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お粥逼れファミリーへのサーヒス公言
航空会社鼻骨脚ビス

チャイルドミール（2才以上）のリクエストをお堂けします。
※ご希望の場合は、出発の10日前までにお申込みください。
※事前回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
※航空会社が行うサービスのため、

・　　　∴　三・・・リ…・ヒ

※ご希望の場合は、出発の10日前までにお申し出ください。
※生後7ケ月～2才のお子様に限ります。（体重15kg未満用）
※貸出し、返却はツアーラウンジ又は送迎時のパスにてとなります。

一二一111－＿　　＿、‾∴．‾∴・下一二　＿‾一丁　ヽ

※ご希望の場合は、出発の10日前までにお申込みくださし1。　Ii
※ベビ‾ベッドは数に隈。があ。・ご希望に添えない場合が　て㍉

ございます。また一部ホテルでは有料となります。　　　　　　卜1へ、
あらかじめご了承下さい。

姦雷様食事無料＆割引サ脚ピ認
お子様の年齢により、無料・割引きになる
ホテルのレストランがあります。
※大人同伴のお子様に限ります。
※詳しくは各ホテルのページをご覧ください。

ファミリーやハネムーンにうれしいお部屋を手配

このマ‾クがついた霧蓋藍を霊欝
コースは無料で
ベビーベッドを

手配いたします。

※事前予約が必要です。旅行申込み時に合わせてお申込みください。
※出発前に団答いたしますが、数に限りがありますので、ご希望に漂えない場合があります。

家族旅行にう貌じ齢お誉様旅行代金
お予様碑行代金の聯★ツア＊お申し込ゐ時にお申し出く塔婆もlo

■ことも旅行代金…旅行出発日を基準として2才以上～12才未満のお子様に適用されます。●添い寝こども
旅行代金…旅行出発日を基準として2才以上～12才未満で、大人または通常のこども2名以上と同室で、ベッ
ド不要（添い寝）のお子様に適用されます。また1室入室人数は大人～幼児まで含めて、最大4名機となります。
（一部ホテル除く）■幼児旅行代金・・・旅行出発日を基準として2才未満のお子様に適用されます。航空座席、ベッ
ドをご利用の場合は2才以上～12才未満のお子様の旅行代金が適用されます。

航 空 座 席 �餞 の �サホ lデ ビル 桑害 �欄市 島瓦 の �カリ lゾ ドl ト �旅行代金 �帰着日 追加代金 

ことも（2－11才） �○ �○ �○ �○ �○ �各ホテルのページをご覧ください。 �大人と同額 

添い寝ことも（2～11才）（法り �○ �× �× �× �○ �各ホテルのページをご覧ください。 �大人と同額 

幼児（0～1才）（㌍さ2） �× �× �× �× �× �各ホテルのページをご覧ください。 �不要 

※旅行代金には空港諸税および燃由サーチャージは含まれておりません。日本出発前にお支払いください。
（法り頴い琵こども代金について添い寝こども代金を適用した場合、トリプル割引など割引人数には数えません0
（注2）幼児代金について※幼児代金には現地地上滞在井は含まれず、現地での実費のお支払いとなります。
※幼児（2才未満）で航空座席を使用する場合は、「こども」または「添い寝こども」となります。
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日 �；欠 �スケジュール � ��� �����亨2 ．．感 �？軍等野、ヲ・≧ 
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2 3 �2 I 4 �［匪二巨］自由行動。 ����������恥いぬr‘恥n 

仙叫一仙J野 � 

島内観光やショッピングなどでお楽しみ ください。オプショナルツアーも多数ご ��駆匝電慧嘩皿睦夕脚ポ触瀞がですか苅　　1『■『室町1、 

用意しておはす0　　グアム泊□□□ ��朴洋ヰ・バーベキューなど幅挿覇 　　　　　　“＿＿まき l～い・レレト一・を世、‘妄妄しくl衰藤と－ ������関頭開 ��鰍　●ミールクーポンは現地　∫ 

4 �5 �直垂］空港へ。 ��広しソヤンJのスフ諾芝二警讐警 クアップ。クーポンには、税・サーぎ ������．禦un捜　　し（＿ ‾でノ率1．班拗醇醸粋瑠 ［三三亘至夏］グアム発ケ ��ビス料が含まれますのでスマー　　く一倍 ������り＞トニーロー亨　　はいたしません。 ���ノ‘′ず． 

ロ亘重要司福岡着0解乱　　　　　画□0 ��ト 臣 ≒ 1 �にお食事をお楽しみ頂け ���ます。 ���竃尋再 � 

■利用航空 ■添乗鼻： ‾（グループ ※空港「ホ ます。巌 予告なく変更 ��会計ユナイテッド航空∴■食撫廟食0回・昼食0匡ト夕食0回ト、 同行し琴せんわ1、現地係員がお世話いたします。■最少催行人員±1名 ＆ファミリーは2名）‾ iテル間の送迎、島内観光などで他のツアーのお客様とご一緒にな 航空機や現地の事情等によりスケジュールが変更になる場合があります。 らのサービスに醐露の内容はホテル側控供のサービスのた臥ホテル側の都合によ になる場合がご乱lます。またお子様食事サ「ビスtま、保脚伴の場合に釈接す ���医義遜旗鑑適温を　ケ聖車 軸紺娼妃700町鎚一■‾ 卜M‾m仰山■mヤ 　　巨船ールクーポン【軸 ������t～ ・・：′：i盗塾 ーボン 
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現地滞在中困ったことや分からないこと
がありましたら、お気軽にお越しください。
日本語で快適な旅のお手伝いをいたします。

ヲ蒜！〒アS。田

①ホテルニッコーグアム

⑤アウトリガーグアムリゾート

（珍オンワードビーチリゾート
（数字は地区1内のホテル番号です。）

†本喜志のこのマークがおるホテルをチェック目

黒ツアーデスクの係員が不在の場合、またご滞在ホテルにツアーデスクが印されていない場合tま、

現地遵絶先（到書鰍こご案内）にお電話くだされば、日本曙にてご要望にお応えします0

⑳オフシヨプルサア十
周東額墜蓼咽芥勘も、・現地頗道断現時払防

●下肥の価相・内串は2013年7月璃在有効のものです。
覆唯事慎により変モとなる場合がありますので、旬報・内啓につきましては、ご予約時にご醜世ください○

サンコ膳に囲まれた美しい島で様々なアクティ

スのみ）■所要9時間（半日コース【ま6時間）
■運行軍楽者／ココスラクーンディベロップメ
ントコーポレーション

※水石、ピーチサンダル、タオルは各自ご持参ください。‡‡アクティ
ビティ代は料金に含まれません。完三幼児、竃齢者、身体に障害のあ
る方には同伴者の付き深いをおすす反）します。

琵軍楽曇壷を雷撃雷雲

主人i‾′－1

■パラタイスメニュー7ロトし

■トロピカルメニュー58ドル
■お手桟メニュー（A～11完）33ドル

■毎日実施　■夕刻出発

、●－、●■

タモン湾

㊨1i慧

袈鮎ザ÷＼＼

ヂグアム　結＆スパクアム靡；慧三ル藍リア

ヵ。フォル杢ア力男　　　．躍
ビザキッチン　モール　　　　　クモンサンズ

プラザ、慨マ小　磯

β上帯ご　　　　＿　コ

1由・一・笹一／

卜をかぶり、手軽に海中散

■85ドル（8－11才75ドル）

■毎日実施　■1日4匝］出発

■アイスティー付　■所要3時間

■運行率業者／シークエスト

崇B右又～80漁の万までご撃方ロ可。
‡‡シュノーケリンクもお楽しみいただ【ナ
ます。帰国日当日にはご参加いただけま
せん。‡i水着は予め煎用してこ野方□下
さい。タオルはご持怒下さい。

ビーチサイドにて食べ放題＆飲み放
随のBBQをお楽しみください。
新鮮なシーフードやステーキなどバ
ラエティー豊かなメニューとポリネ
シアのタンスを積り交ぜたファイヤー
ダンスも必見です。

■65ドル（BB〔泊べ放題）（5～11才33ドル）
■所要2時間半
■運行事業者／フェスタリゾートグアム

；；4才以下無料

◆クモン地区⇔アガ二ア地区
車で20分

◆空港⇔クモン地区
車で20分

広ホテル田ショップ★レストラン▼ウエディングシ■ヨッブ

●お申し込みは、現地にてツアーデスクにて係員にお申し込みください。※日本お申し込みの場合は、出発前にお申し込み店請へ
日本円（当社検印レートを逗用／1USドル＝110円）でお支払い下さし、。※日本出発日の10日前を切ってからのお申し込みの1賃合＼

緊急郭己料として1件につき1．000円を申し受けます。（手配料の返金はありません）●現地でのお支払いは原則として］Sドル払
いですが、一部のクレジットカードもお使いいただけます。料金には往復の交通費、チップ、入場料、明記された食事代が含まれて

います。●天候、その他現地事情で料金、実施日、内容、スケジュール、所要時間なとが予告なしに変更およびツアーを中止する場

合があります。●乗りものなどにおいて、他のツアーのお客様と同一行動となります。●参加取消しの場合、取消料が必要となるこ
とがあります。（グアム〉ツアー参加前日正午（12・00）以降のお取消しおよび不参加　ツアー料金の全祝日00％）●掲載の各ツ

アーは現地のツアー運行事業者のもので、参加中に生じた事故に関しては、弊社はその責任を負いません。危険を伴うアクティビ

ティを希望される方は、日本出発前に海外旅行傷害保険・危険スポーツ特約付に、各自でご加入ください。

人気のマリンスポーツが盛りだ
くさん！ジェットスキー、パラセ
イリンク、バナナボート、エコシュ
ノーケルカで楽しめます。
■110ドル（11才まで25ドル）

（13才まで50ドル）

■土曜休み
■1日8匡］出発

■所要6時間
■擢行軍奏者／アルパンピーチクラブ

く一γ椚1タ′了ピンクlタイプ＼

■55ドル（10歳以上）■毎日訊／午後
出発　t所要4時間　■ソフトドリンク付

く六トトタイピンク2タイプ、〉

■100ドル（10伎以上）1毎日葎出
発　■所要時間7時間　■昼食（弁当）付
■運行率業者／ジェントリーブルー

お′■コ仁の芥三行寸く三までの帽閲が12日弓に

∵竿「∴三上Tl
省吾詔三言■耶

■130ドル（8～11才105ドル）（6－7才

45ドル）■毎日冥倭　●朝出発　■所要6

時間30分　1昼食（チヤモロランチ）付
■運行事業者／パシフィックアンダーウオーター

オブザヴエイトリースインク

170ドル（5～11才40ドル）▼アイスティー、特製アイスクリーム付
書t所要5時間　■運行夢薬毒／タートルツアー
■　ナ　・r　　　　　－　◆・　　　、・一　　　　一　　一　　　▼　　－

一流のエンターテイナー達による

華嵐なショーをご覧いただけます。
′テラノフステけ一一プラン＼

●159ドル（2～11才50ドル）■夕刻出発
■水曜を隙く毎日冥箆　t所要3矧笥30分　■

夕食付　■運行事業者／サンドキャッスルインク
テラノクス　がショー－■フブンノ〉

■95ドル（2～11才30ドル）■水曜を賢く毎日実
頗　■夜出発　■稽鏑閏30分　■1ドリンク付

沼ビーチサンダル、ビーチウエアでのき加はご遠慮ください。


