
リー
3～5名1如毎益軒プ郎ア童踊こオス果メ腎三

オンワードビーチリゾート
サンセットの美しきで有名なアガニア湾に位置する。宿泊客入場無料のウオーターパークの日本未上陸の
絶叫スライダー「マンタ」が人気！

ホテルからのサービス
塗琶室対箆の稽鎮
☆オリジナルタオル地スリッパ（ベッド台数分）
☆滞在中ウオーターパーク利用無料
☆ビーチでのカヌー、シュノーケル、グラスボード等のマリンレンタル無料
☆ゴルフ＆アミューズメントルーム「ラムー」入室無料（7：008m～24：808m）
☆フィットネスクラブ利用無料（フロントにて受付／12歳以下入室不可）
タワー王六法三三三二苅：こ、ミの描き■ユ

☆ウエルカムドリンクセットサービス（到着時にボトルウオーター、ビール、ジュースを各1本）

☆オリジナル入浴剤（パスパウダー2種類）＋バスローブセットアップ（ベッド台数）
☆タワーラウンジ「朝食バイキング」（7：008m～10：008m）朝食クーポンに
てバイキングをご利用頂けます。（ル・プルミ工でも利用可能）
☆タワーラウンジ無料サービス（11：00am～24：008m）ソフトドリンク、

コーヒー、新聞、テレビ、電子レンジコーナー

お学位愈肇■汐平だ罠
☆11才以下のお子様はレストラン「プルミエ」でのビュッフェ（朝・昼）無料。

（添い寝子供も同様）

ドライヤー／冷蔵庫／歯ブラシ／スリッパ／レストラン（和・洋）／プール／バスローブ（タワーのみ）／
ポット／子供用プール／セーフティーボックス

■（プラン・グループ＆ファミリー〉クアム凛行代童（大人お1人■／■甘円）　　除岨職亡1A旺；遜l超脚塾萱仙帥

l �蘇夢妙 �彗＝忍司＝‡芦 �匡掠 �◎価格 �◎価格 �◎価格 �◎価格 �○価格 �○価格 �◎価格 �㊥肺 �l闘躊 �0価格 �′感讃 �董l鳩1搬欄 週 �勘翫禍紹遮頻） 歪訂廼■ニ†憶 

MC4【；Dl �4 �104，800 �107，800 �118，800 �120，800 �126，800 �134．800 �151，800 �186，800 �196．800 �221，800 �［亘憂頭重］ 下F己を除く 巳・月l嘔 4．000円 ［亘亘匡】 10／14～15 11／4～5 3／23～24 17，000円 �3，000 �8，000 

MC5GDl �5 �110，800 �113，800 �124，800 �126，800 �132，800 �140．800 �157，800 �198，800 �208．800 �233．800 

オンワードビーチリゾート 　ウイング �MC4GD2 �4 �106800 �109800 �120800 �122．800 129，800 �128，800 135．800 �136，800 143，800 �153．800 160．800 �188800 �198800 �221800 ��3，000 �9，000 

MC5GD2 �5 �113，800 �l 116，800 �127．800 �����201，800 �l 211，800 �234，800 

タワー5閣以上 �MC4GD3 �4 �111，800 �114，800 �127．800 �129．800 �135，800 �141，800 �164，800 �199，800 �212，800 �235，800 ��－ �3，000 
MC5GD3 �5 �119，800 �122，800 �135．800 �137，800 �143，800 �149，800 �172，800 �215，800 �228．800 �251，800 

添い寝ことも特別代金（ロ：旨＝⊃p．1） ���86，800 �88，800 �90，800 �96，800 �104，800 �106，800 �108．800 �130，800 �132，800 �154．800 �大人と同額 �－ �－ 

ことも代金割引鋳（ロ3Pp．1） ���大人代金より一律5．000円引き ����������大人と同額 �大人と同額 �大人と同額 

◎幼児旅行代金（Ⅱ音二つP．1）＝◎13，000円／◎～◎15．m円／⑳～020．000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）、福岡空港施殴使用料（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。

l　※隠由サーチャージを含みます。l

レオパレスリゾートグアム
グアム島中央部のマネンガンヒルズに広がる一大リゾート。ゴル
フコースをはじめ豊富なアクティビティで楽しみいっぱい。
※ラ・クエスタC、D棟の指定は出来ません。お部屋は2ベッドルーム＋エキ

ストラベッドでのご利用となります。

毒・嵯ヨ琶
☆特典満ゼレオJルスヨーヨークーポンプレゼント（ベッド台数分）

☆レオパレスリゾート⇔ウェステインリゾート間無料シャトルバスを運行
☆各部屋に、部屋指定なし／ミネラルウオーター1本、ラ・クエスタC・D棟／ミネラル

ウオーター2ガロン、ソフトドリンク1本を無料サービス（到糟時のみ）

☆レオパレスカントリークラブでのゴルフが宿泊者料金でフレー可能

お芋等憲農事管Ⅶピ罠

☆4才以下のお子様は「ゴールドクラブ」または「ラーゴ」での朝食ブッフエ無料！

（大人同伴の場合）

ドライヤー／冷た■／曹ブラシ／スリッパ／レストラン（掛洋・エスニック）／バスローブ／ポット（ベルヴ
ェデーレのみ）／セーフティーボックス（一部フロントにて貸出し）

■くプラン・グループ＆ファミリー〉グアム旅行代金（大人お1人櫻／単位：円） ������習軒駆りて裏面）1泊延泊代金は4日間と5日間の差額となります。 

魂矛貼 �司・＝桑三l＝〒炉 �顧 �◎価格 �◎価格 �◎価格、 �◎価格 �○価 �格 �○価格 �や価格 �H耶！経 �lml．三 �0価格 � �蕃！戚l脚（相 �＿…こう■【珊劃ざ菰帥 

レオパレスリゾートグアム 　ベルヴェデーレ �MC46Ll �4 �100，800 �103，800 �108．800 �113，800 �120． �800 �131，800 �147，800 �182．800 �190．800 �213，800 �囲 下記を除く 白・月曜 4．000円 ［萱三田 1a／23－2小31 17．0m円 �ー �－ 

MC5GLl �5 �106，800 �109，800 �114，800 �119，800 �126， �800 �137，800 �153，800 �190．800 �198，800 �221，800 

レオパレスリゾートグアム 　ヲ・クエスタC・D二憮 �MC4GL2 �4 �10乙800 �105．800 �110，800 �115，800 �122， �800 �133．800 �149，800 �184，800 �192，800 �215．800 ��2．000 �3，000 

MC5GL2 �5 �107，800 �110，800 �115，800 �120，800 �127． �800 �138，800 �154，800 �192，800 �200，800 �223，800 

添い寝ことも特別代金（ロヨ⊃p．り ���86．800 �88，800 �90，800 �96，800 �104， �800 �106，800 �108，800 �130，800 �132，800 �154．800 �大人と同額 �－ �－ 

こども代金割引額（ロ3戸P．1） ���大人代金より一律5．000円引き �����������大人と同額 �大人と同額 �大人と同額 

◎幼児旅行代金（ロ育つP．1）＝◎13，000円／◎～◎15．000円／◎～㊤20，000円

※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。

L　※燃油サーチャージを含みます。l



人気のオフシiナルをつめこみ奉した！■

ゆったり派のあなたに

満彩コー

ホテルのプールで遊んだり、ビーチへGO！　　　　　　　　　グアム泊口脇□

匿亘自由行動。ご希望の方陳追加代金なしで

「グアム島内観光とショッピングツアー」にご参加し、ただけます。
（日本出発前にお申し込み下さい。／詳細はパンフレット1ページ目記載の特典をご覧ください。〉

［頭臼田お好きなレストランを選択※予約矧こ⑥又は⑳をお選び下さい。
※送迎は含まれておりません。レストランまではご自身でお越し下さい。

Hr　　・・　　ここ

夕日が沈むタモン湾
を眺めながらのビー
チサイドバーベキュー。

ポリネシアンタンス
がリゾート気分を盛り
上げてくれます。

盟ホテルお戻りは
21．00閥の予定です。

歴
骨付きカルビとチキンの食べ放粗、リブ
アイステーキ、ジャンボシュリンプ、白身魚、

野菜＋ビール、ジュース飲み放精

Jストームによるミステリアス
＆ファンタジーの世界。
お子様から大人まで楽しめる
ショーをお楽しみ下さい。

歳会場は楓l場合がございます。
罠お飲物は別料金となります。
搭ホテルお戻りは21：○○頓の

予定です。

嗣 前粟、ニューヨークステーキ、ポテトのソテー、季節
の野菜、自棄製ノてン、コーヒー又は紅茶、デザート

グアム泊□⊂）皿

匿亘自由行動0誌誤讐諾諾享ヒご用乱てお。ます

匡垂］空港へ。lo7：15予定lグアム発ケ

llO＝40予定】福岡着。辞乱

グアム泊□⊂）□

＿＿＿＿、＿几＿＿三上二一，毒

、お好きなコ」スをお選び下さい。（同代車）

アクティブ派のあなたに

艶

トロピカルな雰囲気

満点のシアターレスト

ランで、食べ放題の繁

華シーフードバイキン

グとエキサイティング

なアイランドショーを
お楽しみください。地

元紙でグアムN8．1に

選ばれた本格派！

グアム泊□□印

4匿亘自由行動0誌誤讐光翳ヒ淵してお。紺。グアム泊ロロロ

45慧芸蒜漂慧グアムか　　　　　園。。

●利用航空会社：ユナイテッド航空　■食事：朝食0回・昼食1回・夕食2回　■添乗員：同行しませんが、現地係員がお世話いたします。■最少催行人員：2名
媒既空機や現地事情等によりスケジュールが変更になったり観光・食事の日にちが入れかわる場合があります。搭空港～ホテル間の送迎、馳篭、食事等で他のツアーのお客様とご一級こなります。ポホテルからのサービスに妃載の内容はホテル側提供のサービスの乱ホ列畑の都合により予告なく変更

になる場合があります。またお子様サービスは保王者同伴の場合に限ります。（注1）12／25は定休巳の乱12／25出発の和合臥2日日にお稚となります。（注2）ニッコーマジックディナーショー“カーメ”は火確日定休の為、日曜旧出発の場合は、2日目にお手配となります。

2－5才のちびっこには特に

お得な代金をご用意しました。器諾法器警
旅行代金表をご覧ください。　くだ乱1。

1満影コース4・5日間ゆったり・アクティブ共削酢櫨）旅行代金表は人お1人磯／難：円）嘲官日脚剛躍闇郎幽軸日脚時価”脚＝唖抑■川和lⅧ印唖l叫坦・■■

封‾十㌧牒侶ヨ担酔坤 ����◎傷櫓 �◎■樽 �◎■檜 �◎儀橿 �◎■糟 �et■ �鱒囁鴨 �簿萱ヨ■lr・：≡言 �� �トリ刀レ竜指IL （1人藤煎紆 �1㌔、；加 ■二t亡くt■；t己lt ��¶： 

グアムプラザホテル （部屋指定なし） �4 �ゆったり �MC4YZR �123，800 �126．800 �130，800 �134，800 �141，800 �153，800 �170，800 �205，800 �213，800 �235，800 �ー �15朋0 �38，㈲0 �A～65御 H～」10御 アクティブ �MC4AZR 

5 �ゆったり �MC5YZR �128，800 �131，800 �135，800 �139，800 �146．800 �158．800 �175，800 �215，800 �223，800 �245，800 �－ �201880 �40脚0 アクティブ �MC5AZR 

ホテルニッコーグアム （4脂以上／オーシャンフロント） �4 �ゆったり �MC4YNF �134．800 �137，800 �144，800 �154，800 �160．800 �162．800 �174，800 �204，800 �227，800 �257，800 �－ �27，000 �54朋0 �A－69，000 日～」18仰 アクティブ �MC4ANF 

5 �ゆったり �MC5YNF �143，800 �146．800 �153，800 �163，800 �169，800 �171，800 �183．800 �222，800 �245，800 �275，800 �－ �36，000 �72，000 アクティブ �MC5ANF 

アウトリガーグアムリゾート （6－12隋／オーシャンビュー） ■≡Em（注3） �4 �ゆったり �MC4YUV �141，800 �144，800 �151．800 �161，800 �168，800 �174，800 �191，800 �225，800 �233，800 �256，800 �－1，000 �33脚0 �60，800 �A－Gll朋0 日～J2岬8 アクティブ �MC4AUV 

5 �ゆったり �MC5YUV �152，800 �155，800 �162，800 �172，800 �179，800 �185，800 �202．800 �245，800 �253，800 �276，800 ��叫000 �軋000 アクティブ �MC5AUV 

甥軋ltことも樽網代壷（口舌＝⊃p．1） ����102，800 �104，800 �106，800 �112，800 �120，800 �122．800 �124，800 �146．800 �148，800 �170，800 �－ � ��－ 

番いまもびっこ特別代金（注4） ����9乙800 �94，800 �96，800 �102，800 �110，800 �112，800 �114，800 �136，800 �138，800 �160，800 �－ � ��ー 

◎幼児旅行代金（mFP．1）＝◎13，000円／◎～◎15．000円／◎～020，000円　◎ことも代金割引額（mPP．1）＝大人代金より一律5，000円引き
（注3）アウトリガー帽のオハナピーチクラブでの昼食となります。お1人様1枚です。添い凛子供、幼児は除きます。（注4）2～5才のお子様には「ナナズカフェ」での夕食代が含まれません。レストランにて直接注文、お支払いください。
旅行代金にグアムの空港税（大人・こども2．090円・幼児980円）、福岡空港施設使用料（大人945円・こども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。
※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・表示代金の倍顔となります○　　※燃油サーチャージを含みます。



ハネムーンやカップルにオススメ

ノトト腰プラン◎昭日間
日次 ��スケジュール　　　　　　　　l 

1 �1 �ロ二享三重季夏］福間発ケ 竃還還器還、。＿虜 

／／ノ‾、‾／ ′ 

アメリカのポピュラー料理、バーベキュー　　海鮮市場から食材を選び、好みの窮理法 
リブ専門店。ジューシーなお肉を堪能できます。　で食べる、グアム最大のシーフードレスト　編 
旧イヤルオーキッド内）　　　　　　　　■ラン。（タムニン地区） 

グアム泊□園田 

2 �2 �匪亘］ホテルにて 

直垂画グアム島内観光とショッピングツアー＿（讐時讐＝ヲ時間） 

諸芸ご轟ぎ　　　才≠一二も 　　　　　　くノ 

∴・1戯　お舛ネシアモ‾ル（嘲1 

匡璽自由行動0　　　　　　　　　　　　　　グアム泊函□□ 

3 �3 �匪薗ホテルにて　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧ 

匡壷】自由行動。オプショナルツアー（2ページ参照）などでお楽しみ下さい。 

16：30～17：00頃サンセットクルーズと 

ポリネシアンディナーショー（所要時間：約4時間半） 

サンセットクルーズでは水平線まで広がるサンセットと 

遠道方　　言謡等諾諾諾芳讐誓貰い○ 
豪華シーフードバイキングとグアム1番と評判の 
ポリネシアンショーを優先席でゆったりとご案内致します。 

隼 ゝこ 　‾．JJ▲ 

グアム泊憂□田 

4 �匪亘］自由行動。 赤いシャトルバス乗り放題もついています。ご自由にお楽しみ下さい。 
オプショナルツアーも多数ご用意しております。　　　グアム泊□ロロ 

4 �5 �匡蚕］空港へ。［萱夏至萱至壁］グアム発ケ 
圃福岡着。解臥　　　　　　　　　　　　　囲□□ 

■利用航空会社：ユナイテッド航空　■食事：朝食2回・昼食0回・夕食2回
■添乗員：同行しませんが、現地係員がお世話いたします。■最少催行人員：2名
※航空機や現地事情等によりスケジュールが変更になったり観光・食事の日にちが入れかわる場合があります。
※空港～ホテル間の送迎、観光、食事等で他のツアーのお客様とご一緒になります。
※ホテルからのサービスに記載の内容はホテル側提供のサービスの為、ホテル側の都合により予告なく
変更になる場合があります。

60日前までにご予約完了の場合、
並び席を確約！
●旅行開始の前日から程質してさかのぼり60日前までにすべての手配が完了している場合に限り
ご利剛、ただけます。その後の氏名変更、コース変更、日数その他の変更が発生する場合は早期割

キングサイズベッドのお部屋を確約します。

1日目の夕食はお好きなレストランをチョイス。

3日目は欲張りにけンセットクルーズと
ポリネシアンディナーショーをお楽しみ下さい。丹

監施トングァ温び汐血睦＆認邦
恋人岬を臨むお部屋はクラブ
ラウンジアクセス付！

ホテルからのうれしいプレゼント
☆ミネラルウオーター1本

で（毎日補充）
☆ネイチャーガイドウオーク

マップ（お部屋に1冊）
☆専用ラウンジにて

朝食ビュッフェ、コーヒー、
イブニングカクテルをサーヒ

■八 �－トのプラングアム旅行代金（2名1茎利用大人お1人穫／蛤円）『榊閑暇コA旺廼Ⅷ『罷謝り雨髄＝・ �������雨招野馳癖甜囁疎療鞠‾ふ■1醐唱だ15、11／4～5、12／23－24131、1／ト5・13・14、3／23～24：17－000円 

求矛妙 �コースコード �計iT �◎価格　◎価格 ��◎鹿格 �◎価格 �◎価格 �0価格 �◎価格 �言、H闘瞳 恥、＿ �lmlた �0価格 �延泊代金 

シエ �ー　ヽ　■1－　　　I17　lヽ �MC4VSl �4 �137800 �139800 �145800 �154，800 �160，800 �162，800 �175．800 �203，800 �217，800 �234，800 �A～G9．000 H～J14．000 フトンフクーナクノムリゾート （オーシャンビュー） �MC5VSl �5 �1 146，800 �I 148，800 �I 154，800 �163，800 �169．800 �171，800 �184．800 �217，800 �231，800 �248，800 

ヒJ （恋 �レトングアムリゾート＆スパ 人岬オーシャンフロント／タシクラブ） �MC4VTl �4 �151，800 �152，800 �158，800 �167，800 �174，800 �176．800 �188，800 �216，800 �230．800 �252，800 �A～614，000 H～J18．000 

MC5VTl �5 �165，800 �166，800 �172，800 �181，800 �188，800 �190，800 �202，800 �234，800 �248，800 �270，800 

ウ �ェステインリゾートグアム （8－18愕／オーシャンビュー） �MC4VW2 �4 �155．800 �156，800 �161，800 �170，800 �177，800 �185，800 �206，800 �234，800 �242，800 �264，800 �A～G15，000 H～J20，000 

MC5VW2 �5 �170，800 �171，800 �176．800 �185，800 �192，800 �200．800 �221，800 �254．800 �262．800 �284月00 

ア （ �ウトリガーグアムリゾート 10～19階／オーシャンフロント） �MC4VU2 �4 �159，800 �162月00 �167，800 �176，800 �184，800 �192，800 �211，800　240，800 ��248，800　270，800 ��A～G16．000 H～J24，000 

MC5VU2】5 ��175，800 �178，800 �183月00】192，800 ��200，800 �208．800 �227，800 �264，800 �272，800 �294，800 

※旅 �行代金にグアムの空港税（大人2，090円）、福岡空港施設便用料（大人945円）l諷含みません。日本出発前にお申し込み店にてお支払いください。 


