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アガニアショッピングセンターコース
40分運行時間

停留所始発：マイクロネシアモール発
終発：アガニアショッピングセンター発

11：00頃 19：37頃
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アガニア方面の観光ポイントから、地元で人気の
お洒落なカフェまで、H.I.S.がおすすめする
ご満足いただけるルートです！
※ルートは変更になる場合がございます。

アガニア方面の観光ポイントから、地元で人気の
お洒落なカフェまで、H.I.S.がおすすめする
ご満足いただけるルートです！
※ルートは変更になる場合がございます。
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オーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアムオーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアム

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

ホリデイ リゾート グアムホリデイ リゾート グアム

ウェスティン リゾート グアムウェスティン リゾート グアム
ロッテ ホテル グアムロッテ ホテル グアム

パシフィックスター リゾート＆スパパシフィックスター リゾート＆スパ

P.I.C.グアムP.I.C.グアム

シェラトン・ラグーナ グアム リゾートシェラトン・ラグーナ グアム リゾートハガニア湾ハガニア湾
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グアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾートグアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾート
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ホテルニッコーグアムホテルニッコーグアム
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Tギャラリアグアム by DFSTギャラリアグアム by DFS
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ザ・プラザ

ツアーデスクツアーデスク
ロイヤル オーキッド グアム

ツアーデスクツアーデスク
ヒルトン グアム リゾート＆スパ
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フィエスタ リゾート グアム

グアム プレミアアウトレットグアム プレミアアウトレット

オンワード ビーチ リゾートオンワード ビーチ リゾート
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ホテル

グランドプラザホテルグランドプラザホテル

ツアーデスクツアーデスク

LeaLea
Wi-Fiサービス

グアムの街中でWi-Fiが利用可能！
レストラン情報を調べたり、撮った写真
をその場でSNSにアップしたり、無料
Wi-Fiサービスでもっと楽しい旅行に！

LeaLeaサービス05

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
04:00〜 06:00〜 08:00〜 12:00〜 13:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはCiaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍ビザ（査証）なし　渡航条件：日本国籍の方の場合、帰国時まで有効な機械読み
取り式旅券（入国時45日以上が望ましい）が必要。※日本国籍以外の方は上記と異なりま
す。ご自身で自国及び渡航先の領事館などにお問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ま
せ下さい。

海外安全情報・衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されている
場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務省ホー

間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。お申し
込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又はかからなく
なった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過不足について
も追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収する
ことを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。

●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合がありま
す。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。

●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております（10円未満切り上げ）。請
求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変動によ
る追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点
での換算となります。

ムページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。
●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2019年5月10日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
日本 北九州空港施設使用料 大人：310円子供：150円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

国際観光旅客税 大人/子供：1,000円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

グアム

入国審査料 7.0USドル 国際線到着 820円 対象 対象
税関審査料 8.29USドル 国際線到着 970円 対象 不要
空港施設使用料 4.5USドル 国際線/国内線出発 530円 対象 不要
航空保安料 5.6USドル 国際線/国内線搭乗 660円 対象 対象

〜ご旅行条件書〈要旨・貸切航空機（チャーター便）利用〉〜 お申込みの前に、必ず別紙の「旅行条件書全文」と「お申し込みの前に必ずお読み下さい」をご一読下さい。

1.募集型企画旅行契約�
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結する
ことになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確
定書面）によります。
2.旅行のお申込みと契約の成立�
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお申込みの場合、当社が予
約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾
し、申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して

さかのぼって61日目以前（※）
50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内

30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％
※次の場合には、旅行代金の20％を超える金額を申込金として収受することがあります。①当社が取引条件説明書面
で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

3.取消料�
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除出来ます。

（但し、契約解除のお申し出は、お申し込み営業所の営業時間内でお受けいたします。）
旅行契約の取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料

60日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで 旅行代金の20％
30日目にあたる日以降〜21日目にあたる日まで 旅行代金の50％
20日目にあたる日以降〜4日目にあたる日まで 旅行代金の80％

3日目にあたる日以降 旅行代金の100％

4.お客様の確認事項
（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のうえ、ご自身の責任に

おいてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認、および「たびレジ」のご登録をお願いします。
海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/　たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

5.その他�
（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（2）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。歩行に自信がない、病気に
よる食事制限があるなど）

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等ございましたら下記、お客様相談室までご連絡下さい。
（株）エイチ・アイ・エス　九州事業部　お客様相談室
TEL.092-735-5577（平日/10：00～18：30※土日祝はお休みとさせて頂きます。）

［受託販売］お申し込み・お問い合わせは……

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
あれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第724号

〒810-0001　福岡市中央区天神1-14-4　天神平和ビル8階　 
http://www.his-j.com/fuk　　

旅行代金:エアプ
サンチャーター便

利用/大人お1人
様/2・3名1室利

用時/1人部屋追
加代金:代金表参

照

北九州空港施設
使用料（大人31

0円、小人150円
）、海外空港諸税

（3,000円/大人
、子供同額5/10

現在）、

国際観光旅客税
（1,000円/1月7

日出発以降新設
）が別途必要です

。

■日本発着時利用航空会社：エアプサンチャーター便（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。）（往復共に機内食・ドリンクは無く、毛布や枕等のサービスはありません。）■エアプサンチャーター便のご注意（※機内食、パーソナル
TV、毛布等のアメニティ等、機内サービスはございません。水のみの提供となります。（その他は有料です。）機内持ち込み手荷物大きさ：3辺の合計が45cm×55cm×20cm、重さ：10kgまで、個数：身の回り品1個のほか、お1人様1個（合計2個まで）預け
荷物15kgまでが1個、3辺の合計が203cn以下※前記を超える重量は空港にて追加代金のお支払いが必要となります。（また状況によってはお預けできない場合がございます。）※遅延・欠航時の他社便への振り替え、交通費や宿泊費の補償等は原則
ございません。）■最少催行人員：1名（※但し1人部屋追加代金が別途必要。相部屋不可）■食事：なし（オンワード宿泊時：朝食2回、クラブラウンジご利用ホテルは各ホテルラウンジにて朝食2回となります。）※機内食除く■添乗員：なし。現地係員がご
案内致します。■利用ホテル：代金表参照■子供割引（2歳〜12歳未満ベッドあり）：大人旅行代金より10,000円引き■子供代金（2歳〜12歳未満ベッドなし添寝・アメニティ・プレゼントなし）：大人代金より半額■幼児旅行代金：100円※燃油サーチャー
ジ不要ですが、空港諸税などが別途必要となります。（但し、ご旅行帰国日に2歳未満のお子様で航空座席を利用されず、ご宿泊はホテルでベッド・アメニティ・プレゼントを必要としない場合に適用となります。）■最大ご旅行日数：4日間■減延泊：不可■
北九州空港施設使用料・諸税、海外空港諸税等をＨ．Ｉ．Ｓ．が代行受領させて頂きます。※グアムへのご旅行には日本国籍の方の場合、入国時に45日以上有効な残存期間がある機械読み取り式旅券が必要です。尚、予告なく変更になる場合がございますの
で最新情報をお申込み販売店へご確認下さい。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にて必ずご自身でご確認下さい。※その他詳細はCiao『グアム』パンフレット最新号に準じます。但し、Ciaoパンフレット掲載のツ
アー特典、並び席等、また取消料新基準は適用できません。予めご了承下さい。※空港〜ホテル間の移動は他のお客様と一緒になり、空港・ホテルにてお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。※掲載商品のお申込み期間は2019年5月
18日〜2019年8月9日です。但し、期間内でも満席その他の事由により早期に販売を終了させて頂く場合があります。また満席に達しない場合は、適用期間終了後も販売を継続することがあります。

北九州空港発着の国際線往復を並び席へアレンジ可能です（別代金）

※空席状況によります。 ※並び席の配列は指定できません。 ※ご利用の便により右記
シート配列例と異なることがあります。 ※幼児用ベッド（バシネット）、車イスなどの特別な
ご要望のない場合に限ります。 ※同一日程で、同時にお申込みいただいた場合に限り
ます。 ※4名以上でご参加の場合は、2名以上の横並び・縦並び・通路を挟んだ並び席
の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合がございます。 ※ビジネスクラス・
プレミアムエコノミー・10名様以上のご利用の場合は対象外となります。
2 …2名で参加  3 …3名で参加  4 …4名で参加（または2名-2名の組み合わせとなります） 
5 …5名で参加 （または2名-3名の組み合わせとなります）

お１人様 ¥5,000 （往復/大人・子供同額・
幼児不要 ） ３・３座席配列の例
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4つの無料ルート
＋

2つの有料ルート LeaLeaトロリーでグアムを満喫&街中がLeaLeaWi-Fiサービス

LeaLeaサービス拡充中
・LeaLeaWi-Fiサービス
・LeaLeaラウンジで安心の現地サポート
・お子様も大満足 LeaLeaスーパーキッズラウンジ
・LeaLeaトロリー乗り放題
・グアムに7ヶ所のツアーデスクを開設（LeaLeaラウンジ含む）

トロリー

ラウンジ

エアプサン直行チャーター便で行く
グアム 4日間

1
北九州空港（04:00〜05:50予定）発  （直行）
グアム（09:00〜10:50予定）着
着後、ホテルへご案内致します。　 ー ー ーグアム泊

2

終日：自由行動
 滞在中、レアレアラウンジ利用可能！ 
 滞在中、レアレアトロリー乗り放題！ 
 滞在中、lealeaWiFi利用可能！  ー ー ーグアム泊

3

終日：自由行動
 滞在中、レアレアラウンジ利用可能！ 
 滞在中、レアレアトロリー乗り放題！ 
 滞在中、lealeaWiFi利用可能！ 
出発までお部屋は利用できます。
深夜：係員が空港へご案内致します。 ー ー ー機中泊

4
グアム（00:00〜01:40予定）発  （直行）
北九州空港（03:00〜04:50予定）着
着後、解散　 ー ー ー

北九州発 8月出発
パンフレット有効期限

2019.05.18～2019.08.09
F-BXCTR19NATSU-2

2019年

4つのルート無料の

ホテルコース
巡回ルートです 巡回ルートです始発08：30頃 最終21：22頃運行時間10分間隔
ショッピングセンターコース
往復します 始発11：00頃 最終20：30頃運行時間20分間隔

ラウンジコース
始発11：00頃 最終20：50頃運行時間20分間隔

アガニアショッピングセンターコース
火・木・土限定運行 始発11：00頃 最終19：37頃運行時間40分間隔

グアム4日間
北九州発
チャーター便で行く

お子様は 

半額
（2歳〜12歳未満ベッドなし添寝）

2歳未満の幼児

100円
（2歳未満航空機座席なし、

ベッドなし添寝）

ベッドありお子様は
大人代金より

1万円引き
（2歳〜12歳未満ベッドあり）

8/7・10・13・16
水 土 火 金

69,800円〜254,800
円

出発限定
ちょっと訳ありでもお得！！



■グアム4日間 ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用）　 ホテル …旅行代金はお得ですが、ホテルはお選びいただけません。  単位/万円
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今後航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際もご旅行代金に変更はございません。※国内空港施設使用料・諸税、海外空港諸税は別途必要です。

ホテル名 お部屋カテゴリー ツアーコード
FC-HGC-05

8/7（水）
出発

8/10（土）
出発

8/13（火）
出発

8/16（金）
出発

一人部屋追加代金 トリプル
割引

（1名あたり)8/7・16発 8/10・13発

ラグジュアリー
クラスホテル

デュシタニグアムリゾート
［GUMDUSG］

※21歳未満同士の宿泊不可

クラブオーシャンフロントラウンジ利用可能 CLOFHA1 0540 17.48 24.48 25.48 20.48 15.4 16.5 -1.2

デラックスオーシャンフロント おすすめ DOFHA1 0539 13.98 20.98 21.98 16.98 11.8 14.8 -0.6

デラックス
クラスホテル

ハイアットリージェンシーグアム
［GUMHYGG］

リージェンシークラブラウンジ利用可能 RCCHA1 0538 14.98 22.48 24.48 18.98 13.0 18.0 -0.8

オーシャンビュー おすすめ OVHA1 0537 12.98 18.98 20.98 15.98 10.2 14.4 -0.5

アウトリガーグアムリゾート
［GUMORGG］

クラブ・オーシャンビューラウンジ利用可能 VOVHA1 0532 14.98 20.48 19.98 17.48 12.8 13.7 -0.5

オーシャンビュー・デラックス おすすめ OVDHA1 0531 11.48 16.98 16.48 13.98 9.4 10.2 -0.4

スタンダード(一部海の見える部屋) STHA1 0530 10.98 16.48 15.98 12.98 9.0 9.8 -0.2

ホテルニッコーグアム
［GUMNKGG］

オーシャンフロントプレミアルーム
ラウンジ利用可能 OFPHA2 0529 12.98 17.98 16.98 13.98 7.8 9.8 -0.2

オーシャンフロント おすすめ OFHA2 0528 10.98 15.98 14.98 11.98 6.4 8.4 -0.5

ウエスティンリゾートグアム
［GUMWRGG］

ロイヤルビーチクラブ/オーシャンビュー
(18〜20階)ラウンジ利用可能 RBCOVHA1 0536 14.48 19.98 16.98 14.98 9.1 11.8 -0.3
ロイヤルビーチクラブ/パーシャルオーシャンビュー
(18〜20階)ラウンジ利用可能 RBCPOVHA1 0535 13.98 19.48 16.48 14.48 8.5 11.2 -0.3

オーシャンビュー OVHHA1 0534 12.48 17.98 14.98 12.98 7.4 9.8 -0.5
パーシャルオーシャンビュー
(一部海の見える部屋) POVHHA1 0533 11.48 16.98 13.98 11.98 6.8 9.3 -0.5

ロッテホテルグアム
［GUMLOTG］

オーシャンフロントクラブルーム
ラウンジ利用可能 OFCHA1 0527 12.98 18.48 14.98 13.48 7.8 10.6 -0.4

オーシャンフロントデラックス OFDHA1 0526 11.48 16.98 13.48 11.98 6.5 9.2 -0.2

パーシャルオーシャンビューデラックス PODHA1 0525 10.48 15.98 12.48 10.98 5.6 8.4 -0.4

シェラトンラグーナグアム
［GUMPALG］

ラグーナクラブスイートラウンジ利用可能 LCSHA1 0524 13.48 18.48 17.48 13.98 7.7 11.2 -0.5

ラグーナクラブルームラウンジ利用可能 LCRHA1 0523 11.98 16.98 15.98 12.48 6.6 10.0 -0.2

オーシャンビュー おすすめ OVHA1 0522 9.98 13.98 12.98 10.48 5.2 7.3 -0.1

スーペリア
クラスホテル

グアムリーフホテル
［GUMREEF］

インフィニティータワー・オーシャンビュー ITHA1 0521 12.48 14.98 14.98 12.98 8.4 8.4 -0.2

ビーチタワー・オーシャンデラックス OT 0520 11.98 14.48 14.48 12.48 7.8 7.8 -0.2

部屋指定なし ROHHA1 0519 11.48 13.98 13.98 11.98 7.6 7.6 ー

P.I.C.グアム
［GUMPICG］

ウォーターパーク入場無料

ロイヤルタワー/デラックス DLXHA1 0518 13.48 17.48 16.98 14.48 9.4 10.5 -0.3

オセアナタワーAスーペリアプラス SPPHA1 0517 12.68 16.68 16.18 13.68 8.8 10.0 -0.1

オセアナタワーBスーペリアルーム SPHA1 0516 12.48 16.48 15.98 13.48 8.6 9.7 -0.1

部屋指定なし ROHHA1 0515 11.98 15.98 15.48 12.98 8.2 9.2 ー

オンワードビーチリゾート
［GUMONWG］

ウォーターパーク入場無料

タワー棟/海の見える部屋
(15〜21階)ラウンジ利用可能 TDLXHA1 0514 13.48 15.98 15.98 13.98 9.2 9.2 ー
タワー棟/海の見える部屋
(5〜14階)ラウンジ利用可能 TWRHA1 0513 12.98 15.48 15.48 13.48 8.5 8.5 ー

ウイング棟/オーシャンフロント　朝食付 WOFHA1 0512 12.48 14.98 14.98 12.98 7.7 7.7 ー

ウイング棟/部屋指定なし　朝食付 WROHHA1 0511 11.48 13.98 13.98 11.98 6.8 6.8 -0.2

ヒルトングアムリゾート＆スパ
［GUMHIGG］

タシクラブ・オーシャンビューラウンジ利用可能 TOVHA1 0510 11.98 16.98 14.48 11.98 6.2 10.4 ー

オーシャンビュー OVANY 0509 10.98 15.48 12.98 10.98 5.3 8.5 ー

部屋指定なし ROHANY 0508 9.98 14.48 11.98 9.98 4.8 7.4 ー
パシフィックスターリゾート＆スパ

［GUMMRTG］ オーシャンビュー OVHA1 0507 8.48 13.98 10.98 9.48 3.2 7.1 ー

フィエスタリゾートグアム
［GUMGDHG］

オーシャンフロント　朝食付 OVHAT 0506 10.98 14.48 12.98 10.98 6.3 7.4 ー

部屋指定なし ROHHA1 0505 9.98 13.48 11.98 9.98 5.5 6.6 ー

スタンダード
クラスホテル

グアムプラザホテルリゾート＆スパ
［GUMGPZG］

部屋指定なし
ウォーターパーク「ターザ」入場無料

ROHHA1 0504 8.48 12.48 11.48 9.48 4.2 5.2 ー
ロイヤルオーキッド
［GUMROGG］ 部屋指定なし ROHHA1 0503 7.98 11.98 10.98 8.98 3.8 5.1 ー
ベイビューホテル
［GUMOHBY］ 部屋指定なし ROHHA1 0502 7.48 11.48 10.48 8.48 3.8 4.0 ー

オーシャンビューホテル
［GUMHSRG］ 部屋指定なし ROHHA1 0501 7.48 11.48 10.48 8.48 3.8 4.0 ー

エコノミー
クラスホテル

ホテルエコノミークラス 部屋指定なし ROHHA1 0500 6.98 10.98 9.98 7.98 3.7 3.9 ー

添い寝お子様割引（食事・ベッドなし）（2歳～12歳未満） 大人代金の半額
幼児代金（0歳〜2歳未満） 100円

ベッドありお子様割引（2歳〜12歳未満） 大人代金より1万円引き

おすすめ

グアムリーフ＆オリーブ スパ
リゾート　　 　　 スーペリアクラスホテル

外観

タモン湾の全景を眺めるグアムで最も長い歴史を持つホテル国際色
豊かなリゾートホテル。敷地内は施設やサービスが充実しています。

ヒルトン・グアム
リゾート＆スパ   スーペリアクラスホテル

Wi-Fi 客室:有料　Wi-Fi ロビー：無料/ 朝食1回2,900円

タモンビーチの中心に建つ、ビーチフロントのホ
テル。敷地内にあるプールからはそのままビー
チへも出られ、開放感溢れる空間となっておりま
す。お部屋は落ち着いたトーンのインテリアで統
一されており、ゆっくりお過ごし頂けます。

フィエスタ・リゾート・
グアム      スーペリアクラスホテル

Wi-Fi 客室:一部無料　Wi-Fi ロビー：無料

Wi-Fi 客室:有料　Wi-Fi ロビー：有料
Wi-Fi 客室:無料　Wi-Fi ロビー：無料

Wi-Fi 客室:無料　Wi-Fi ロビー：無料

毎朝食付

朝食1回2,500円
朝食1回2,500円

朝食1回1,900円

ウォーターパークが隣接し、グアム最大規模の免
税店「JPスーパーストア」はフロントから直結。

グアムプラザ リゾート
＆スパ 

ロイヤル・オーキッド・
グアム    スタンダードクラスホテル

ベイビュー又はオーシャンビュー
ホテル（指定可） スタンダードクラスホテル

大理石のロビーや重厚な造りの外観はヨーロッ
パの雰囲気が漂う空間。ビーチもコンビニも近
く、中心地へバスで約5分という好立地。

タモン中心地に近く、ショッピング・ビーチへもア
クセスの良い立地。

シェラトン・ラグーナ・グアム・
リゾート デラックスクラスホテル

ハイアットリージェンシー・
グアム　　　　   デラックスクラスホテル  

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

朝食1回3,400円

朝食1回3,400円

シェラトンならではの高いクオリティとホテルデザインを誇るリゾー
ト。水平線に沈みゆく夕陽を臨む絶好のロケーション、洗練された
ホスピタリティが、心満たす大人のリゾートステイを叶えてくれるこ
とでしょう。

ショッピングエリアにほど近い場所にありながら、静かな環境で
ゆったりと滞在できるハイアット。広々とした客室、美しいトロピカ
ルガーデン、ウォータースライダーもあるプール、全てがゆとりを大
切にした贅沢な造り。ショッピングやビーチなどアクティブに楽しみ
たい方も、優雅なホテルステイを満喫したい方だけます。

客室一例/オーシャンビュー

ロッテ ホテル グアム
 デラックスクラスホテル

客室一例アイランド棟パーシャル
オーシャンデラックス［2〜10階］

Wi-Fi　客室・ロビー：無料 朝食1回3,400円

青い海とパウダーサンドのビーチが目の前に広がる恵まれたロケー
ションにロッテホテルがオープン。DFSのあるプレジャーアイランド
までは徒歩圏内、レストラン、カフェ、ショッピングモールへのアクセ
スも便利です。客室は全室バルコニー付、可動式ヘッドのシャワーも
完備。キッズルームもあるのでお子様連れにもお勧めです。

恋人岬のそばで、翼を広げるように建つ大型ホテル。ホテルの目の前
には美しいガンビーチが広がります。全客室オーシャンフロントで、バ
ルコニーに一歩出れば開放感も抜群！広々とした客室はゆったり過ご
せると評判です。日系ならではの行き届いたサービスも好評。

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

朝食1回2,800円

朝食1回2,700円

外観

P.I.C.グアム スーペリアクラスホテル

「遊びの王国！」PIC！広大な敷地内に、777の客室(3つのタワー)、
7つのレストラン、そしてウォーターパークとアクティビティを備えた
総合リゾートホテル！アクティビティの種類は70種類以上！小さなお
子様でも安心して遊べるプログラム・施設も充実しており、ご家族で
の滞在には最適。南国でアクティブに過ごされたい方におすすめ！

Wi-Fi　客室・ロビー：無料 朝食1回3,200円

客室一例/眺望指定なし外観

オンワード
ビーチリゾート     スーペリアクラスホテル

パシフィックスター
リゾート＆スパ     スーペリアクラスホテル

海と遊びと水の楽園、オンワードビーチリゾート。ミクロネシア最大
級の規模を誇るウォーターパークは、絶叫スライダー「マンタ」をは
じめ、子供から大人まで楽しめます(宿泊のお客様は無料でご利用
頂けます)。また目の前の海では、ジェットスキーやシュノーケリング
等豊富なマリンアクティビティが揃っており、まさにウォーターパラ
ダイス！！レストランやカフェもあり、ホテル内の施設は充実！

Wi-Fi　客室・ロビー：無料 毎朝食付

客室一例/
ウイング棟［眺望指定なし］

客室一例
（デラックスオーシャンフロント6〜16階）外観

ウェスティン・リゾート・グアム
 デラックスクラスホテル

ホテル・ニッコー・グアム
 デラックスクラスホテル

アウトリガー・グアム・ビーチ・
リゾート デラックスクラスホテル

デュシタニ・グアム・リゾート
 ラグジュアリークラスホテル

タモン湾に面して建つ、ラグビーボールのような外観が目を引く
ウェスティン。ショッピング街も徒歩圏内、ビーチは目の前とロケー
ションも抜群。

エンターテイメントスポットに囲まれた抜群の立地条件が魅力。ブラ
ンドショッピングを楽しみたい人にも、人気のプレイスポットを楽し
みたい人にも、絶大な人気を誇ります。

タイを拠点に展開する「デュシット・インターナショナル」が手がける
ラグジュアリーリゾートがグアムに上陸。目の前にタモン湾が一望で
きる絶景のロケーションに佇み、眺めの良い開放的なラウンジ、タ
イ料理やイタリアンを堪能できるレストラン、スパなど施設も充実。
“微笑みの国”ならではの洗練されたホスピタリティで、心癒され
る極上のひとときを。

外観客室一例/オーシャンビュー

客室一例/スタンダードルーム

スタンダードクラスホテル

ショッピングやエンターテイメントスポットが徒歩圏内、またビーチ
へもすぐに繰り出せます。

Wi-Fi　客室：一部無料 ロビー：無料

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

Wi-Fi　客室・ロビー：無料

朝食1回3,200円

朝食1回3,500円

朝食1回3,900円
※21歳未満同士の宿泊不可

客室一例/プレミアムタワー／
オーシャンビュー［2〜7階］

外観

ベイビュー外観 オーシャンビューホテル外観

外観

外観 外観

外観 外観外観

外観

おすすめおすすめおすすめ

おすすめ

おすすめ おすすめおすすめ

ウォーターパーク
ターザ入場無料

ウォーターパーク
入場無料 ウォーターパーク

入場無料

客室一例/オーシャンフロント 客室一例/オーシャンビュー

客室一例/オーシャンデラックス 外観

ホテル両側にタモン湾の景色が広がり、全室がオーシャンビュー。
ビーチまでもすぐアクセスでき、コンビニやスーパーも徒歩圏内と
便利な立地が魅力。昼はアクティブに遊び、夜は静けさに包まれな
がらゆったりと過ごせます。レストランやバーなど館内施設も充実。

Wi-Fi　客室・ロビー：無料 朝食1回2,900円

外観 客室一例/オーシャンビュー


