
大人 子供

GU321
イルカクルーズ

（AMコース）
6名 ¥7,400

￥3,700
(5歳以下無料)

○ 軽食 約4時間 8:30～12:30

イルカでみんなが癒される感動体験♪
船上からグアムの景観を眺めながら、野性のイルカが生息する海へ！

※水着にならないので身軽な服装でご参加下さい

GU324
イルカdeハピネス

（PMコース）
6名 ¥8,300

￥4,800
(5歳以下無料)

○ 軽食 約5時間 12:30～17:30
大人気のイルカウォッチングをはじめシュノーケリング・バナナボート、そしてシュノーケリングと
まるごと海を遊んでしまうスペシャルツアー！

GU333
 アドベンチャー de ハピネス
(イルカ & 体験ダイビング)

6名 ¥18,500
×

(10歳以上は大人
と同額で参加可能)

○ 昼食 約10時間 8:30～18:30
マリンスポーツとイルカウォッチングのよくばりセット♪
ジェットスキーやパラセーリング、バナナボートや体験ダイビングがセットでお得なツアーです！

GU334
アドベンチャー de ハピネス

(イルカ+シーウォーカー)
6名 ¥18,800

￥12,700
(7歳以下参加不

可)
○ 昼食 約7時間 8:30～15:30

マリンスポーツとイルカウォッチングのよくばりセット♪
ジェットスキーやパラセーリング、バナナボートやシーウォーカーがセットでお得なツアーです！

GU335 体験ダイビング（午前、ビーチ） 6名 ¥11,700
×

(10歳以上は大人
と同額で参加可能)

○ - 約4時間 7:30～11:30

ライセンスのない方に決められた深さや条件の範囲内 (最大水深は12mまで)で安心してダイビングを楽しんで頂
けます！水中では常にインストラクターが一緒にいるため安心♪

★見学のみをご希望の方は¥3,000にてお申込み可能
(お連れの方がダイビングをされている間に見学する為、ビーチまたはダイビングショップにて待機となります。)

GU336
体験ダイビング+イルカウォッチング

（午後、ボート）
6名 ¥15,500

×
(10歳以上は大人

と同額で参加可能)
○ - 約5時間 13:30～18:00

ライセンスのない方に決められた深さや条件の範囲内 (最大水深は12mまで)で安心してダイビングを楽しんで頂
けます！水中では常にインストラクターが一緒にいるため安心♪

★見学のみをご希望の方は¥3,000にてお申込み可能
(お連れの方がダイビングをされている間に見学する為、ボート上にて待機となります。)

GU322 シーウォーカー 1名 ¥10,700
￥9,300

(7歳以下参加不
可)

○ - 約4時間

①   7:30～11:30
②   9:30～13:30
③ 11:15～15:00
④ 13:15～17:00

まるで宇宙遊泳のように海底を歩ける異次元体験♪空気で満たされたヘルメットは、泳げなくても眼鏡をかけてい
てもOK！

各ホテルお迎え⇒ダイビングショップにてビデオ学習⇒ビーチに出発、シーウォーカー開始 (シーウォーカーの後
はシュノーケリングやカヤックをお楽しみ頂けます)⇒終了後ショップに戻り休憩⇒各ホテルへお送り
※①～④のご希望送迎時間をご予約時にご指定ください
※5/1-7/15,10/1-12/25は1・2便のみの運行となります。

★見学のみをご希望の方は¥3,500にてお申込み可能　 ※8歳以上
(見学だけでもシュノーケリングをお楽しみ頂けます)

GU005 スーパービーチリゾート 1名 ¥8,500
￥5,700

(幼児￥3,500)
× 昼食 終日

以下16種類のアクティビティーがセット♪食べ放題ランチ・ロッカー・シャワー付き！
①シュノーケリング、②魚の餌付け、③ココナッツデモ、④葉編みデモ、⑤ココナッツキャンディデモ、⑥カヤック、⑦
ペダルボート、⑧ウォーターバイク、⑨ビーチバレーボール、⑩ビーチチェア、⑪ビーチパラソル、⑫ビーチシュー
ズ、⑬浮き輪
⑭ストーンアート、⑮インスタントタトゥー、⑯スタンドアップパドルボード

GU006 バナナボート　OR　ボート乗船 1名
¥9,300

(14歳未満不可)
× × 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にバナナボートを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません

GU007 ジェットスキー 1名 ¥9,900
\7,100

（5歳以下不可）
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にジェットスキーを楽しめます♪
※6～13歳の方が参加を希望される場合保護者同伴の上、天候が良好な日に限り参加可能(スタッフと同乗)
※ジェットスキーの参加年齢は6歳からになります。

GU008 パラセ-リング 1名 ¥10,600
\7,100

（5歳以下不可）
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にパラセーリングを楽しめます♪
※送迎時間は①～⑦をお選び下さい

GU009
イルカウォッチング+底釣り+オーシャンスノーケ

ル
1名 ¥9,900

￥7,100
(幼児￥4,900)

× 昼食 終日
スーパービーチリゾートプランの他にイルカウォッチングやオーシャンシュノーケルを楽しめます♪
※送迎時間は①～③の中でお選びください

GU010 ジェットスキー+バナナボート 1名 ¥14,200
￥7,100

(幼児￥3,500)
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にジェットスキーとバナナボートを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません

GU011 パラセーリング+バナナボート 1名 ¥14,900
￥7,100

(幼児￥3,500)
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にパラセーリングとバナナボートを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません
※送迎時間は①～⑦をお選び下さい

GU012 ジェットスキー+パラセーリング 1名 ¥15,600
￥8,500

(幼児￥3,500)
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にジェットスキーとパラセーリングを楽しめます♪
※送迎時間は①～⑦をお選び下さい

GU013 ジェットスキー+パラセーリング+バナナボート 1名 ¥18,500
￥8,500

(幼児￥3,500)
× 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にパラセーリングとジェットスキー、バナナボートを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません
※送迎時間は①～⑦をお選び下さい

GU014
イルカウォッチング+ジェットスキー

+オーシャンシュノーケル
1名 ¥18,500 ¥8,500 × 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にイルカウォッチングとジェットスキー、オーシャンシュノーケルを楽しめます♪
※送迎時間は①～③をお選び下さい

GU015
イルカウォッチング+パラセーリング

+バナナボート+オーシャンシュノーケル
1名 ¥19,900 ¥8,500 × 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にイルカウォッチングとパラセーリング、バナナボート、
オーシャンシュノーケルを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません
※送迎時間は①～③をお選び下さい

GU016
イルカウォッチング+ジェットスキー

+パラセーリング+バナナボート
+オーシャンシュノーケル

1名 ¥24,000 ¥9,200 × 昼食 終日

スーパービーチリゾートプランの他にイルカウォッチングとジェットスキー、パラセーリング、
バナナボート、オーシャンシュノーケルを楽しめます♪
※14歳未満の方はバナナボートに乗ることが出来ません
※送迎時間は①～②をお選び下さい

GU026 コースA 1名 ¥14,000 ¥7,000 × 昼食 約7.5時間
透明な海、グアムの本格的なプライベートビーチ！！
レンタルビーチ用具、魚のえさ、タオルレンタルの他にBBQランチが含まれています♪

GU027 コースB 1名 ¥9,800 ¥4,900 × × 約7.5時間
透明な海、グアムの本格的なプライベートビーチ！！
レンタルビーチ用具、魚のえさ、タオルレンタルが含まれています♪

料金（円）
申込番号 コース名 催行人数 送迎 食事 所要時間 内容詳細

開始・解散
予定時間（※目安）

■アルパンビーチクラブ　（定休日：毎週土曜日・営業時間～17：00まで）
送迎時間: ① 8:00台  ② 9:00台  ③ 10:00台  ④11:00  ⑤ 12:00  ⑥13:00  ⑦ 14:00  ⑧ 15:00 (ご予約時にご指定ください)
各ホテル又は指定集合場所へお迎え⇒アルバンビーチクラブへ⇒施設利用方法の説明を受けた後、各アクティビティーをお楽しみください♪
※ホテルへのお戻りは12:30～17:30まで毎時1本運行しております。当日、お好きな時間をお選びください。
※子供料金適応は6～11歳、幼児料金は2～5歳、2歳未満は無料

■ココパームガーデンビーチ　（定休日：毎週日曜日・営業時間～17：00まで） ※キャンセル規定：催行日の２日前より100％チャージ
送迎時間: 8:45～ (ご予約時にご指定ください)
各ホテル又は指定集合場所へお迎え⇒ココパームガーデンビーチへ⇒施設利用方法の説明を受けた後、各アクティビティーをお楽しみください♪
⇒15:00頃ココパーム出発 (各主要ホテル到着は15:50～16:30頃となります)
※子供料金は3～11歳、2歳以下無料



大人 子供

GU024 ココスコース（基本コース）　 1名 ¥12,700 ¥6,400 × 昼食 約9時間
1日のんびりするのもよし、アクティビティで遊ぶもよし。とにかく島へ行ってみたい、島で詳しい説明を聞いてから
アクティビティを選びたいという方におすすめです。

GU047 ココス＆体験ダイビング 1名 ¥22,000
￥15,600

(10歳未満不可)
× 昼食 約9時間

昼食＆飲み物付き！
ビーチマット、ビーチチェア、ビーチパラソルのいずれか無料貸出致します。
ポイントはボートで少し沖に出た環礁内の浅場。水深は３～４ｍ。
潜水時間は、約20分くらいです。

GU048 ココス＆シーウォーカー 1名 ¥22,000
￥15,600

(7歳未満不可)
× 昼食 約9時間

海上から空気が送られるヘルメットをかぶり、海底を散歩。泳ぎの苦手な方、
眼鏡やコンタクトレンズの方でも安心です

GU025 半日ココス 1名 ¥8,200 ¥5,200 × × 約6時間
午後はゆっくりショッピングなど、自由行動を楽しむ行動派にうれしい半日コース。
日焼けが気になる女性に大人気です。
※ホテルからの送迎は7:40～のみのご利用となります。

GU049 半日ココス＆パラセーリング＆バナナボート 1名 ¥14,900
￥14,000

(5歳未満不可)
× × 約6時間

上空30ｍの高さを空中散歩。美しいココス島とエメラルドグリーンを空から眺められます。
運が良ければ海ガメやマンタなどが見られるかも♪
※パラセーリングは2人乗り使用です。
※ホテルからの送迎は7:40～のみのご利用となります。

GU050 半日ココス＆バナナボート＆ジェットスキー 1名 ¥13,500
￥12,600

(5歳未満不可)
× × 約6時間

人気のジェットスキーをグアムでは免許不要でクルージング出来ます。
座って乗るタイプだからとっても簡単♪
※ジェットスキーは2人乗り使用になります。
※ホテルからの送迎は7:40～のみのご利用となります。

GU051 半日ココス＆ウエイクボード 1名 ¥14,900
￥14,000

(5歳未満不可)
× × 約6時間

穏やかなココスの海だから初心者の方でも安心♪
※ホテルからの送迎は7:40～のみのご利用となります。

GU018 オンワードパック 1名 ¥17,800
￥10,700

(5歳未満不可)
× × 約6時間

ジェットスキー、パラセーリング、バナナボート、ウォーターパークチケットが1つになった
グアムの魅力が満載のツアーです。

GU019 アクアパック 1名 ¥13,500
￥8,500

(5歳未満不可)
× × 約6時間 ジェットスキー、パラセーリング、ウォーターパークチケットが1つになったツアーです。

GU020 ビーチパック 1名 ¥12,800
￥8,500

(5歳未満不可)
× × 約6時間 ジェットスキー、バナナボート、ウォーターパークチケットが1つになったツアーです。

GU044 オンワードパック (オンワード宿泊者限定) 1名 ¥14,900
￥9,200

(5歳未満不可)
× × 約6時間

オンワードホテル宿泊者限定！ジェットスキー、パラセーリング、バナナボート、ウォーターパークチケットが1つに
なったグアムの魅力が満載のツアーです。

GU045 アクアパック (オンワード宿泊者限定) 1名 ¥10,600
￥7,100

(5歳未満不可)
× × 約6時間

オンワードホテル宿泊者限定！ジェットスキー、パラセーリング、ウォーターパークチケットが1つになったツアーで
す。

GU046 ビーチパック (オンワード宿泊者限定) 1名 ¥9,900
￥6,400

(5歳未満不可)
× × 約6時間

オンワードホテル宿泊者限定！ジェットスキー、バナナボート、ウォーターパークチケットが1つになったツアーで
す。

GU214
グアムプラザホテル内

ターザウォーターパーク入場券
1名 ¥5,700

￥4,200
(5歳未満無料)

× × 終日
10:00～17:00

※水曜日は定休日

暗闇の中をグルグル落下する「ブラックホール」や全長90mから160mの11本の滑り台を含め、
全14種のアトラクションが楽しめます♪
※ターザウォーターパーク内の一部アクティビティが無期限で閉鎖中

GU023
パシフィックアイランドクラブ（ＰＩＣ）

1日コース
1名 ¥16,000 ¥7,800 ○ 昼食 終日 9:00〜17:00

泳げる水族館をはじめ、ウォータースライダーやお子様専用のシッキースプラッシュプール、カヤックが楽しめるラ
グーンや、ビーチアクティビティーをお楽しみ頂けます！

GU174
ラムラムツアー グアム島１周の旅

グアム見どころ満載バスツアー１日コース
2名 ¥10,600 ¥5,700 ○ 昼食 約8時間 8:00～17:00

太平洋戦争国立歴史館、ガーンポイント、スペイン古橋(車窓)、ソレダッド砦、フィッシュアイマリンパーク海中展望
塔、アサン湾展望台、南太平洋戦没者慰霊公園、恋人岬へ。
昼食はオンワードホテル内ル・プルミエ（※予告なく変更になる場合がございます）

※フィッシュアイ海中展望塔入場料・恋人岬展望塔入場料は含まれています。

GU120
チャモロビレッジナイトマーケット

(水曜日限定)
2名 ¥6,400 ¥3,000 ○ 夕食 約3時間 17:30～20:30

グアムの歴史をそのまま再現したスペイン風の村でナイトマーケットが開催されています。
バンドの生演奏や屋内ではダンス大会も開かれ、グアムの民芸品やチョーカー、貝細工などもお店もたくさんあり
ます！
「シーグリル・レストラン」へ集合後、夕食⇒チャモロビレッジへ⇒各自自由行動⇒各ホテルへお送り

GU114
スタンディングアップパドルボード(ＳＵＰ)

レンタル＆ツアー
１時間のガイド付きツアー

2名 ¥6,500
(13歳未満不可)

× 昼食 約1時間

① 9:00～
②10:00～
③11:00～
④13:00～
⑤14:00～
⑥15:00～

波の静かなタモン湾で熱帯魚を見ながらSUPでのんびりパドリング！初めての方にもガイドが丁寧に指導してくれ
るので安心♪6～12歳の方は、18歳以上の方のボード同乗であれば無料で参加可能です。

※送迎は含まれておりません。各自ウェスティンホテルビーチサイドの"TROPICAL BEACH HOUSE CLUBE"前に
催行時間10分前に起こしください。
※更衣室が無いため水着着用の上タオルをご持参ください。
※１回の開催で最大４名様までとなります。

スターツグアムゴルフリゾート (平日)
※9ホール、2019/4/1～12/27、2020/3/1～3/31

1名 ¥11,400
￥7,800

(5歳未満不可)

スターツグアムゴルフリゾート (土日)
※9ホール、2019/4/1～12/27、2020/3/1～3/31

1名 ¥12,800
￥9,200

(5歳未満不可)

スターツグアムゴルフリゾート (ピーク期)
※9ホール、2019/12/28～2020/2/29

1名 ¥15,600
￥12,100

(5歳未満不可)

インターナショナルカントリークラブ (オフ期)
※18ホール、2019/4/1～12/25、2020/3/1～31

1名 ¥14,100
￥8,400

(5歳未満不可)

インターナショナルカントリークラブ (ピーク期)
※18ホール、2019/12/26～2020/2/29

1名 ¥21,200
￥11,200

(5歳未満不可)

オンワード　マンギラオゴルフクラブ(オフ期)
※2019/4/1～12/27、2020/3/9～31

※オンワード宿泊者以外
1名 ¥22,800 ×

オンワード　マンギラオゴルフクラブ(ピーク期)
※2019/12/28～2020/3/8
※オンワード宿泊者以外

1名 ¥29,900 ×

オンワード　タロフォフォゴルフクラブ (オフ)
※2019/4/1～12/27、2020/3/9～31

※オンワード宿泊者以外
1名 ¥17,100 ×

オンワード タロフォフォゴルフクラブ(ピーク)
※2019/12/28～2020/3/8
※オンワード宿泊者以外

1名 ¥24,200 ×

絶妙なレイアウトを施した戦略性の高い人気のコース。
自然の景観と微妙なアンジュレーションを生かしたアウトコース
太平洋に沿って展開する雄大なインコースと南国ゴルフの魅力を存分に楽しめます。
※レンタルクラブ・レンタルシューズは当日ゴルフ場で申し込み・支払い
※ホテルまでの送迎希望時間は、カウンターにてお申し出ください

○ × 約6時間 7:00～13:30

誰もが一度は挑戦したくなる５番ミドルのアイランドグリーンや
美しい南国の花々に囲まれリゾートゴルフを思う存分満喫できるアウトコース
さらに雄大なパームツリーが生い茂る原生林を背景に自然の地形を生かし戦略性に富んだインコース
様々な表情を持つこのタロフォフォで、ドラマティックなプレーをお楽しみください。
※レンタルクラブ・レンタルシューズは当日ゴルフ場で申し込み・支払い
※ホテルまでの送迎希望時間は、カウンターにてお申し出ください

送迎

○ × 約6時間 7:00～13:30

約6時間 7:00～13:30GU303

タモン地区のホテル街や空港にも近く、ご帰国日にもプレーができます！
初心者・ご家族にも人気な手ぶらでゴルフプラン！
※レンタルクラブ、レンタルシューズ、ホール、ティー、練習ボールが含まれます
※ホテルまでの送迎希望時間は、カウンターにてお申し出ください

食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
内容詳細

送迎時間: ①7:40～/②9:35～ (ご予約時にご指定ください)
各ホテル又は指定集合場所へお迎え⇒スーパーマリンリゾートココスへ⇒施設利用方法の説明を受けた後、各アクティビティーをお楽しみください♪
⇒15:20頃、もしくは16:00頃ココス島出発 (各主要ホテル到着は17:00～18:00頃となります)
※子供料金適応は2～11歳

■オンワードビーチリゾート　（定休日：年中無休）
オンワードビーチリゾートへは、トロリーでお越しください

■GOLF～ゴルフプラン～

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

GU078

GU234

GU142

■スーパーマリンリゾートココス　（定休日：年中無休）

○ × 終日 6:00～18:00

USGA認定の本格ゴルフコースでありながら、ゴルフカートのフェアウェイ乗り入れも可能。
初心者やお子様、ご年配の方、グループや団体様も存分にお楽しみいただけます。
日本人のスタッフもフロントに常駐しています。
※レンタルクラブ、レンタルシューズ、カート使用料が含まれます
※ホテルまでの送迎希望時間は、カウンターにてお申し出ください

○ ×



大人 子供

GU003

サンドキャッスル ラスベガス シアター 「Zubrick」
カジュアル観ショープラン

※日・水曜日は定休
※12/31-1/3は特別料金となります。

1名 ¥9,700 ¥2,700 × × 約2時間
19:00～20:45
21:00～22:45

グアムで本場ラスベガスショーを開催！クオリティ、スケールともにNo.1レベルを誇り、進化し続ける世界でたった
一つのステージ！！
東洋と西洋のエンターテイメントが融合したエキサイティングかつ豪華な演出で、幅広いの年齢層の人気で誰もが
お楽しみ頂ける内容です♪
※ビーチサンダルや水着等でのご利用はご遠慮頂いております。

GU079

サンドキャッスル ラスベガス シアター 「Zubrick」
カジュアル・ディナー・プラン

※日・水曜日は定休
※12/31-1/3は特別料金となります。

1名 ¥15,500 ¥4,900 × 夕食 約3時間 18:00～20:45
カジュアルディナーとショーのプランです。お食事は軽食メニューのご提供となり、
お子様にはお子様料理が提供されます。（スープ・メインディッシュ・デザート・ジュース付）

GU306
『ザ・ビーチ』 BBQビュッフェ＆ディナーショー

※水曜日は定休
10名 ¥12,700

￥6,500
(6歳未満無料)

○ 夕食 約3時間 17:00～20:30

グアムで唯一のオン・ザ・ビーチのアイランドショー！！
美しいダンサーとユニークなファイアーダンサーによるパフォーマンスで、太平洋の島々の伝説をご覧いただくこと
ができます♪グアム最大級の舞台にも注目です！BBQを含む、食べ放題のブッフェディナー付。
※飲み物代は含まれておりません。追加代金にてオープンバー1時間プラン(大人おひとり様：2,200円　6～11歳：
1,500円)のお手配も可能です。
※4-9月は18：00チェックイン、10-3月は17：45チェックインとなります。

GU312

フィッシュアイ・ポリネシアンディナーショー
（海中展望塔見学付き）

※月曜日は定休
※4/29、8/5・12・19、12/30は催行予定

1名 ¥13,900
￥6,900

(5歳未満無料)
○ 夕食 約4時間 16:30～21:00

グアムで一番人気のアイランド・ショーが大幅バージョンアップ ！
トロピカルムードいっぱい、感動いっぱい!!迫力満点の戦士達の威嚇の踊りもあれば、
エレガントなハワイアンナンバーも。締めはなんと言ってもファイアーダンス！

GU154 フィエスタビーチサイドバーベキュー 1名 ¥15,500
￥4,800

(5歳未満無料)
○ 夕食 約3時間 17:00～20:30

フィエスタリゾートホテルの中庭に新設された会場でサンセット眺めながらのバーベキューディナーをお楽しみ下さ
い。各種お肉の他にシーフードも充実♪
食事後はポリネシアンダンスのオリジナルカルチャーショーも！

GU288
ニッコーサンセットビーチバーベキュー

～パラダイスメニュー～
1名 ¥10,200 ¥4,700 ○ 夕食 約3時間 17:00～20:30

厳選された食材をお客様自らお好みの炭火で調理して頂き、
間近で行われる迫力満点のファイヤーダンスと魅力的なポリネシアンダンスがお楽しみ頂けます。
★骨付きカルビとチキンの食べ放題、飲み放題（ビール、ソーダ類、ジュース類、ウーロン茶）

GU274 ハイアットブリージスサンセットバーベキュー 1名 ¥12,000
￥6,000

(5歳未満無料)
○ 夕食 約3時間 17:00～20:30

ポリネシアンダンス・ファイヤーショーで南国グアムの雰囲気を満喫♪
シェフが最高の焼き加減にグリルするバーベキューを美しいサンセットと共にお楽しみください♪
★マヒマヒ・ポークリブ・海老・ビーフリブアイ・ソーセージ・ビーフショートリブ・チキンブレスト・イカ・グリルベジタブ
ルBBQ、サラダバー、ビール/ソーダ/ソフトドリンク飲み放題込

GU052
ウェスティン スターライトバーベキュー

(オリジナルメニュー)
1名 ¥7,500 ¥3,500

GU053
ウェスティン スターライトバーベキュー

(アップグレードメニュー)
1名 ¥10,600 ¥3,500

GU173
シェラトン ･ ラグーナ ･ グアム ･ リゾート

ベイサイド BBQ
1名 ¥9,200

￥4,700
(5歳未満無料)

○ 夕食 約3時間 17:30～20:00
新鮮なミート、シーフード、野菜をビュッフェスタイルのBBQをシェラトン流に更に美味しく！
エンターテイメントは、伝統のトロピカルダンスショーのパフォーマンス。
アットホームな会場でダンサーとの一体感を味わえるのがシェラトンならではのBBQショーの魅力です

GU141 ヒルトントロピックスバーベキュー 1名 ¥8,800
￥4,200

(5歳未満無料)
○ 夕食 約3時間 17:30～20:00

厳選された食材がプロのシェフによって調理されるのでバーベキュー本来の美味しさが味わえます。（ご自身では
焼きません。）
美しいタモン湾と恋人岬が一望できる屋根付き屋外のツリーバー＆レストランにて、ポリネシアンダンスショーと
ディナーをカップルからファミリーまで皆様でお楽しみ頂けます。

GU239
セイルズバーベキュー

デラックスBBQ
1名 ¥12,600 ¥4,300 ○ 夕食 約1時間半

①18:00～19：30
②19:45～21:15

ビーチフロントBBQならココ！立地抜群タモン湾のビーチサイドテラスにてBBQ♪
活ロブスター、サーロインステーキ、チキン、オイスター、野菜＋サラダバー、生ビール、ワイン、ソーダ類、アイス
ティー、チャモロパンチが含まれます。
 ※キッズBBQ（4-11歳）はカルビ、ウィンナー、ソーセージ、串刺し海老、野菜、アイスクリーム＋ドリンク
※幼児（0-3歳）はお食事提供がございませんのでご希望の場合はキッズBBQをお申込みください。

GU329 BIG サンセット・ディナークルーズ ¥14,100 ¥7,800

GU330
BIG サンセット・ディナークルーズ

(VIPプラン)
¥20,600 ¥10,600

☆催行人数以下のご予約も承ることが可能ですが、当日催行人数に満たない場合はツアーの中止を行う場合がございます。
☆送迎付きのツアーにつきましては、ホテルまたは指定場所からの送迎となります。詳しくは往路空港送迎時に担当ガイドへご確認ください。
☆上記行き先・時刻は、交通事情・現地都合により変更する場合があります。目安としていただきますようお願いたします。
☆所有時間は送迎を除くツアー開始～終了の時間となります。
　ホテルのピックアップ時間は催行開始時間より1時間以上早い場合があり、ホテル到着時間は1時間以上遅くなることもございます。
☆すべてのツアーは日本申し込み・日本払いとなります。
☆現地事情により、ご希望のお日にちのご予約がお取りできない場合もございます。

◆お申込みについて
ご出発の10日前まで受付しております。それ以降のお申込みは承れませんので、予めご了承ください。
◆お取消について
　お客様都合の取消し・変更により発生する手数料はお申込頂きましたパッケージツアーと同条件となります。
※オプショナルツアーのサービスの提供に関して代理、媒介または取り次ぐものであり、サービスの提供者ではありません。
　当社はサービスの提供者の責任に帰すべき事由により起因するすべての損害に関しては一切の責任を負いません。　

◆ツアー企画・主催：SKYhub

8名

オーシャンビューと夕陽を眺めながら次第に夜が更けゆく星空の下で、
厳選した肉や野菜を楽しくお客様ご自身で焼いて頂く気軽なバーベキューディナーです♪
海と砂浜をすぐ目の前に夜が更けゆく星空の中で、思い出のひと時をお過ごしください。
※お子様はキッズメニューにてご案内となります。

以下、ご予約時に希望の送迎時間をお伝えください
①18：00～、②18：30～、③19：00 ～、④19：30～

○ 夕食 約3時間 17:00～20:30

船上から眺めるロマンチックなサンセット、食べ放題のBBQビュッフェやビール、ワイン、
ソフトドリンクが楽しめるディナークルーズ。
広々とした2階建てのボートに乗って、グアムの海を大冒険！
※毎週水曜日は定休日
※～4/21迄は機材メンテナンスのため不催行、2020/1/24は貸切のため不催行

16:00～20:00約4時間夕食○

食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
内容詳細申込番号 コース名 催行人数

料金（円）
送迎

■ エンターテイメント・お食事プラン（ショー/ディナーショー/クルーズ）

※イルカは野生動物のため100％現れるという保証はできかねますので、ご了承ください。

また、イルカに会えなかった場合、下記２つのオプションがございます。

①イルカウォッチングツアーにもう一度参加。(空きがある時のみ)

②オリジナルＴシャツプレゼント

※イルカウォッチング中、天候によっては安全面より、キャプテンの判断でシュノーケリング、

※妊娠中の方はご参加いただけません。

※シーウォーカーは8歳から80歳まで参加可能。ただし8～18歳以下のお子様は大人の同伴が必要です。

耳抜きが出来ない方、妊娠中の方、心臓に疾患のある方、肺・呼吸器に重度の疾患のある方はご参加不可です。

※ジェットスキー、パラセーリングは6歳から参加可能。

※体験ダイビングは10歳以上から参加可能。20歳未満の参加者は保護者のサインが必要となります。

また、ダイビングはダイビング終了後から飛行機に乗るまで最低12時間以上空けてください。

※バナナボートは、14歳未満の方はご利用頂けません。

※心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、投薬中、既往症をお持ちの方は、水中における危険性を誤認識の上、

自己責任にてご参加ください。


