
ホテルからのサービス
オーシャンフロントスーペリア宿泊特典

ト叫「★お部屋にミネラルウオーターを無料サービス（15Lx2本到着時のみ）★ウォシュレット完備

お子様食事サービス
★11才以下のお子様【ま「マゼラン」でのビュッフェが無料！（大人1人につき子供1人）

★ロビー一階の軍用ラウンジでのコンチネンタル
スタイルでの朝食、ドリンクなどをお楽しみ下さい。

★wHi無料
★「弁軌または「マゼラン」毎朝食付

（昼釦こ利用可健、サンデーブランチ、スペシャルデーブランチは棚的司）

★高級ブランドアメニティセット（お部屋に1セット）
★バスローブ＆ナイトウエアー設置サービス
★お部屋にミネラルウオーターを滞在中毎日2本無料サービス
★ウォシュレット完備

ホテルニッコーグアム忘雷雲造詣誌蒜蒜冨言㌻0⊆…還諾諾憲

クモンビーチに位置し、ショッピングエリアも徒歩圏内。エレガントなリゾートライフを楽しめます。

ホテルからのサヰビス
★ボトルウオーターを1部屋2本ご用意（到離日のみ）
★特欄のウェステインフアンブックプレゼント。（ベット台数分）
★レオパレスゴルフコース、ハーモニーキッズにて特別割引料金
お子様畠事サービス
★5才以下のお子様は「テイスト」でのビュッフェ（朝・昼・夕）とサンデーブランチが無料l
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ァメ差ティ（イ勇一ジ）

濫≡藍≡瓦≡鸞ドライヤー／冷蔵凛／歯ブラシ／ミニJト／スリツルバスローブ／プール／ポット／セーフティーボックス

●くプラン〉グアム旅行代金（2名1呈利用大人お1人糟／単位＝円）醐軸A　－＝t E正

ン′ワトリ刀－クノ′ムリソート

志筑誤認警告■莞雪言霊禁烹禦禁莞忘£急く毎。斬，
デラックスホテルです。　　　　　　　　★1部屋につき3枚1臥ポストカードプレゼント。

フロントまでお持ち頂ければ日本まで無料で発送。
オーシャンフ田ント宿泊特典
★ウェルカムドリンククーポン（1人1枚／添い寝子供・幼児除く）

ドライヤー／冷蔵庫／歯ブラシノミ二八一／スリッパ／　お子様忠言重サービス
バスローブ／プール／ポット（コーヒーメーカーあり）／　★5才以下のお子様は「／トム・カフェ・レストラン」でのビュッフェ
子供用プール／セーフティーボックス　　　　　　（軒昼・夕）とサンデーブランチが無柳

珊川は謂〟席順患■王■三1月掘削山は幕間声■llⅧ匹ヨl；111近別棚♯馴■lll■仙囚掘朋古田　鮎拙　璧恍　叫帆岨蛸

l　ホテル ��コースコード �：EiT �◎価格 �◎価格 �◎価格 �◎価格 �○価格 �○価格 �◎価格 �←TJ ：二JH】閉経 �lR；l琵 �JmIに �トリプル郎】 （l人用批朋 �入部麒 A～G �執刀1億 日～J �¶；　語 

ホテルニッコーグアム （4軌山オーシャンフロントスーペリア） ��MC4GNl �4 �109，800 �112，800 �119，800 �129月00 �135．800 �137．800 �149，800 �179，800 �202，800 �232，800 �－ �27，仲0 �乳000 �A～69，000 H～J18，抑0 

MC5GNl �5 �118，800 �121，800 �128，800 �138，800 �144，800 �146，800 �158，800 �197，800 �220，800 �250，800 ��36朋0 �72，000 

ホテルニッコーグアム （12－15酎オーシャンフロン廟湘湖 ��MC4GN2 �4 �125，800 �127，800 �134，800 �144，800 �148，800 �152，800 �164，800 �194，800 �227，800 �257．800 �－2，000 �39，000 �72，000 �A～G胴00 H～J24朋0 

MC5GN2 �5 �138，800 �140，800 �147，800 �157，800 �161，800 �165朋0 �177，800 �218，800 �251，800 �281，800 ��52，000 �鉱，M 

ウェステインリゾートグアム （8－1哨〟トシャルオーシャンビュー） ��MC4GWl �4 �119，800 �121，800 �126，800 �135．800 �142，800 �150，800 �171，800 �199．800 �207，800 �232亨800 �・1，000 �36，000 �51，m �A～封2，000 【～J17仰 

MC5GWl �5 �131，800 �133，800 �138，800 �147，800 �154．800 �162，800 �183，800 �216，800 �224，800 �249，800 ��48，000 �飴，M 

ウェステインリゾートグアム （8～18階／オーシャンビュー） ��MC4GW2 �4 �128．800 �130．800 �135．800 �144，800 �151，800 �159，800 �180，800 �208．800 �216．800 �239，800 �・2，000 �45，000 �軌000 �A～615朋0 H～J20－000 

MC5GW2 �5 �143．800 �145，800 �150．800 �159，800 �166，800 �174，800 �195．800 �228．800 �236．800 �259，800 ��60，000 �80．000 

享≡アウトリかグアムリゾート 囚（6～1硝／オーシャンビュー） ��MC4GUl �4 �116，800 �119，800 �126，800 �136，800 �143，800 �149，800 �166．800 �200，800 �208．800 �231，800 �・1．000 �33，000 �阻M �A～611，080 日～J20．000 

MC5GUl �5 �127朋0 �130，800 �137，800 �147，800 �154，800 �160月00 �177月00 �220，800 �228，800 �251，800 ��叫000 �凱M 

言責アウトリガーグアムリゾート 厄　日0－1硝／オーシけフロント） ��MC4GU2 �4 �133，800 �136．800 �141，800 �151，800 �158，800 �169，800 �186．800 �215．800 �223．800 �246，800 �・2，000 �48．000 �72，000 �A－封6，仰0 日－J礼000 

MC5GU2 �5 �149，800 �152．800 �157．800 �167．800 �174，800 �185，800 �202，800 �239．800 �247，800 �270．800 ��64カ00 �乳000 

亨…アウトリ 口　掛緒 �－グアムリゾート 管‡貢脚オー押出」 �MC4GU3 �4 �145．800 �148．800 �153，800 �163，800 �170．800 �181，800 �198，800 �227．800 �235，800 �258，800 �・3，000 �軋000 �78，000 �A～620卿 H～J26脚 

MC5GU3 �5 �165．800 �168．800 �173．800 �183．800 �190．800 �201．800 �218．800 �253．800 �261．800 �284．800 ��80，000 �1抑制 

添い寝ことも特別代金（］3芦⊃p．1） ����86，800 �88，800 �90，800 �96，800 �104，800 �106，800 �108，800 �130，800 �132，800 �154，800 �－ �－ ��－ 

こども代金割 �引陸（Ⅱ穿つp．1） ���大人代金より一律5，000円弓 ������き ����大人と同額 �大人と同額 ��大人と同額 

◎幼児旅行代金（口斎⊃P．1）＝◎13，000円／⑳～◎15．000円／⑳～020，000円
※1才ハナビーチクラブでの昼食となります。※旅行代金にグアムの空港税（大人・こども2．090円・幼児980円）、福間空漕施設使用料（大人945円・ことも472円）は含みません。日本出発前にお申し込み店にてお支払いください。

※廷泊代金は2名1室利用のお一人様代金です。お一人様部屋利用の場合は、表示代金の倍額となります。　　※燃油サーチャージを含みます。

声プ〆h



ハイアットリ岬ジェンシーグアム
高級感あふれるハイグレードな施設とサービスは、グアムでもトップクラス。

ホテルからのサービス
★ボトルウオーターを2本ご用意（到廿日のみ）

お子様自軍サービス

★5才以下のお子様は「ラ・三レンダ」でのビュッフェ（朝・夕）と

サンデーブランチが無料l

迂慧 ドライヤー／冷厳鷹／歯ブラシ／ミニバー／スリッパ／パス0－プ／

プール／ポット（コーヒーメーカーあり）／セーフティーボックス

甲　顔瓢溺唐匿謬

転這∴∴∴・∴ラフ∴
ヒルトングアムリゾート＆ス捕
イパオビーチ公園に隣接する、アメリカンスタイルの一大リゾート5つのプールからなるウオーターパークも人気。

毒

▼▼琶糟

ゝ肋J■▲」　－

七㍍㌍鼠
ホテルからのサービス
全客室対象の特典

★ボトルウオーター1本（毎日補充）★フィットネスセンター、テニスコート、ウオーターパーク利用無料
お子様食事サービス

★「アイランダーテラス」でのビュッフェ（嘲・昼・夕）とサンデーブランチが4才以下のお子様無料、
5～11才のお子様半額。（大人1人につき子供1人／サービスチャージはお客様負担）

ドライヤー／冷鼓庫／歯ブ
ラシ／ミニパー／スリッパ

（フロントへお申し出下
さい）／バスローブ（部屋

指定なしを隙く）／プール
／ポット／子供用プール／
セーフティーボックス

●（プラン〉グアム旅行代金（2名1量利用大人別人様／単位：円）　　　　　・A阪団EE

シェラトンラグーナグアムリゾート
アガ＝ヤ湾を望むオカ岬にある、ホテルを囲む　ホテルからのサービス
広大なインフィニティプールが印象的 ★ボトルウオーターを2本ご用意（到着日のみ）

〔志云志莞彗慧慧云悪霊認諾㌫誤スカッタ」でのビュッフ購・夕，
プール／ポット／子供用フール／セーフティーボックス　　　　　　とサンデーブランチが無料6－1憎のお子矧ま半額1

グア］、ソりノー∵ノノ　ー・ふスバ
タモン湾中央の落ち着いた環境に建つホテル。ロビーも明るい雰囲気。

ホテルからのサービス
★ミネラルウオーターお1人1本ご用恵。

（ベッド台数分／到着日のみ）
★ドリップ式のコーヒー、紅茶。

★フィットネスセンター利用無料。

お子様畠事サービス

★5才以下のお子様は「マリオットカフェ」での

ビュッフェ（朝・昼）とサンデーブランチが無料、6－11

才のお子様半解。（サービスチャージはお客様負担）

＝二二＝二重慧透二二＝＝
ドライヤー／冷蔵罪／歯ブラシ／スリッパ／バスローブ（フ
ロントへお申し出下さい）／プール／ポット（コーヒーメー

カーあり）／子供用プール／セーフティーボックス

少・ミ喜　≡J【R宍脚l　　□：□三ヒ‘：一日l：　　　l

「三三嘉ル ��コースコード � �臣i！ �◎価格 �◎価格 �◎価格 �◎価格 �○価格 �0価格 �．◎価格 �さ荘’ 事HR弓■鐙 ささ；、 �l［il拝 �JRjlだ �トリプル郁l l1人1批昧弱 �1人部屋剋 A～∈ � �脳琵 ㌣J �廷泊代金 

ハイアットリージェンシーグアム ��MC4GHl � �4 �144，800 �148，800 �151，800 �160，800 �175，800 �184，800 �216．800 �238，800 �242，800 �265，800 �－2，000 �57，00○ �90，000 ��A～619朋D H～J30，的0 

MC5GHl � �5 �163，800 �167，800 �170．800 � � � � � � � ��76，000 �120，000 アブツ ��������179，800 �194，800 �203，800 �235，800 �268，800 �272，800 �295，800 

ハイアツ軋上．学事ンシーグアム 日0～川軌二ジェンシークラブ付－シャンフロント） ��MC4GH2 � �4 �156，800 �160，800 �163，800 �172，800 �187，800 �196，800 �228，800 �250，800 �254，800 �277，800 �－3，000 �66．000 �105，000 ��A～622，000 日－J35，帥0 

MC56日2 � �5 �178，800 �182，800 �185，800 �194，800 �209．800 �218，800 �250，800 �285，800 �289，800 �312，800 ��隕00D �140，仰0 

シェラトンラグーナグアムリゾート ��MC4GSl � �4 �113．800 �115．800 �120，800 �129．800 �133，800 �137，800 �150，800 �178．800 �192．800 �217，800 �－1．000 �27，000 �42，000 ��A～G9，000 H～J14，000 

MC5GSl � �5 �122，800 �124，800 �129，800 �138．800 �142，800 �146，800 �159，800 �192，800 �206．800 �231，800 ��36．000 � �β00 

シ工ラトンラグ二ナグアムリゾート （7～1噸勲狩瑚一皐付－シけビュー） ��MC4GS2 � �4 �126．800 �128，800 �133，800 �142，800 �146，800 �150，800 �163，800 �191．800 �205，800 �228．800 �－2．000 �39，000 � �，000 �A～G13，000 H～J18，000 

MC5GS2 � �5 �139，800 �141，800 �146，800 �155，800 �159，800 �163．800 �176，800 �209．800 �223，800 �246．800 ��52．000 �72，000 

ヒルト （建物 �グアムリゾート＆スパ 指定なし／部屋指定なし） �MC4GTl � �4 �105，800 �108，800 �115，800 �125，800 �132，800 �148，800 �165，800 �199，800 �207，800 �220，800 �－ �2川00 �39，080 ��A～67，800 日～J13，000 

MC5GTl � �5 �112，800 �115，800 �122．800 �132，800 �139．800 �155，800 �172．800 �212，800 �220，800 �233，800 ��28カ00 �52，0捕 

ヒルトングアムリゾヰ＆スパ （9～13屠プレミアタワー指針才一シャンビュー） ��MC4GT2 � �4 �119，800 �121，800 �128，800 �135，800 �145．800 �156，800 �173，800 �207，800 �215，800 �230，800 �l－1，000 �36月00 �51朋0 ��A～612卿 H～J17，000 

MC5GT2 � �5 �131，800 �133，800 �140．800 �147．800 �157，800 �168，800 �185，800 �224，800 �232，800 �247，800 ��48，000 �68，000 

ヒルトンクアムリゾ」、＆スパ （タシクラブ／オーシャンビュー） ��MC4GT3 � �4 �126，800 �128．800 �135，800 �142，800 �152．800 �162，800 �180，800 �209，800 �218．800 �241，800 �ト2，000 �42，000 �60，080 ��A～614朋0 日～J2冊00 

MC5GT3 � �5 �140，800 �142．800 �149，800 �156，800 �166，800 �176，800 �194，800 �229，800 �238，800 �261，800 ��56，000 �抑000 

マリオットリゾート＆スパ （6階以上／オーシャンビュー） ��MC4GMl � �4 �105，800 �108，800 �112．800 �128．800 �140，800 �176，800 �183．800 �212，800 �219，800 �243，800 � �21，000 �78，000 ��A～67，000 

MC5GMl � �5 �112，800 �115，800 �119．800 �135，800 �147，800 �183，800 �190，800 �238，800 �245．800 �269，800 � �28，000 �104，000 ��H－J26，000 

添い寝こども特別代金（ロ3コP．り �����86，800 �88，800 �90，800 �96，800 �104．800 �106，800 �108．800 �130，800 �132．800 �154，800 �－ �ー ���－ 

ことも代金割引額（ロ■扇コp．り �����大人代金より一律5．000円引き ����������大人と同額 �大人と同額 ���大人と同頗 

◎幼児旅行代金（□吉⊃P．り＝◎13．000円／◎～◎15．000円／◎～020，000円
※旅行代金にグアムの空港税（大人・ことも2．090円・幼児980円）、福岡空港施設使用料（大人945円・ことも472円）は含みません。日本出発前にお申し込み店にてお支払いください0

※延泊代金は2名1室利用のお一人様代金です。お一人様部屋利用の場合は、表示代金の倍額となります。　　※燃油サーチャージを含みます。



パシフィックアイランドクラブクーァムPtE．C．グアム
無料で楽しめるスポーツやアクティビティが盛りだくさんl

ホテルからのサービス
部屋指定なし特典
★ミネラルウオーター1部屋2本をご用意。（到着日のみ）
ロイヤルタワー特典
★ミネラルウオーターを1部屋に2本サービス。（毎日補充／但し飲まれなかった場合は補充されません。）
★バスローブをご用恵

もれなく
ブロンズカードが
付いてます。
施設内で楽しめるスキュー／ルッスンやアー
チェリー、テニスなどのアクティビティが無料！
砂場遊びセット、シュノーケルセットなどの
レンタルも無料l

讃洞室内で異なる食事条件を選ぶことはできません。（コネクティングルーム利用の場合も剛I）

■P．LCメンバーシップカード

大人目名あた扉ゴ竃拡窟ド

（難摺夕3）…29，000円

（齢ヲ星空夕4）∃39，000円

※同室のお子様2名まで無料

クラブメイツが企画するゲームに参加したり、ピーチで寝そべったり夜10時までたっぷり楽しめます。

脚轟賢五㍍票㌍禁翳スリツルプ‾ル′ポ州コ‾ヒ‾メ‾力‾お。）′子朗

グアムリーヲ＆オリーブスパリゾート
ガラス張りのロピ‾から眺めると・まるで海に軌、て　ホテルからのサービス
いるかのような開放的なプールが印象的。

インフィニティタワーの特典
★ウォーターディスペンサーがあり、お水が無料です。

お子様畠事サービス
ドライヤー／冷載ヰ／歯ブラシ／スリッパ／レストラン（和・洋）／　★4才以下のお子様は「アリゼ」でのビュッフェ
バスローブノプール／ポット／セーフティーボックス　　　　　　　（訃屋・夕）が無料＝1ファミリーにつき2名のお子様まで）

∵∴一二二二二∵キ予

外鵬・　‾－■

i几　五山由仁

フィエスタ
リゾートグアム
クモン湾の中央、恋人岬側からイパオ公園側までクモンエ
リアを一望できるロケーション。

ホテルからのサービス
全客室対象の特典
★ボトルウオーターを1紆屋に4本ご用意。（到♯日のみ）

お子様の食事無料サービス
★3才以下のお子様は「ワ一ルドカフェ」でのビュッフェ（朝・昼・夕・

サンデーブランチ）が無料、4～11才のお子様は大人の4割引。
（サービスチャージはお客様負担） 毎日開催される水中バスケットボールも無料で参加OK

∴∴一・十
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グアムプラザホテル
ゥォークーパーク「クーザ」とrJPスーパーストア」に隣接し篭㌫崇謀議†完菖㌫
DFSギャラリアにも近い田ケーシヨン抜群のホテル。　　　入場料大人40ドル（11才以下25ドル）

ホテルからのサービス
（※プラザ宿泊者用料金です）

芸蒜芸喜豊富クク‾ボンプレゼント（ベッド台数分）　　競蒜
★4才以下のお子様はrJIAアジアンピスト別での朝食・昼食ビュッフェと　　エスニック）／プール／ポット（フロントに
サンデーブランチが無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　お申し出下さい）／セーフティーボックス

1くプラン〉グアム旅行代金（2名1室利用大人お1人梯／単位：円）脳Al忽酪Il圧琵遍匠画論蜘亘 ��������圏琵∈匠匪礼000円、渋†こ、10／14～15、川4～5、12／23～24・31、1／ト5 ������；t■Kt■巴■電冊t≡把 ��24：17HOOO円 

諒矛妙 P」．C．グアム （部屋指定なし）（ブロンズカード） �スコード �；Li十 �◎価格 103．800 �◎価格 106，800 �◎価格 118，800 �◎価格 120，800 �○価格 131．800 �○価格 137，800 �◎価格 �－　　　　　　、 �t　R；l誇 �0価格 �トリつ恥那l （一人一触弛） �一人部麒 A～G �‾【；ヨ■ � 

MC4GPl �4 �������155．800 �185，800 �204，800 �229，800 �－ �18．000 �51，000 �A－66，000 H～J17，0：00 

MC5GPl �5 �109800 �112800 �124，800 �126．800 �137，800 �143，800 �161，800 �202，800 �221．800 �246，800 ��24．000 �68，00○ 

P．LC．ク■アム （ロイヤル雷光詔等鞘眈‾） �MC4GP2 �4 �112，800 �115．800 �127，800 �129．800 �142，800 �148，800 �164，800 �194，800 �225，800 �248，800 �－ �27，00○ �6鼠000 �A～69，000 H～J22，000 

MC5GP2 �5 �121．800 �124，800 �136，800 �138，800 �151，800 �157，800 �173，800 �216，800 �247，800 �270，800 ��36，陣0 �隠000 

フィエスタ・リゾート・グアム （階指定なし／オーシャンフロント） �MC4GFl �4 �104，800 �107，800 �111．800 �117，800 �124，800 �136，800 �154，800 �188，800 �196．800 �218，800 �－ �21，000 �45，000 �A～67．000 H～J15，000 

MC5GFl �5 �111，800 �114，800 �118，800 �124，800 �131．800 �143，800 �161，800 �203，800 �211，800 �233，800 ��2札000 �60，000 

フィエスタ・リゾート・クアム （9陪以上／デラックスオーシャンフロント） �MC4GF2 �4 �111，800 �114．800 �118，800 �124．800 �131，800 �143，800 �161，800 �195．800 �203，800 �226．800 �－1，000 �27，000 �隠000 �A～69，000 H～J16，m 

MC5GF2 �5 �120．800 �123，800 �127，800 �133，800 �140，800 �152，800 �170．800 �211，800 �219，800 �242，800 ��36，000 �64，000 

グアムリーフ＆オリーブスパリゾ」・ （部屋指定なし） �MC4GRl �4 �107．800 �110，800 �114，800 �120，800 �127，800 �143，800 �160，800 �194，800 �202，800 �224，800 �－ �21，000 �5瑚∞ �A～67，000 日～Jl錮8■0 

MC5GRl �5 �114，800 �117，800 �121，800 �127，800 �134．800 �150，800 �167，800 �212，800 �220，800 �242，800 ��28，000 �72，000 

グアムリーフ＆オリーブスパリゾート （インフィニティタワー／オーシャンビュー） �MC4GR2 �4 �112．800 �115，800 �119，800 �125，800 �132，800 �148，800 �165，800 �199，800 �207，800 �230，800 �ー �24，000 �63，008 �A～68，00・0 日～J21，080 

MC5GR2 �5 �120800 �123800 �127．800 �133，800 �140，800 �156，800 �173，800 �220，800 �228，800 �251，800 ��32．000 �84，000 

グアム・プラザ・ホテル （部屋指定なし） �MC4GZl �4 �98，800 �101，800 �105，800 �109．800 �116，800 �128，800 �145，800 �180．800 �188，800 �210．800 �－ �15，000 �30．080 �A～65，000 H～JlO．000 

MC5GZl �5 �103，800 �106．800 �110，800 �114，800 �121，800 �133，800 �150，800 �190．800 �198，800 �220，800 ��20，000 �40，000 

添い寝一ども特別代金（Ⅱ∋⊃pl） ���86800 �88800 �90800 �96800 �104800 �106，800 �108，800 �130，800 �132，800 �154，800 �－ �－ ��－ 」　　　　　　　　1　，　　　l　l こども代金割引顔（ロ斎⊃p．1）　l　　　　　　　　　大人代金より－ ��������律5，000円 �弓手 ����大人と同額 �大人と同額 ��大人と同額 

◎幼児旅行代金（仁王戸P．1）＝◎13．000円／◎～◎15．000円／◎～020．000円

私旅行代金にク7ムの空港税（大人・こども2．090円・幼児980円）、福岡空漕施設使用料（大人945円・こども472円）は含みません0日本出発前lこお申し込み店にてお支払いくだ乱lo
※証白代金は2名1室利用のお一人様代金ですDお一人様部屋利用の場合は・表示代金の倍辞となります。l　※燃油サーチャージを含みます。1

▲タ芦て菰


