がグアムで存分に水遊
びを楽しめる環境を用意している。
　「ココキッズクラブ」は５歳～12歳の
子供を対象としたグアム文化体験プログ
ラムで、５つのプログラムを用意。ビー
チの砂で城を作るサンドキャッスルビル
ディング体験やチャモロダンス体験など
に有料で参加できる。

　ホテル内には
世界最大級のス
パチェーンであ
る「マンダラ・ス
パ」もある。ファ
ミリー旅行中の母
親が、貴重な自分
だけの時間を楽し
んだり、若い女性
の旅行者がショッピングの合間に癒しの
時間を楽しんだりできる。

グループ対応でも総合力を発揮

　アウトリガー・グアム・リゾートならグ
ループ旅行にも対応できる。600室の収容
力があり、しかも全室オーシャンビュー
という平等な客室環境があるため、オー
ガナイザーや旅行会社が部屋割に頭を悩
ませることもなくて済む。
　会議・宴会施設
も揃っている。
ボールルームは最
大516㎡までを同
一空間として使用
できる。この場
合、シアタースタ
イルなら540名、バ
ンケットスタイル
でも310名の催し
を開くことができ
る。また中・小グ
ループが使用する
場合は、39㎡、76
㎡、104㎡、297㎡と
さまざまな広さに
分割が可能で、サ
イズに合わせて調
節できる。このほ
か「サン・ラファ
エル」（シアタ―
スタイルで106名収容）、「サンタ・クルー
ズ」（同70名収容）といった施設もある。
いずれもタモン湾の眺望を楽しめる点が
特徴だ。
　屋外施設の「タシ・テラス」もアウト
リガー・グアム・リゾートならではの施
設。大型団体のカクテルパーティーなど
にも利用できる最大870名の収容力と、遮
るものなく目の前に広がるタモン湾の絶
景がこの施設の最大の魅力となっている。



（26） （第３種郵便物認可） 2014年（平成26年）9月15日  増刊 第2229号


