ヴィラに専用ジャグジーやプール
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グアム・ホテル・オークラは、今回の大規模リノベ
ーションが終了する今冬を機にホテル名を「グアム・
ホテル・オークラ ヴィラ＆スパ」に変更。高級ヴィ
ラ棟やオークラビーチクラブ、チャペルの新設、客室
の改修などを通じ、世界レベルの高級リゾート施設に
生まれ変わったことを広く打ち出していく。
なかでも注目を集めているのが、グアムでは初とな
るヴィラ棟の新設だ。全23棟から成るプライベート
ヴィラは、ビーチに下りる傾斜を利用し階段状に設計。
タモン湾の美しい眺望が目の前に広がるような工夫が
なされている。ほぼ全棟に専用のプールとジャグジー
が設けられ、プライベート感あふれる究極のリラック
スタイムを提供。ヴィラ利用者の専用ラウンジも設置
される。加えて、空港とホテル間で専用車による送迎
も計画されており、グアム到着と同時に高級リゾート
感を演出していく考え。
また、世界的にも有名なスパコーディネーター、シ
ルビア・セティエリが神奈川県江の島に誕生させた
「エノスパ」直営によるスパ施設も新設される。セラ
ピストがヴィラのバトラーを兼任するため、ヴィラ内
での施術も可能となる。

「オークラ・ビーチクラブ」が誕生
もう1つの目玉が「オークラ・ビーチクラブ」の誕
生だ。マリンセンター、更衣室、シャワールームなど
を整備するほか、タモン湾を望みながら泳げる大規模
な複合プールが設けられる。ビーチに最も近い場所に
はオープンエアのビュッフェスタイル・レストランも

新設。潮風を感じながら食事を楽しむことができる。
また、プールとビュッフェレストランの間にはビーチ
サイドバーも併設されるなど、リゾート気分を盛り上
げる一大ビーチ施設が新たに誕生する。
一方、客室棟のリノベーションも進められている。
旧アイランドイン棟の200室を2〜3室分コネクトす
る形で64室までしぼり、広々としたスペースを確保。
キチネットなどを整備し、名称も「レジデンシャルウ
イング」に変更。ファミリーや団塊世代の長期滞在に
適した施設に生まれ変わる予定だ。
また、アジアンリゾートをコンセプトにメインエン
トランスアプローチとメインロビーも改装される。

チャペルは音色にこだわる本物志向
好調なウエディング需要に対応するため、タワーウ
イングのガーデンスペースにチャペル「オーシャン＆
シンフォニー」を新設する。グアムでは唯一となるパ
イプオルガンをドイツから導入。ソプラノシンガーに
よる独唱と合わせ、音色にこだわった本物追求のウエ
ディングをコンセプトとしている。また、挙式後のプ
ライベートダイニングスペースとしてセンター棟7階
に海を見下ろすオーシャンビューバンケットルーム
「セレブレーション・キュイジーヌ クラウド ナイン 」
を設置。着席で30人収容できる個室が3部屋設けられ
る。
ヴィラと組み合わせることで、オークラならではの
高級志向のウエディングが体験できそうだ。
所在地：185 Gun Beach Road, Tamuning, Guam 96913-4202
Tel：671- 646-6811／Fax：671- 646 - 1403
URL：www.okura.com.gu

グアム・ホテル・オークラ

Guam Hotel Okura
今年開業35周年を迎えたグアム・ホテル・オークラが世界レベルの高級リゾートを目指
し、昨年秋から大規模なリノベーションを実施中だ。目玉はグアム初となる23棟のプライ
ベートヴィラの新設で、専用ジャグジーとプールが設けられるなどエグゼクティブのため
の専用施設が誕生する。このほか、複合プール施設やビーチに面したレストラン、チャペ
ルなど6つの新施設の工事が、今冬の完成を目指し急ピッチで進められている。

1

3

Mini Information
月・金曜にカクテルパーティー開催中
開業35周年記念日となる今年12月2日
まで、毎週月・金曜の17時からカクテル
パーティーを実施中です。場所はシェルブ
ルーラウンジまたはプールサイドベランダ
で、宿泊者の参加は無料。宮崎誠総支配人
が宿泊客をもてなしてくれます。

2

4

1 完成後はグアム随一の一大リゾートホテルとなる 2 宮崎誠総支配人 3 チャペル「オーシャン＆シンフォニー」も新設（イメージ） 4 新設されるヴィラ棟には専用プールも（イメージ）
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ヒルトン・グアム・リゾート＆スパで昨年4月のオ
ープン以来人気を集めている高級客室棟の「タシ・ク
ラブ」
。コンシェルジュの24時間体制での日本語対応
や専用ラウンジでのパーソナルチェックイン、スポー
ツ施設の無料利用、レストランの優先予約といった顧
客満足を徹底追求してきた姿勢が認められ、今年、グ
アム政府観光局（GVB）から06年度の「観光優秀賞
（Excellence in Tourism Awards）
」を受賞した。
この賞は、毎年GVBがグアム観光の発展に貢献し
ていると認めた施設とサービスを対象に贈られている
もの。タシ・クラブの利用者対象のアンケートでは、
昨年末現在で顧客満足度が96％という高い数字を示
していた。
同ホテルではさらなる展開として、今年の11月に
新しいチャペル「AQUA STELLA CHAPEL」
（アク
アステラチャペル）がオープン。アクアステラは水の
星という意味で、その名のとおり美しい海と星の恩恵
を受けて輝くガラスのチャペルをイメージ。挙式後の
パーティーに利用される「PACIFIC SUITE」
（パシフ
ィック・スイート）は、チャペル横に2棟建設される。
「パシフィック・スイート」では、ホテル内レストラ
ン「Roy's」
（ロイズ）の料理を提供し、20〜30人で
の利用が可能。挙式後の宿泊に「タシ・クラブ」を組
み合わせることで、上質な ５つ星ウエディング が

ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ

Hilton Guam Resort & Spa

［PR］
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タシ・クラブの
「タシ」って何？
チャモロ語で「オーシャン」
を意味します。その名のとお
り、タシ・クラブ棟の目の前
に美しいタモン湾が広がって
いて、すべての部屋からビュ
ーが楽しめます。

2

1

1 ロケーションも良好のヒルト
ン・グアム 2 独自のサービス

で人気を集めるタシ・クラブ

叶えられそうだ。
また、ホテル内では昨年末から大幅なリノベーショ
ンが行われていたが、35周年を迎えた今年、すべて
の工事が完了。客室棟の「マガス・ビルディング」
「マガラヒ・タワー」の改装に加え、メインロビーも
落ち着いた木目調のイメージに刷新。メインダイニン
グ「ロイズ」
、ビュッフェレストランの「アイランダ
ー・テラス」も生まれ変わり、大人が楽しめる老舗リ
ゾートホテルとして、新たな歴史を刻んでいく。
所在地：202 Hilton Road, Tumon Bay, Guam
96913
Tel：671- 646 - 1835／Fax： 671- 646 - 6038
URL：www.hilton.co.jp/guam

グアムに行くなら3泊4日の滞在ではもったいない。
近年の大がかりな改装でグレードアップしたホテルにのんびりステイし
グアムならではの多彩なアクティビティーや
島内の美しい自然を満喫する――
そんな滞在スタイルを提案します。

C o n t e n t s
p06
p13
p20
p23
p27

グレードアップしたホテルでゆったりステイを
もう1泊してでも楽しみたい グアムならではの体験型観光
超ローカル体験スポット教えます〜地元民だけが知る？ あんな店、こんな楽しみ〜
その先のビーチへ…… 〜北のココパーム、南のココス島〜
ニュース＆旅のプロが語る グアムへの誘い
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Cocos Island Resort
Continental Airlines
Gray Hound Park Guam
Guam Hotel Okura
Hilton Guam Resort & Spa
LeoPalece Resort Guam
Pacific Islands Club
Pleasure Island Guam
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日：2007年9月10日
人：森谷博
所：㈱トラベルジャーナル
東京都中野区東中野3-10-13 TJホスピタリティビル
編 集 制 作：©トラベルジャーナル
編
集：西村健太郎
営
業：松浦克泰
デ ザ イ ン：白井有希子
取材・撮影：ココプランニング・アンド・コー、臼井京音
写真提供・取材協力：グアム政府観光局
印 刷 所：㈱アイプレス、欧文印刷㈱

※本誌に掲載のデータは2007年7月現在のものです

05

注目度
No.1

SHERATON LAGUNA GUAM RESORT

シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート

ラグジュアリーなグアム滞在を楽しみたいカップルにお勧め
「オーシャンフロント・コーナースイート」の部屋
にはプライベートジャグジーを完備

シェラトンならではの高いクオリティー
今年4月、旧パレス・ホテルを全
面改装してオープンしたシェラト
ン・ラグーナ・グアム・リゾート。
全311室のうち84室がスイートタ
イプ。
「約5000㎡の広さを誇るラグ
ーンがこのデラックスリゾートの最
大の特徴」
（KNT）だ。旅行会社か
らは「ラグーンとモダンな施設を備
えた新しいリゾート」
（JTB）
、
「シ
ェラトンならではの高いクオリティ
ーとホテルデザインを誇る」
（HIS）
と非常に注目度が高い。

部屋の種類はオーシャンビュール
ームからプレジデンシャルスイート
広々としたラグーンと海の見え
まで7タイプ。このうち全8室あるオ
るプール
ーシャンフロント・コーナースイー
ト（客室54㎡、バルコニー52㎡） の「ラグーナクラブ・ラウンジ」
は、
「ベッドルームとリビングが独 （24時間営業）での朝食・ドリンク
立した贅沢な客室」
（ジャルパック） などのサービスが受けられる。
となっており、海が眺められるテラ
所在地：470 Farenholt Avenue, Tamuning, Guam 96913
スにはプライベートジャグジーが備
URL：www.sheraton-laguna-guam.com
えられている。また、ラグーナクラ
Tel：671-646-2222
日本での連絡先：シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート東京事務所／
ブルーム以上の利用者には、グアム
03-5413-5980
最大の広さを誇るという10〜11階

グレードアップした
長期滞在
最適 ゆったりステイを
に

HILTON GUAM
RESORT & SPA

ヒルトン・グアム・
リゾート＆スパ

行き届いたサービスで人気を
集める「タシ・クラブ」の客
室はすべてオーシャンビュー

全客室
を
改装

日本料理「源氏」
などレストラン
もリニューアル
済み

優雅な長期滞在にはタシ・クラブを

タシ・クラブに併設の「マンダラ・スパ」では、
野外トリートメントルームも備え、波の音を聞
きながら施術を受けることができる

（全95室）は、専
今年春に全館のリノベーションを 「タシ・クラブ」
グアムの魅力を満喫できる」
（HIS）
終えたヒルトン・グアム・リゾー
用チェックインカウンターや24時
ので、ゆったり味わうホテルライフ
ト＆スパ。
「タモン湾と恋人岬を一
間日本語対応のコンシェルジュなど
も魅力だ。
望する、閑静なデラックスリゾート」 「他にはないエグゼクティブ感を味 （→関連記事4ページ）
（ジャルパック）として、グアム最
わえる」
（JTB）施設として好評を
得ており、優雅な長期滞在にお勧め。 所在地：202 Hilton Road, Tumon Bay,
大級の規模を誇る。客室はメイン棟
Guam 96913
の「マガス・ビルディング」をはじ
このほど全面改装された「源氏」 URL：www.hilton.co.jp/guam
Tel：671-646-1835
め、13階建ての
「マガラヒ・タワー」
、 「ロイズ」をはじめとした7つのレス
日本での連絡先：ヒルトン・リザベーショ
トランや宿泊者専用のウォーターパ
全室オーシャンフロントの「タシ・
ンズ＆カスタマー・ケア／03-5405-7700
クラブ」の3棟から成る。なかでも
ーク、グアムで最も新しい「マンダ
（東京03区域内）、0120-489-852（東京03
区域外）
06年2月にオープンした高級客室棟
ラ・スパ」など、
「ホテル内だけで

06

大人のリゾート
ヴィラ棟やスパの新設など、大規
模な改修工事が行われている「グア
ム・ホテル・オークラ・ザ・タワ
ー」
。日系ならではの「細やかな心
配りで旅慣れた大人も満足させるハ
イクラスホテル」
（KNT）で、
「ホテ
ル前に広がるビーチはタモン湾でも
屈指の美しさを誇る」
（ジャルパッ
ク）というロケーションも魅力だ。

さらに進化へ

今年の冬以降には、グアムでは初
めてとなる高級ヴィラ棟、スパなど
が建設され、ビーチや複合プールか
ら成る「オークラ・ビーチクラブ」
も整備される。来年には「静かなス
テイを楽しめる、大人のリゾート」
（JTB）がさらに進化を遂げている
はずだ。
（→関連記事3ページ）

期待度
No.1

所在地：185 Gun Beach Road, Tamuning, Guam 96913-4202
URL：www.okura.com.gu
Tel：671-646-6811
日本での連絡先：オークラ ホテルズ＆リゾーツ 集中予約セン
ター／0120-003741または03-3224-6650

GUAM HOTEL OKURA THE TOWER

グアム・ホテル・オークラ・
ザ・タワー
※07年冬より名称を
「グアム・ホテル・オークラ
ヴィラ＆スパ」に変更予定

部屋へ入った瞬間 海が広がる
今年春に全客室のリニューアルが
完了したホテル・ニッコー・グア
ム。同ホテルは「ベッドからも海が
眺められるほどの絶好の立地」
（JTB）が自慢で、全客室がオーシ
ャンフロント。
「一歩入ると、窓か
らはタモン湾が見渡せる」
（ジャル
パック）ため、同社では特にビュ
ーが良いとされる高層階の部屋を
「とっておきの海景セレクション」
としてチョイス。タモン湾ビュー、
プレミアオーシャンフロントビュ
ー、恋人岬ビューの3種類から選べ
るようにしているほど。

専用プールを備えたヴィラも建設されている（イメージ）

グアムのホテルは、近年の相次ぐリノベーションで大幅なグレー
ドアップが図られている。
「上質」や「リニューアル」などをテー
マに、5泊以上のゆったり滞在に最適なホテルを、大手旅行会社の
ツアーパンフレット（※）から選んだ。

タモン湾の高台
に立つホテルか
らは最高のビュ
ーが楽しめる

※JTB（ルック）
、近畿日本ツーリスト＝KNT（ホリデイ）
、日本旅行＝日旅（ベストエクセレント／ベ
スト）
、エイチ・アイ・エス＝HIS（チャオ）
、ジャルパック（アイル／アヴァ）のツアーパンフレット
（07年2月〜08年4月成田出発分）を参照した。

ホテルで
〜旅行会社が選ぶ〜

上質ホテル

最上階の15階の
ポセイドンルー
ムでワンランク
上のステイを楽
しみたい

抜群の
眺望

No.1人気スポットにあるデラックスホテル
タモンの中心地に位置するDFS
ギャラリアやザ・プラザ、トンネル
水族館アンダーウォーターワールド
などで構成される「プレジャー・ア
イランド」は、
「グアムNo.1の人気
スポット」
（ジャルパック）だ。そ

所在地：1255 Pale San Vitores Road,
Tumon Bay, Guam 96913
URL：ogm.outrigger-japan.com
Tel：671-649-9000
日本での連絡先：アウトリガーホテルズ
＆リゾーツ東京セールスオフィス／
03-3436-5451

して、その中核に立地する「アウト
リガー・グアム・リゾート」は当然、
「グアムNo.1の位置」
（KNT）
、
「楽
しみ方が無限大に広がる最高のロケ
ーション」
（HIS）を誇っている。
立地だけでなく、20階以上の高層
階にある「ボエジャーズクラブ」は
全室がオーシャンビュー。専用の
「ボエジャーズクラブラウンジ」が
使えるなど、
「ワンランク上のサー
ビス」
（JTB）が楽しめる。特にア
クティブで優雅な長期滞在者を求め
る人々にお勧めしたい。

HOTEL NIKKO GUAM

ホテル・
ニッコー・グアム

長期滞在には、
「デラックスルーム
仕様のホテルオリジナルアメニティ
が設置され、ワンランク上の滞在が
楽しめる」
（KNT）というホライズ
ンルーム（12階以上）とポセイドン
ルーム（15階）がお勧め。もちろん、
いずれもオーシャンフロントだ。な
んといっても同ホテルは「日系なら
ではの行き届いたサービスにも定評
がある」
（HIS）ため、海外に不慣れ
な旅行者やファミリーに最適だ。

所在地：P.O. Box 12819 Tamuning, Guam 96931
URL：www.nikkoguam.com
Tel：671-649-8815
日本での連絡先：ニッコーホテルズ・インターナショナル
予約センター／0120-582586、03-3458-3910

オーシャンビューの部屋も多く、アクティブな長期滞在にも最適

最高の
立地

OUTRIGGER GUAM RESORT

アウトリガー・グアム・リゾート

タモンの中心部「プレジャー・
アイランド」内という最高の立
地を誇る
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THE WESTIN RESORT GUAM

ウェスティン・リゾート・グアム

客室数が多く、スタイルに合わせてさまざまな
部屋を選べるのが利点

女性に
人気

所在地：105 Gun Beach Road, Tumon,
Guam 96913
URL：www.westin-guam.com
Tel：671-647-1020
日本での連絡先：ウェスティン ホテル
＆リゾート予約センター／
0070-800-325959、03-5423-4811
ワンランク上の滞在に使いたいロイヤルビーチクラブの客室

ロケーション抜群のホテルで快適ステイ

遊びの
王国

グアム最大級の規模
客室タイプが豊富
パシフィック・アイランド・クラ
ブ・グアム（P.I.C.）は、別名「遊
びの王国」と呼ばれるほど、無料ア
クティビティーが充実しており、
「リゾートライフを思いっきり楽しめ
る」（ジャルパック）のが大きな特
長だ。また、客室数はグアム最大級
の規模を誇っており、7つのカテゴ
リーから選択が可能。
「旅のスタイ
ルに合わせて客室タイプをセレクト
できる」
（HIS）点も見逃せない。敷
地内には70種ものアクティビティ
ーがあるので、ファミリーはもちろ
ん、グループでゆったり滞在して徹
底的に遊び尽くしたい。

タモン湾に面して立つ独特のフォ
が楽しめる。19・20階の客室「ロ
ルムの建物がウェスティン・リゾー
イヤルビーチクラブ」は最上階の専
ト・グアム。
「開放的な吹き抜けロ
用ラウンジが使えるなど、ワンラン
ビーとモダンな客室が女性に人気」 ク上の滞在にはうってつけ。また
（日旅）を集めており、独自に開発し 「ショッピング街は徒歩圏内、ビー
た「世界品質ヘブンリーベッド＆ヘ
チは目の前とロケーションも抜群」
ブンリーバスで快適ステイ」
（JTB） （HIS）である点も大きな特長だ。

PACIFIC ISLANDS CLUB
GUAM

パシフィック・
アイランド・
クラブ・グアム
（P.I.C.）

喧騒から離れ、のんびり過ごすのに最適
島中央部の丘陵に立つレオパレ 「ベッドとリビングの仕切りがない
ス・リゾート・グアムは、
「広大な
のでより広々と感じる」
（同）
。また、
敷地と広い部屋で家族旅行にも優し
コンドミニアム棟「ラ･クエスタ」
いリゾート」
（ジャルパック）とし
は「広々としたキッチン、ダイニン
て人気を集めている。タモンのホテ
グが設置」
（HIS）され、
「宿泊とい
ル街からは距離があり、喧騒から離
うよりも生活しているかのような快
れてゆっくり過ごしたい旅行者には
適な空間」
（同）となっている。
最適だ。ラテン語で「美しい眺め」
36ホールの「レオパレスリゾー
を意味するホテル棟「ベルヴェデー
トカントリークラブ」をはじめとし
レ」の客室は41㎡以上のスペースを
て、プール、テニスコート、フィッ
確保。ジュニアスイート（56㎡）は
トネスジムなど敷地内にはスポーツ
関連施設が充実しており、プロ選手
の合宿にも使われるほど。また、ミ
クロネシア最大級とされるスパの豊
富なメニューも体験してみたい。

（→関連記事12ページ）

（→関連記事10ページ）
所在地：210 Pale San Vitores Road,
P.O.BOX 9370
URL：www.picresorts.jp
Tel：671-646-9171
日本での連絡先：パシフィック・アイラン
ド・クラブ・ジャパン／03-3436-0777

巨大
リゾート

中心部にありながらも閑静な環境が自慢

街の喧騒から離れゆったり滞在するにはぴったり

客室はリゾート感とラグジュアリー感
にあふれる

観光に
便利

LEOPALACE RESORT GUAM

レオパレス・
リゾート・グアム
所在地：221 Lake View Drive, Yona,
Guam 96915
URL：www.leopalaceresort.com
Tel：671-471-0001
日本での連絡先：レオパレス21 リゾート
事業本部／0120-729021

HYATT REGENCY GUAM

ハイアット・リージェンシー・グアム
中心部なのに静かな雰囲気の高級リゾート
ハイアット・リージェンシー・グ
アムは、
「全室タモン湾を望む気品
あふれる高級リゾート」
（JTB）と
して人気が高い。タモンの中心部に
あり、DFSギャラリアも徒歩圏内と
いうロケーションながら「静かな雰
囲気が魅力」
（HIS）
。
専用ラウンジやコンシェルジュの
サービスが受けられる12〜14階の
リージェンシークラブは、
「ベッド
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ルームとの仕切りを開ければ、バス
ルームからも海が見えるリゾート感
たっぷりの部屋」
（KNT）で特別な
滞在には最適だ。
所在地：1155 Pale San Vitores Road,
Tumon, Guam 96913-4206
URL：guam.regency.hyatt.co.jp
Tel：671-647-1234
日本での連絡先：ワールドワイド リザベ
ーションセンター東京／03-3288-1234、
0120-512-343（東京03地区以外）

スタイル
に定評

GUAM MARRIOT RESORT & SPA

グアム・マリオット・リゾート＆スパ
全客室がオーシャンビューという
絶好のロケーションを誇る

アクアグリーンで統一された「マリオットスタイル」にファンも多い

FIESTA RESORT GUAM

ホテル内の人気テナントにも注目

フィエスタ・
リゾート・
グアム

タモン湾に面したビーチフロント
ティブルームの宿泊者は、昨年4月
のグアム・マリオット・リゾート＆
に新設された最上階の専用ラウンジ
の利用が可能。部屋は「眺望抜群」
スパは、
「世界的なホテルチェーンな
らではの心地良いサービス」
（KNT） （KNT）なので、ゆったり滞在には
が満喫できる。
お勧め。
また、全客室が恋人岬を望むオー
また、ホテル内には本格的なタイ
式セラピーが体験できる「アンサ
シャンビュー。室内はアクアグリー
ンで統一され、
「マリオットファン
ナ・スパ」やステーキハウス「マン
にはおなじみのスタイル」
（HIS）と
ハッタン」など、人気テナントが多
なっている。18・19階のエグゼク
いのも特長だ。

所在地：801 Pale San Vitores Road,
Tumon, Guam 96913
URL：www.fiestaguam.com
Tel：671-646-5881
日本での連絡先：アジアパシフィック
ホテルズ日本事務所／03-3532-6300

所在地：627B Pale San Vitores Road, Tumon, 96913 Guam
URL：www.marriott.co.jp/Channels/globalSites/propertyPage/JAPAN/GUMRT
Tel：671-649-7827
日本での連絡先：マリオット東京予約センター／0120-142890

そのほかのホテル

ビーチに
一番近い

最も海に近い場所にあり
ながらアクセスも良好

ビーチ＆観光に
絶好のロケーション
昨年3月に旧「グアム第一ホテル」
から生まれ変わったのがフィエス
タ・リゾート・グアム。
「全館リニュ
ーアルのフレッシュさが魅力」
（JTB）
というだけではなく、ビーチに最も
近いホテルとしても有名で、敷地内
のプールからはそのまま海岸へ出ら
れるほど。
「ビーチへも街へも便利
な絶好のロケーション」
（HIS）で
あることが利点だ。

これまで紹介したホテルのほかにも、グアムには旅行者のあらゆるニーズに対応する素晴らしい施設がそろっており、
旅行会社でも商品化がなされている。以下に紹介する。

ている。畳の部屋があるジャパニ
家的な雰
URL：www.holidayresortguam.com
●
ーズスイート（61㎡）は特に3世
囲 気 。
Tel：671-647-7272
タモン・ベイ・キャピタル・ホテル
TUMON BAY CAPITAL HOTEL
ONWARD BEACH RESORT
代ファミリーやシニア層にお勧め。 「 自 然 に
日本での連絡先：042-380-7313
DATA
囲まれた
●
DFSまで徒歩2分という好立地
日本未上陸の絶叫スライダー
所在地：1317 Pale San Vitores
静かな環
のホテル。「リーズナブルながら
アルパン・ビーチ・タワー
「MANTA」など、滞在中は無料で
ALUPANG BEACH TOWER
Road, Tamuning, Guam 96913
境は、の
施設やサービスが充実しているの
遊べる「グアム最大級のウォータ
URL：www.reefhotelguam.com
んびりとした休日を過ごすのにぴ
アガニア湾に面したコンドミニ
でリピーターに人気」（HIS）を
ーパーク」（ジャルパック）が自
Tel：671-646-6881
ったり」（HIS）。湾に沈む美しい
アムタイプのリゾートホテル。シ
集めている。
慢の「アガニア湾を望む総合リゾ
日本での連絡先：03-5770-3625
サンセットのビューが楽しめると
ステムキッチンや洗濯機などを完
DATA
ートホテル」（HIS）。「グアム有
して人気が高い（写真）
。
●
備しており、「長期滞在を予定す
所在地：1448 Pale San Vitores
数の広さ」（KNT）という部屋は
DATA
オハナ・オーシャンビュー・グアム
るグループやファミリーにもおす
Road,Tumon, Guam 96913
通常でも44㎡を誇り「明るく開
OHANA OCEANVIEW GUAM
所在地：132 Lagoon Drive,
URL：www.guamcapitalhotel.com
すめ」（HIS）の施設。
放的な雰囲気」（同）。また「朝食
Tamuning, Guam 96913
「タモンビーチを見渡す丘の上
（英語）
DATA
付きのリーズナブルステイが家族
URL：www.castleresorts.jp/HSF̲
に立つカジュアルホテル」（ジャ
Tel：671-646-3903
所在地：999 South Marine Corps
に人気」
（JTB）を集めている。
welcome.html
●
ルパック）。DFSからも徒歩圏内
Drive, Tamuning, Guam 96913
DATA
ガーデン・ヴィラ・ホテル
Tel：671-647-8855
という立地も魅力だ。また、「プ
URL：www.abtower.com
所在地：445 Governor Carlos G.
GARDEN VILLA HOTEL
Tel：671-649-9666
日本での連絡先：03-3544-5571、
ールエリアから見渡すタモン湾の
Camacho Road, Tamuning,
日本での連絡先：042-380-7313
タモン
0120-080302
景色は素晴らしい」（HIS）との
Guam 96913
地区にあ
●
●
評価を得ている。
URL：www.onwardguam.com
る3階建
ロイヤル・オーキッド・グアム
グランドプラザ・ホテル
DATA
Tel：671-647-7777
ROYAL ORCHID GUAM
GRAND PLAZA HOTEL
て客室3
所在地：1433 Pale San Vitores
日本での連絡先：03-3272-2310
棟（全92
Road, Tamuning, Guam 96913
タモンのホテルロードにある同
全116室、タモンビーチやサン
●
室）を持
URL：www.ohanahotels.com
ホテルはヨーロピアンスタイルの
ドキャッスルまで徒歩5分という
グアム・プラザ・ホテル
GUAM PLAZA HOTEL
つスペイン風のヴィラホテル（写
（英語）
建物や内装がひときわ目立つ。ビ
立地が自慢の「ホテルロード沿い
ーチへも徒歩5分とアクセス良好
に あ る リ ー ズ ナ ブ ル な ホ テ ル 」 真）。部屋は61㎡以上あり、「リ
Tel：671-646-2400
ホテル内にはグアム最大規模と
ーズナブルなのにこの広さはおす
で、「ワンランク上の豪華な雰囲 （HIS）。
いう免税店「JPスーパーストア」、 日本での連絡先：03-5473-9470
すめ」（HIS）。
気が魅力」（HIS）だ。
DATA
●
ウォーターパーク「ターザ」も隣
DATA
DATA
所在地：1024 San Vitores Road,
オハナ・ベイビュー・グアム
接するなど「食事も、買物も、遊
OHANA BAYVIEW GUAM
所在地：800 Pale San Vitores
所在地：626 Pale San Vitores
Tumon, Guam 96911
びに行くにも便利な立地」
（JTB）。
Road,Tumon, Guam 96913
Road, Tumon, Guam 96913
高台に位置し、「憩いの空間を
URL：www.grandplaza-guam.com
部屋の改装も進んでおり、日本旅
URL：www.guamvilla.com
URL：www.royalorchidguam.com
Tel：671-647-0630
満喫できるお値打ちホテル」（ジ
行では改装済みの部屋を用意して
Tel：671-647-0850
Tel：671-649-2000
●
いる。また「価格が魅力」（JTB） ャルパック）。「シックな南国テイ
日本での連絡先：042-380-7313
ストのインテリアが女性にお勧
●
パシフィック・ベイ・ホテル
である点も見逃せない。
PACIFIC BAY HOTEL
め」（HIS）で、ホテル10階には
ホリデイ・リゾート・グアム
●
DATA
HOLIDAY RESORT GUAM
マンダラ・スパが入居する。
「リーズナブルな価格が魅力」 インペリアル・スイート・ホテル
所在地：P.O.BOX7755
IMPERIAL SUITES HOTEL
DATA
大理石の階段やアーチ型の窓な （HIS）だった旧「ホリディ・プ
Tamuning, Guam 96931
所在地：1475 Pale San Vitores
ど、ヨーロピアンスタイルで立て
ラザ・ホテル」が今年4月から名
イパオ通り沿いにある「リーズ
URL：なし
Road, Tamuning, Guam 96913
られた11階建て全252室のホテ
称を変更。ホテルロードの中央に
ナブルなビジネスホテル」
（HIS）
。
Tel：671-646-7803
URL：www.ohanahotels.com
ル。バリ式スパ「スパ・バリ」や
位置するロケーションは魅力。
プールやフィットネスクラブなど
日本での連絡先：03-3249-0860
（英語）
ネイルサロン「Ru-By」などもあ
DATA
無料で使える施設もある。
●
Tel：671-646-2300
り女性に人気。ホテルロードに面
所在地：1000 Pale San Vitores
DATA
グアム・リーフ・ホテル
GUAM REEF HOTEL
日本での連絡先：03-5473-9470
し、ビーチまでも徒歩1分という
Road, Tumon, Guam 96913
所在地：240 Ypao Road, Tumon
「恵まれたロケーションも好評」 URL：なし
Heights, Tamuning, Guam 96911
●
全室オーシャンビューのツイン
（HIS）だ。
Tel：671-649-8001
URL：www.castleresorts.jp/ISH̲
ホテル・サンタフェ・グアム
タワーを構え、「タモン湾を一望
HOTEL SANTA FE GUAM
DATA
welcome.html
できる眺望も魅力」（ジャルパッ
所在地：881 Pale San Vitores
アガニア湾のビーチサイドに位
Tel：671-646-3060
ク）。また「パノラマを楽しめる
Road, Tumon, Guam 96913
置する全110室の同ホテルは隠れ
プールが人気の的」
（JTB）となっ
●

オンワード・ビーチ・リゾート
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上質なゴルフシーンを演出

南
国
の
自
然
美
活
か
し
た
コ
ー
ス
を
整
備

スパ施設はミクロネシア最大級

ラグジュアリーな中〜長期滞在には、レオパレスリ
レオパレスリゾート・グアムの自慢はゴルフコース
ゾート・グアムがお勧めだ。平均滞在日数が5.2泊で、 だけではない。とりわけ、ミクロネシア最大級の
リピーターが多いのが同リゾートの特徴。ここで過ご
「ザ・レオパレス・スパ」は見逃せない。
す休日の心地良さは、約4割強にものぼるリピート率
グアムに多いアジアンスタイルのスパとは異なり、
が物語っている。
滞在型リゾートライフが主流のヨーロッパスタイルを
タモン湾の喧騒から離れた丘陵地帯に位置する同リ
取り入れた本格的スパ施設で、水を利用して癒しなが
ゾート。広大な敷地内でひときわ存在感を放つのが、
らエネルギーを再生する「ヴィーシーシャワー」や
グアムでは最大となる全36ホールのゴルフ場だ。オ 「ハイドロバス」といった欧米の最新スパ設備を導入。
ープン15年目を迎えさらに進化を遂げており、昨年、 マシンとハンドを効果的に組み合わせた「デスティネ
ブッシュや樹木、芝生など大幅な手入れを実施。南国
ーションスパ」を体感できるのが特長だ。新たに登場
の自然美を活かした景観の良さが際立つようになって
したパッケージメニュー「ロイヤルアフタヌーン・ス
いる。コース名もリニューアル。設計者のジャック・
パ」で3〜4.5時間、花に囲まれながらたっぷりと贅沢
ニクラウスとアーノルド・パーマーの名を冠する4コ
なひとときを満喫するのがお勧め。
ースでは、どれもスケール感の大きなプレーが楽しめ
一方で、夜間も利用できるプールやフィットネスジ
る。リピーターからは「超一級のグリーンがすばらし
ム、テニスなどスポーツ施設も充実。思い思いに好き
い」と評判で、
「パーマーアウト」コースの谷越えの
なスポーツを楽しんだあとは、一流のシェフが腕をふ
人気が高いという。
るうヘルシーな食事が待っている。ユーロダイニング、
コースだけでなく、サービスの充実度も他の追随を
和食、アジアンの各レストランとも、グアムでは珍し
許さない。レンタルクラブは女性用と子供用も用意。
く野菜を豊富に使った料理の数々がそろう。
レストラン・バーラウンジ、宴会場、サウナ・ジャグ
丘を渡る風が心地良い朝には、滝や川が眺められる
ジー完備の展望大浴場などを備え、フロントには日本
サイクリングやジョギング、澄んだ空気がすがすがし
人スタッフが常駐。日本人のレッスンプロから、目的
い夜には、満天の星空を仰ぐスターウォッチングなど、
に合わせたレッスンプログラムを受けることも可能
滞在中の楽しみは尽きることがない。
だ。コース内にはドリンクなどを販売するビバレッジ
また、今年秋にも日本人医師が常駐し、日本語での
カートも新たに導入され、ゴルフシーンでの快適性が
医療サポート体制が整えられるので、シニアの長期滞
さらにアップ。ホテル滞在者はゴルフ宿泊者料金が適
在にも安心だ。
用されるので、上手に利用したい。

極
上
の
ゴ
ル
フ
体
験
と
ス
パ
で
ゲ
ス
ト
を
魅
了

所在地：221 Lake View Drive, Yona, Goam 96915
Tel：671- 471- 0001
URL：www.leopalaceresort.com

レオパレスリゾート・グアム

LeoPalace Resort Guam
グアム中心部の丘陵地帯に広がるレオパレスリゾート・グアムは、ヨーロッパスタイルの
本格スパも備え、優雅なステイが楽しめる上質の空間。ドラマチックなひとときは、世界
の超一流コースに匹敵する全36ホールのゴルフコースで満喫しよう。

1 同リゾートが誇る広
大な敷地 2 リゾートゴ
ルフの醍醐味が味わえる
コースが自慢 3 オフ期
にはプロゴルファーが合
宿をするほどの本格的な
コースで、気分爽快なプ
レーを満喫 4 優雅な長
期ステイが楽しめる 5
ハイドロバスなど最新設
備を備えるスパ 6 新し
いパッケージメニュー
「ロイヤルアフタヌー
ン・スパ」はお勧め。ミ
クロネシア最大級のスパ
をぜひ体験したい

1

2

3

Mini Information
長期滞在のお得プランがいっぱい！
レオパレスリゾート・グアムでは
「3泊プラン」「4泊プラン」「7泊プラ
ン」「14泊プラン」「30泊プラン」な
ど長く滞在すればするほど、お得にな
る宿泊プランがそろっています。たと
えばホテルベルヴェデーレ・アネック
ス（定員2名）の30泊プランの場合、
1泊当たりの宿泊料金はなんと1934
円から。送迎付きなので、マイレージ
や格安航空券を活用して長期滞在を楽
しみましょう。

5

4

6

［PR］
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カルチャープログラムも多彩

子
供
か
ら
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
ま
で
全
世
代
に
対
応

レ
ス
ト
ラ
ン
や
カ
ル
チ
ャ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
充
実

PICグアムの自慢はやはり、何といっても広大な敷
地に広がるウォーターパークだ。熱帯魚が放流された
「泳げる水族館」でのシュノーケリングは世界でも珍
しい体験。このほか、ウォータースライダー、スキュ
ーバプールでのスキューバダイビング、シュノーケル、
カヤック、アウトリガーカヌー、セーリング、ビーチ
バレーボール、ウインドサーフィンなど、そのプログ
ラムを数えればきりがないほど。また、小さな子供に
は水深30cmの「シッキー・スプラッシュプール」が
お勧め。一定時間ごとにPICのキャラクター「シッキ
ー」のイラストが描かれた巨大バケツから大量の水が
落ちてくるユニークなプールだ。また、世界各国から
集まった陽気なクラブメイツの存在は見逃せない。ア
クティビティーのインストラクターとして、ゲームの
進行役として明るく盛り上げてくれる。
一方でグアムの伝統を伝えるカルチャープログラム
も多彩だ。投網漁やココナツリーフ編み、ココナツキ
ャンディー作りといった体験が施設内でできる。また、
水牛に乗るプログラムも用意されている。
すべてのアクティビティーやプログラムへの参加は
無料。若者からファミリー、アクティブシニアまで全
世代が楽しめるのがPICグアムである。

子供たちに人気の「シッキー・スプラッシュプール」

店となる。寿司カウンター、鉄板焼き、しゃぶしゃぶ、
すき焼きなど豊富なメニューをそろえ、日本で修業を
積んだ日本人シェフによる、旬の北海道産の食材もふ
んだんに使った本格的な日本料理が自慢。南国にいな
がらにして、上質な懐石料理も味わえる。
「ウエルカルバ」は中華や韓国料理など、地元の食
材を使ったアジア各国の創作料理が気軽に楽しめるア
ジアンダイニングとなっている。また、旧「ザ・ガー
デン」が新たに「ガーデンカフェ」としてオープンし
た。南国の花が咲き乱れる庭園に設けられた白いガゼ
ボの下で、ビールやおつまみ、かき氷などが楽しめる
カジュアルさがうれしい。
所在地：210 Pale San Vitores Road. Tamuning, P.O.BOX 9370
Tel：671- 646 - 9171
URL：www.picresorts.jp

進化遂げるレストランにも注目
そして、PICグアム内にこのほど「花城（はなぎ）
」
と「ウエルカルバ（WELCARUBA）
」の2つのレスト
ランがオープンした。
「花城」はルネッサンスサッポロホテル内で地元屈指
の有名日本料理店として高い評価を得ており、その支

Mini Information
いつでも元気！
PICはキッズクラブも無料です
PICにそろうアクティビティー
の中で子供専用のプログラムが
「キッズクラブ」。陽気で楽しいク
ラブメイツと子供たちが一緒になっ
てPICのウォーターパークを楽しん
だり、工作やお絵描きを楽しめるプ
ログラムです。兄弟で参加したり、
新しい友達ができたり、PICには大
人にとっても、子供たちにとっても
充実した多彩なプログラムがそろっ
ています。

パシフィック・アイランド・クラブ・グアム

Pacific Islands Club Guam
常に進化を続けるメガリゾート「パシフィック・アイランド・クラブ・グアム」
（PICグアム）
。
広大な敷地内での多彩なアクティビティーと、陽気なクラブメイツによるホスピタリティー
あふれるレッスン、そして「ロイヤルクラブ」をはじめとするゲストルームのクオリティー
はファミリーからアクティブシニアまで、幅広い世代に上質なグアム滞在を約束する。一方
でホテル内のレストランも進化を遂げており、その充実ぶりにも注目したい。

1

2

3
1 巨大な敷地内に数々の施設
があるPICグアム 2 子供に人
気のキャラクター「シッキー」
3 落ち着いた雰囲気の日本料
理店「花城」 4 カルチャープ
ログラムも多彩

4

［PR］
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グアムならではの
楽しみたい 体験型観光
もう1泊してでも

グアムに行ったなら、現地ならではの体験型観光を楽しみた
い。自然や文化体験に加え、ローカルに人気のナイトスポット、
スリリングなアクティビティーなど、延泊してでもチャレンジ

探検
トレッキング
ツアー

したくなるとっておきの観光スポット10カ所をご紹介する。

KEN HAGA'S EXPLORATION TREKKING

ケン芳賀の探検トレッキング
グアムには海ばかりではなく、紀元前からの大自然や、長い歴史、太
平洋戦争の史跡が残っている。それらを自らの足で巡るのがこのトレッ
キングツアーだ。
「グアムトレッキングのパイオニア」と言われるケン芳賀氏が主宰する
USエクスプロアー＆スタディーインクは、探検トレッキング、歴史散
策、太平洋戦跡巡りなど豊富なツアーを実施。リピーター向けのハード
なものから、体力に自信のない初心者でも参加できるコースまでそろっ
ている。グアムのジャングルや洞窟、史跡など普通の観光コースにはな
い場所へ行く楽しみと、最終地点まで歩き切った時の達成感は、何もの
にも代えがたい旅の思い出になるはず。
主催会社：USエクスプロアー＆スタディーインク
所在地：タモンホテルロード・グランドプラザホテル2階205号室
TEL：671-647-0280
URL：www.usesguam.com
予約方法：電話かウェブサイトで（日本語可）
ツアー詳細と料金目安
▽トレッキングツアー／大人80ドル〜、子供（小学生）60ドル＜所要時間：3.5〜4時間＞
▽歴史散策ツアー／大人130ドル〜、子供70ドル、シニア（70歳以上）70ドル
＜所要時間：4〜4.5時間＞
▽太平洋戦跡巡りツアー／大人150ドル〜、子供70ドル、シニア（70歳以上）70ドル
＜所要時間：4〜4.5時間＞

グアムの海と山を体感
TEN BOAT CHARTER

テンボートチャーター

グアムの
海で
フィッシング

グアムのマリンスポーツの王様と言えばやはりトローリング。マリンブル
ーの海でのフィッシングは日本では絶対に味わえない爽快体験だ。テンボー
トチャーターは、ボート歴36年というオーナーをはじめ、30年以上のキャ
リアを持つ海の男たちがグアムの海を案内してくれる。狙える魚はシーズン
によってサワラ、カツオ、シイラ、カジキ、キハダマグロなどさまざま。底
釣り（五目釣り）ではフエフキダイ、小型のハタ、ヒメジ、ハギなどの小型
魚が簡単に釣れるので面白い。潮の状況によっては「入れ食い状態」となる
ことも。釣った魚はマリーナで刺身にしてもらえるので、ビール片手に新鮮
なグアムの魚を味わうこともできる。完全予約制のため予約はツアーエージ
ェント、電話またはファクス（日本語可）で事前申し込みが必要。また、底
釣り希望の場合は予約時にリクエストを。
TEL：671-477-6203
URL：www.tenboatcharter.com
料金目安：400〜570ドル（1〜6人まで参加人数によって異なる
※釣り道具使用料、ドリンク（ビール、水、コーラ）代含む
所要時間：3時間
送迎：あり
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グアムの文化や生活を知る
CHAMORRO VILLAGE

チャモロビレッジ
ハガニアにある「チャモロビレッジ」は、グアムの先住民族であるチャモ
ロ人の日常生活を体感できるスポット。出店するには商品の50％以上がグ
アム産でなければならず、地元の民芸品やチョコレート、ローカルフードな
どの店が軒を連ねている。
ここのお勧めは何といっても毎週水曜の夜に開催される「チャモロナイト」
だ。この夜だけはビレッジ内が お祭り状態 となる。屋台では野菜や果物、
手作りスナック、手工芸品などが所狭しと並び、どこか甘辛いチャモロテイ
ストのバーベキューやグアム名物のレッドライスも販売。人気店では長い列
ができるほど。ステージではローカルバンドの演奏やチャモロダンスなども
上演され、その場にいるだけで気分が盛り上がってくる。

チャモロ
文化を
体感

所在地：Paseo de Susana Park. Hagatna
（マリンドライブハガニアループ横、パセオ球場手前）
チャモロナイトは毎週水曜の夜17〜21時ころまで開催（店によって異なる）。レンタカーで
アクセスする場合は、パーキングが混雑するので早めに行くのがお勧め。また、チャモロ
ナイト開催日はタモン地区から路線バスが運転される。

ローカルの
生活を
見聞

DEDEDO MORNING MARKET

デデド朝市
北部のデデドで毎週土・日曜の早朝に開催されている朝市はローカ
ルの生活感があふれている。まだ夜が明けないうちから、地元の人々
がテントやパラソルの下に商品を並べ始める。
野菜や果物、魚など地元産の食料品をはじめ、新品やリサイクルの
衣類、生活雑貨、土産物まであらゆるものが販売され、値段交渉をし
ながらのローカルとの会話も楽しい。地元でしか採れない野菜や果物
を見ているだけでも、グアムの生活の一端が見られて面白いはず。

開催地：マイクロネシア・
モール前のマリンドライブ
（1号線）を北上し、4つ目
の信号付近
アクセス：タモン地区から
車で約10分
※開催日には各ホテルから
のツアーもある。

GLOBE

グローブ

地元でも
大人気の
クラブ
愛煙家に
お勧めの
バー

ローカルの若い人々に人気ナンバーワンと言われるダンス
クラブ。タモン地区の中心部にあるので、観光客でも安心し
て遊べるロケーションがうれしい。
週末は入場者数が700〜800人にも上り、時間が遅くなれ
ばなるほど特に盛り上がってくる。メインのダンスフロアの
ほかにプールバー、VIPラウンジなども併設。大人やシニア
も十分に楽しめる環境となっている。特にVIPラウンジはダ
ンスフロアの上階に位置し、ガラス越しにダンスフロアが眺
められる。ここはシックな音楽を聴きながらゆったりと飲め
るのでリピーターの人気スポットとなっている。また、ラウ
ンジのテラスでは夜景を見ながら喫煙も可能。

所在地：タモン・ホテルロード「サン
ドキャッスル」1階
TEL：671-649-7263
営業時間：平日21〜2時、金・土曜21
〜4時
平均予算：30ドル（2ドリンク付き）
送迎：あり（タモン、ハガニア地区の
み。電話受付）
注意事項：18歳未満の入場は不可／パ
スポート、免許証などのIDチェックあ
り／タンクトップ、ぞうり、水着の禁
止など、多少のドレスコードあり

CIGAR CORNER

シガーコーナー
大人がゆったり飲める場所としてローカルの人気
を集めているのが、ハイアット・リージェンシー・
グアム内の「シガーコーナー」だ。21時からはピ
アノ演奏と、グアムで有名なシンガーによるライブ
エンターテイメントを聴くことができる。店内はキ
ャンドルライトでロマンチックな雰囲気。ドレスコ
ードは特に設けられていないが、少々着飾って出か
けたい。ここはその名のとおり喫煙もシガーも可能
となっており、愛煙家には特にうれしい空間だ。ま
た、同ホテルは眺望が良好なので、昼間のコーヒー
ブレイク場所としてもお勧め。

所在地：タモン・ホテルロード「ハイアット・リ
ージェンシー・グアム」内
営業時間：11〜23時
ライブエンターテイメント：21〜23時
TEL：671-647-1234
URL：www.guam.regency.hyatt.com
主なメニュー
コーヒー：4.40ドル／アフタヌーンティーセット
：21ドル／ビール：5ドルなど。

ローカルなナイトライフを満喫
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WESTERN FRONTIER VILLAGE

ウエスタンフロンティア
ヴィレッジ

実弾
射撃

海外で一度は体験したいのが実弾射撃。日本で
は絶対にできないが、米国領であるグアムでは容
易に体験可能だ。ウエスタンフロンティアヴィレ
ッジは25年の歴史を持つグアムで最老舗のガンシ
ューティングレンジ。日本人が経営しているので、
説明はすべて日本語で行われる。銃の種類も豊富
で、実弾はグアム警察に卸している良質のファク
トリー弾（一部リロードあり）を使用。映画で有
名なワルサーやベレッタなどの9ミリ弾ピストル
をはじめ、子供（10歳以上）でも使用できる軽量
の銃もある。シューティング場はFBIと同じシス
テムで設計。撃った弾が下に落ちるようになって
いる。5人以上で申し込みの場合、射撃大会の開
催が可能。1位と2位には賞品が出るので、ぜひグ
ループでも参加してみたい。
所在地：タモン・ホテルロード「リーフホテル」横
TEL：671-646-8261、671-646-5670
URL：www.wppmedia.co.jp/gml/original/wfv
営業時間：10〜22時（年中無休）
予約方法：各ホテルのツアーデスク、電話で（日本語可）
平均予算：22口径（回転式）36発：25ドル〜
送迎：あり

ゴー
カート
GRAND PRIX GUAM U.S.A.

グランプリグアム U.S.A.
インターナショナル規定コースを持つサーキッ
トでゴーカートに乗れるのが「グランプリグアム
U.S.A.」。16歳以上なら運転免許証の有無にかか
わらず参加できる。
専用マシン「ヤマハFK-9」は小さいながらも約
65km/hのスピードが出る本格派。全長600mのコ
ースには、曲がりくねったS字や直線コースがあ
り、F1レーサーさながらのハンドルさばきが要求
される。コースにはAMB社製のレース仕様ラップ
計測装置を設置。各自のラップタイムやベストタ
イムなどが瞬時にコンピューターに表示される。
夜間走行も可能で、雨天時もレインタイヤを完備
しているので支障はない。グループでレースを楽
しんだり、ファミリーには親子で楽しめる2人乗
りのゴーカートもお勧め。また、事前に操作方法
や安全走行の講習があるので初心者も安心だ。
所在地：タムニング（タモンから車で約5分）
TEL：671-646-8852、671-646-8859、671-646-8897
URL：www.grandprixguamusa.com
営業時間：9〜22時（年中無休）
予約方法：各ホテルのツアーデスク、またはウェブサイト
で（日本語可）
平均予算：45ドル〜
送迎：あり
注意事項：服装はジーンズまたは長ズボン着用。ビーチサ
ンダルやハイヒールは不可。無料レンタルシューズあり

グアムだからできる
スリリング体験
SLING SHOT

スリングショット

逆バンジー
ジャンプ

「スリングショット」は 人間入りの球体 を空高く打ち上げ
るという、いわゆる 逆バンジージャンプ スタイルの絶叫ア
トラクションだ。
地上から打ち上げられた2人乗りのカプセルは、時速160km
のスピードで、上空70mまでわずか1秒で到達。重力加速度は
なんと4〜6Gにも上る。打ち上げ直前のドキドキ感、空の上を
グルグル回りながら見るタモンの街や海は、体験した者だけが
味わえる不思議な感覚。特に夜景は美しいのでお勧めだ。なお、
このスリングショットには搭乗者の顔の前にカメラを搭載。乗
り場のテレビでライブ中継されるほか、搭乗後も録画映像が見
られるので、グループなどでは仲間の怖がる顔を「高みの見物」
する楽しみ方もあるとか。

OCEAN JET CLUB

オーシャンジェットクラブ
マリンスポーツ好きなら、オーシャンジェットクラブ（OCEAN JET
CLUB）でしか味わえない絶叫系アクティビティー「スーパースクリ
ーマー」にぜひ挑戦してみたい。1畳ほどの円形フロート（2人乗り）
にうつぶせで乗り、ジェットスキーがそれを高速で引っ張るというも
ので、海面を疾走する刺激的な感覚を味わえる。フロートがバウンド
すれば体が宙に浮き、カーブする時には遠心力で落ちそうになる。と
いうより、最後には海に落ちてしまうことがほとんど。体力に自信が
あり、スリリングな体験をしたい人にはぜひお勧めだ。

所在地：P.O.Box 3058 Hagatna,
Guam 96932
TEL：671-646-2294
URL：www.oceanjetclub.com
予約方法：各ホテルのツアーデス
ク、またはウェブサイトで（日本
語可）
料金：45ドル（スーパースクリー
マーパック）
送迎：あり
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絶叫系
マリン
スポーツ

所在地：タモン・ホテルロード
「サンドキャッスル」向かい
TEL：671-646-7468
URL：www.slingshotguam.com
営業時間：12〜0時（年中無休）
平均予算：1人1回20ドル
対象：身長120cm、5歳以上。
送迎：なし
注意事項：高血圧、心臓疾患、
妊娠中の場合は搭乗不可

時間半という手軽さ。スキューバダイビングやシュノ
ーケリングのように特別な装備や訓練がいらず、普段
着のままで子供（身長92cm以上）から大人まで誰で
もグアムの探検を楽しめるのが特徴だ。1988年の就
航以来、安全航海の記録を更新し続けており、これま
でに130万人以上が利用している。
アプラ湾の発着所からシャトルボートに乗って約
15分。海上に船体上部だけが飛び出した白い潜水艦
「アトランティス」に乗り移り、ハッチから船室への
梯子を降りるとそこはもう海中世界。潜水していくに
つれ、古代からのサンゴ礁が一面に広がり、そこを熱
帯のカラフルな魚が悠々と泳ぐ、地上では見たことも
ない世界が広がっていく。海中にはこんなに多くの魚
がいるのか、とただ驚くばかり。この湾だけで400種
のサンゴと800種近い魚が生息するという。
「もっと深い海底へ行きましょう！」
。アナウンスは
すべて日本語。深く潜るにつれ、神秘的なブルーが濃
くなっていく。宇宙空間とはこんな感じなのだろうか
と想像しているうちに、いきなり窓の外が無数の水泡
で白く染められ、海上へ浮上。最後の最後まで乗客を
楽しませてくれる演出は見事だった。

ココパームビーチで多彩な楽しみを

プ
ラ
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ベ
ー
ト
ビ
ー
チ
と
海
中
探
検
を
体
験

ココパームガーデンビーチは、タモン地区からバス
で約45分、グアム北西部のウルナオ地区に位置する
プライベートビーチリゾートだ。各ホテルから1日5回
のツアーが催行されている。タモンを出発して約30
分、鏡のように光る蒼い海と白い海岸線が現れる。バ
スから降りた子供たちから「わー」と歓声が上がり、
大人たちは驚きに満ちたような表情を見せていたのが
印象的。
海が見渡せるオープンデッキのメインダイニングで
ウエルカムドリンクが振る舞われたあとは、ヤシの木
とガゼボが並ぶホワイトサンドのビーチへ。シュノー
ケルやカヤックでアクティブに楽しむのもいいし、干
潮時にはリーフウォーキングも面白い。このプライベ
ートビーチではジェットスキーなど騒音の出るものが
ないので、風と波の音だけで静寂そのもの。ガゼボや
ハンモックで昼寝を楽しむのも最高のひと時だ。
ほら貝の音が聞こえると、昼食の時間。特製ハンバ
ーガープレートが提供される。チャモロ伝統の味覚が
楽しめるデザート類もあり、こちらは食べ放題。
海で遊ぶ以外にも、後方に広がるジャングルを探索
することも可能。遊歩道を歩けば、グアムの大自然が
体感できる。また、夕方にはサンセットを眺めながら
のバーベキューが味わえるプランも設けられており、
ここでしか見られない美しい夕陽に出会える。多彩な
楽しみ方が用意されているのがうれしい。

グ
ア
ム
観
光
に
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か
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な
い
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供

所在地：756 South Marine Corps Drive, Suite 201, Tamuning 96913
Tel：671- 649 - 5050
URL：www.gvb.com/atlantis
www.gvb.com/cocopalm
www.nipponrentacarguam.com
日本での問い合わせ先 インフォラム・ジャパン
Tel：03 - 3234 - 8571／Fax：03 - 3234 - 8572

Mini Information

大人も感動のアトランティスサブマリン

ビーチと潜水艦だけではありません

ぜひお勧めしたいのがアトランティスサブマリン。
各ホテルから送迎バスがあり、1日8〜10便、全行程3

ニッポンレンタカー・グアムはタモン地区に3カ所の営業所と
5つの予約カウンターを完備。日系ならではの細やかなサービス
が人気を集めています。ココパームガーデンビーチか潜水艦のセ
ット利用で割引も。バーガーキングはタモン地区に3カ所、空港
に1カ所の計4店舗を展開。本場の「ワッパー」を味わうならや
はりグアムがお勧め。ニッポンレンタカーらんらんキャンペーン
利用で、ワッパーJr無料券がもらえるのでぜひ活用を。

ババコーポレーション

Baba Corporation

4 昼食の特製ハンバーガープレート 5 プライベー
ト感あふれるビーチ 6 ニッポンレンタカー・グア
ムには多彩な車種が用意されている

グアムの大自然の真髄を見せてくれるような「ココパームガーデンビー
チ」
、大人も感動の海中世界を探索できる「アトランティスサブマリン」
、
そして、島内巡りには必須の「ニッポンレンタカー」
、アメリカを体感でき
る「バーガーキング」など、ババコーポレーションには、グアム観光に欠
かせない魅力的な素材がそろっている。本稿はこれらを体験したトラベル
ジャーナル誌記者がその楽しさをレポートしたものだ。

1

2

1 グアムの海中を行くアトランテ
ィスサブマリン 2 アトランティス
サブマリンの船内 3 窓の外には無
数のトロピカルフィッシュ

3

4

［PR］
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全日
国本
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都航
市 30
か周
ら年
ダ
イ
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ト
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ク
セ
ス

コンチネンタル航空が東京とミクロネシアを結ぶフ
ライトを就航させてから、今年で30年。今では東京
に加えて、名古屋、福岡、札幌、仙台、新潟、岡山、
広島の８都市から、グアムへ週50便以上のフライト
を運航する ホームタウン・エアライン として全国
の利用者から高い支持を獲得している。
わざわざ大都市の空港へ足を運ぶ必要がなく、地元
の空港からグアムへアクセスできれば、旅程を有効活
用できる。また、8都市からのグアム到着時刻は大きな
差がないため、グアムの空港で別々の都市を出発して
きた家族や友人と待ち合わせることができるなど、
ホームタウン・エアライン の利用価値は幅広い。
これまでの30年間で定評を得たポイントは、信頼性
の高さが挙げられる。キーワードは、 クリーン
（清潔）
、
セーフ（安全）、リライアブル（信頼）。次世代型の
B737-800やB767-400型機といった新しい機材を使
用しており、定時到着率が高い。機内では、わずか3
時間半のフライトにもかかわらず、全便で温かい食事
が提供されるのもうれしい。B767-400型機ではエコノ
ミークラス全席にもパーソナル液晶カラーモニターを
装備するなど、快適な空の旅が楽しめる。
さらに、グアムがハブ空港だということも大きな魅
力だ。グアムからサイパン、パラオ、バリ、ケアンズ
などへのネットワークが充実しており、ひと足延ばし

コンチネンタル航空

Continental Airlines

［PR］
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1

3

1 機材が新しく高い定時性を誇るコンチネンタル航空 2 日本〜グアム
間でもホットミールが提供される 3 東京／グアム線の一部に導入され

ているB767-400型機。全シートにパーソナル・マルチ・エンターテイ
メント・システムを装備する

て多彩なリゾートが満喫できる。また、ハネムーナー
やシニア層に人気のビジネスクラスが全便に設定され
ているのも同社の強みだ。
上質で信頼性の高い空の旅を実現するコンチネンタ
ル航空。グアムへの旅には欠かせないエアラインだ。
所在地：東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル
URL：www.continental.com/jp
日本地区コールセンター
Tel：03 - 5464 - 5050（東京23区内）／0120 - 24 - 2414（東京23区外）

Mini Information
10月から30周年記念キャンペーン
現在、同社ではグアム就航30周年を記念して、
キャンペーンを実施中！ マイレージプログラム
ワンパス で貯めたマイルを使って10月1日〜11月30日にグ
アムを訪れるなら、エコノミークラスは通常の2万5000マイル
が1万5000マイルで、ビジネスクラスは6万マイルが3万マイ
ルでグアムまでの特典旅行を獲得できます。

き
め
細
や
か
な
演
出
で
グ
ル
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ー
に
人
気
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多
く
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を
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了
す
る

多彩なアクティビティーが
自慢

ココス島は、グアム最南端のメリッソ村沖に浮かぶ
リゾートアイランド。タモンのホテルから車で約50
分、メリッソ桟橋から船で10分の海上に位置してお
り、蒼く透明なラグーン（遠浅の大珊瑚礁の海）の美
しさや、離島ならではの手付かずの自然は、これまで
グアムを訪れた多数の日本人観光客を魅了してきた。
昨今は個人旅行者だけでなく、修学旅行や企業の社
員・報奨旅行など、グループ向けデスティネーション
としても幅広い世代から人気を集めている。
約33万㎡の広さを誇る島内には500人収容のレスト
ランや男女別のロッカールーム、プール、マリンハウス
などの施設を完備し、50〜600人規模のグループに対
応する。アクティビティーの豊富さは群を抜いており、
全15種類を誇る。ココス島ならではの美しい海中を
体感できる体験ダイビングやシーウォーカー、水中ス
クーター「ボブ」はお勧めだ。スポーツイベントには、
ビーチマット・リレーやカヌー・リレーなど海を満喫
しながら楽しめるプログラムを用意。もちろん、ビー
チでのバレーボールやサッカー、綱引き、スイカ割り
といった定番ゲームも手配できる。さらには、ジャン
グルツアーや自然学習など数え切れないほどのメニュ
ーがあり、グループの特性に応じてどのような形にも
アレンジが可能だ。
また、島内を貸し切り、その日だけは島名を変えた

ココスアイランドリゾート

Cocos Island Resort
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うえで桟橋に社旗を上げたり、グループが乗った貸切
船にジェットスキーやパラセーリングなどが併走する
ウエルカムセレモニーを無料で行うなど、参加者を盛
り上げるきめ細やかな演出には定評がある。
ココス島でのグループプランは1日または半日コー
スのほか、夜の貸切バーベキューも可能。400人前後
の団体の場合、朝から丸1日島を借り切って、プライ
ベート・アイランド感を堪能できる。
所在地：P.O.Box 7174 Tamuning Guam,96931
Tel：671- 828 - 8691
URL：www.gvb.com/cocos
1 ラグーンの透明な
海に囲まれたココス
島 2 50〜600人規模
の団体に対応が可能

1

2

Mini Information
ココス島ならではの自然体験を
ココス島の魅力は何といっても手付かずの自然。グアムでも有数
の透明度を誇る海は、ぜひシュノーケリングで体感したいところで
すが、島へ渡る船から眺めるだけでも感動もの。島内を歩くとヤシ、
パパイヤ、バナナなどの南国の木々や花々が見られ、海岸では星の
形をしたロマンチックな砂を採取することもできます。1日だけで
はもったいないほど、楽しさがいっぱいに詰まった島です。

［PR］

&

リピーター 上級者

必見

レストラン

超

〜地元民だけが知る？

ローカル体験

レストラン

レストラン

JAMAICAN GRILL

KING'S RESTAURANT

BAN THAI RESTAURANT & LOUNGE

ジャマイカングリル

キングス・レストラン

バーン・タイレストラン

ローカルテイストのBBQならココ

地元御用達 24時間営業の「ファミレス」

辛い料理を目いっぱい食べるなら

グアムのローカルはみんなBBQが大
好き。
「ジャマイカングリル」はそんな
人々でいつも賑わっているお店。ジャマ
イカ料理って日本ではあまりなじみがな
いですよね？ でもここは、強いて言え
ばコンボに付いてくるジャマイカライス
が唯一ジャマイカ風というだけで、味も
スタイルもローカルスタイルにアレンジ
していて、日本人の口にバッチリ合いま
す。お勧めは「Jerk Chicken & Ribs」
。バーベキューチキンとリ
（10.50ドル）
ブ、そしてレッドライスかジャマイカン
ライス（両方も選べます）というコンビ。
とてもジューシーなお肉にがぶっとかじ
りついてみて。気分はグアム！ になっち
ゃいます。ライスは日本の赤飯風（赤い
マメ入り）でさっぱり味。魚もあるから、
肉がダメな人も大丈夫です。

キングスレストランはローカルには欠
かせない24時間営業のファミリーレス
トラン。コーヒーは何杯飲んでも1.70ド
ルで、ブレックファストは3.99ドルから。
ランチ＆ディナーは8.99ドルからとリー
ズナブル。なのにボリュームはなかなか
凄い。お勧めメニューはハワイ名物
「Loco Moco」と曜日限定の「Ham
Hocks w／Mongo Beans」
。日本ではあ
まりない味。デザートならキングス名物
「King's Famous Crepe's Ala Mode」を
食べてみて！ クレープの中にどど〜ん
とアイスクリームが入っています。見る
だけでも圧巻です。
場所はグアム・プレミア・アウトレッ
ト（GPO）の敷地内だから、買い物や
夜遊びした後、ちょっとお腹空いた時に
もお役立ちの「ファミレス」です。

「バーン・タイレストラン」は、辛いも
の好きなローカルに人気のタイ料理レス
トランです。特にランチのタイブッフェ
は超人気！ やっぱり暑いグアムでは辛
くて酸っぱい味が合うんでしょうね。地
元にたくさんあるブッフェのなかでもタ
イスタイルはここだけ。料理はパッタイ
やトムヤムクンなどたくさんの種類があ
り、ブッフェだから待たないで済むのも
人気の秘密。お勧めは「グリーンパパイ
。まだ青
ヤサラダ」と「バナナフライ」
いパパイヤを使ったこのサラダはしゃき
しゃき感がたまらない。日本ではなかな
かお目にかかれないですよね。そして、
水曜と金曜だけ出してくれるデザートの
バナナフライもグッド！ クッキングバ
ナナをフリッターにしたもので、ローカ
ルに人気です。

所在地：タモン・ホテルロード「PIC」正面、ロ
イヤル・オーキッド・ホテルの隣（2F）
TEL： 671-647-3000
営業時間：10〜22時
平均予算：Jerk Chicken & Ribs 10.50ドル〜
送迎：あり

所在地：グアム・プレミア・アウトレット（GPO）
パーキングエリア敷地内
TEL：671-646-5930
URL：www.kingsrestaurants.com（英語）
営業時間：24時間営業（年中無休）
平均予算：ブレックファスト 3.99ドル〜、ラン
チ＆ディナー 8.99ドル〜

所在地：タモン・ホテルロード「アカンタモール」
向かい、グリーンのビル１階
TEL：671-649-2437
営業時間：ランチタイム11〜14時（土曜除く）／
ディナータイム17時半〜23時（日曜定休）
平均予算：ランチブッフェ7.99ドル〜
（ドリンク別）
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あんな店、こんな楽しみ〜

スポット教えます
レポーター

KoKo

日本から「えいっ」と
海を渡っていつの間にか
19年。丘の上に家族と
動物たちと住みついて、
もはやチャモロ化しつつ
ある今日この頃。地元の
裏まで知り尽くした私が
超ローカルスポットをご
案内します。

（グアム在住19年）

バ- &
ラウンジ

カラオケ
居酒屋

FISHBOWL BAR & LOUNGE

フィッシュボール
バー＆ラウンジ
グアムを代表するピアニストも出演
グアムのローカルは音楽が大好き。週
末ともなればライブ演奏を聴きに町に繰
り出すのが定番です。そんな時に必ず立
ち寄るのがここ「フィッシュボール」。
地元でもおしゃれなバーとして有名で、
場所もタモンのホテルロード沿いで便
利。客層が落ち着いているので、女の子
同士でも安心です。
曜日によって音楽のジャンルが変わる
のもここの特色のひとつ。お勧めは水曜
の「SMOOTH JAZZ with Fried Bananas」
。
グアムを代表するジャズピアニストのパ
トリック・パロモが率いるバンド（写真）
で、パロモのピアノを聴きながらワイン
やカクテルを飲むとおいしさもひとし
お。そのほか、金曜の「Island Reggae
Music with Da Udda Band」
、土曜の
「SALSA SATURDAY with Caliente」
も。
サルサナイトは地元ラティーノも来てサ
ルサを踊っています。
所在地：タモン・ホテルロード「アカンタモール」内
TEL：671-649-1291
営業時間：18〜2時（月〜木曜）、18〜4時（金・
土曜）
、20〜2時（日曜）
（年中無休）
エンターテイメント
水曜／SMOOTH JAZZ with Fried Bananas（ジャズ）
金曜／Island Reggae Music with Da Udda Band（レゲエ）
土曜／SALSA SATURDAY wish Caliente（サルサ）
※内容は変更される場合もあります。
平均予算：米国産ビール4ドル〜

ジム

WARA

カラオケ＆居酒屋「笑」

NU-FORM

ニューフォーム

お酒＆カラオケ好きにはたまらない店

女性専用ジムで「ピラティス」に挑戦を

居酒屋メニュー＆家庭料理もしっかり
食べられて、本格的焼酎も飲めて、おま
けに個室でカラオケも歌えてと三拍子そ
ろっているのがここ、カラオケ＆居酒屋
「笑」
（わら）
。ローカル度約70％の人気
店です。グアムに単身赴任しているおじ
さま方や、ローカルの若い子たちのカラ
オケパーティーには御用達。日本が恋し
くなったらぜひ行ってみて。グループで
来たらここの個室でわいわいするのもグ
ッド！ 最大45人まで収容可能な部屋も
あるんですよ。
私はよく家族で個室に入って、しっか
り和食を食べながらついでに歌っちゃ
う、というパターンで利用しています。
お酒のことにちょっと触れると、
「黒霧
島」
「さつま宝山」から「森伊蔵」
「百年
の孤独」まで焼酎の種類も豊富。梅酒や
カクテル、日本酒を合わせると100種類
以上そろえていて、お酒好きな人はたま
らない場所。場所もタモンのホテル街か
らは歩いて行けるのでお勧めです。

車社会で運動不足になりがちなグアム
では、多くの人がジムに通ったりジョギ
ングをします。そんななかでここは唯一
の女性専用ジム。女性中心だから気楽だ
し、小規模だけどエクササイズマシンか
ら日焼けマシン、サウナなどがそろって
いてローカルに好評。もうひとつのここ
の人気は、インストラクターのペペさん
が教えてくれるピラティスクラス。日本
でも人気のピラティスは、インナーマッ
スルを鍛えるとかで実際やってみるとか
なりハード。全身の筋肉とスジを使うの
で効果大な予感が……。
着実に脂肪が減っていると感じるのは
私の気のせいかしら？ 日本にも行った
ことのあるペペさんがツーリストのみな
さんのために「1回体験コース」をオー
プンしてくれました。初めての人も日本
でやっている人も、グアムに来たら一度
体験してみて下さい。

住所：タモン・ホテルロード「ウェスティンホテ
ル」隣の「Ocean Plaza Build」1F
TEL：671-649-6767
営業時間：17〜2時（日曜定休）
平均予算：1人20ドル〜、カラオケ1人1時間6ドル
注意事項：週末は混む場合があるので予約がベター
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所在地：タムニング・ドッグレース場・タモンか
ら手前の電化ショップ『マイクロパック』と同じ
ビル
TEL：671-646-3676
URL：www.nuformfitness.org（英語）
参考価格：1回25ドル〜
注意事項：クラス内容やプライス詳細などは、ウェ
ブサイトなどで事前に要確認。英語のみ対応。ジ
ム体験またはピラティスクラスに参加の場合は事
前予約が必要。

ショッピング

ROSS DRESS FOR LESS

ロス・
ドレス・フォー・レス
人気ブランド物も破格値で
グアムで唯一のアウトレットモール
GPO（グアム・プレミア・アウトレット）
内にある「ロス・ドレス・フォー・レス」
はローカル人気ナンバーワンの激安スポ
ット。ここは、有名アメリカンブランド
物が破格値で購入できるのです。
一歩中に入ったら店内は所狭しと大量
の商品が！ 洋服だけでなく、シューズ、
家庭雑貨、寝具、家具など、なんでもあ
り。
でもここから「お宝」を見つけるには
相当のエネルギーが必要。だから私は元
気のある朝一番に行くのがお約束です。
名前はここでは書けないけれど、かな
りのブランド品も紛れているから頑張っ
て探してみて。
私は普段着はもちろん、日本へ帰る時
のお土産もここで見つけています。ここ
なら値段を気にすることなく安心して
色々と買えるので大好きなお店です。
所在地：GPO（グアム・プレミア・アウトレット）内
、10〜20時（日曜）
営業時間：10〜21時（月〜土曜）
平均予算：商品によって異なります。グッドラック！
参考URL：www.gpoguam.com（GPO）

ジョギング

スーパー

COST-U-LESS

コストユーレス

BESTSELLER

ベストセラー

アメリカらしさ満点のBigなスーパー

グアム関連の書籍も取りそろえ

アメリカはなんでもビッグサイズのオ
ンパレード！ 食料品も雑貨も全部巨大
です。やはりグアムもアメリカなのでビ
ッグファミリーが多く、必然的に大きな
サイズが必要。おまけに週末に1週間分
の買いだめをする習慣がある人が多いの
です。そんなローカルニーズにぴったり
合っているのが「コストユーレス」です。
倉庫風の建物の中に入ってみたらみん
なきっと驚くでしょう。だって中もその
まんま「商品倉庫」ですから……。天井
までうず高く積み上げられた商品は圧巻
そのもの。ここで販売されているのはな
んでもビッグサイズかダース売りのお得
用ばかり。グアムっ子が大好きなスパム
だって6パック単位で販売ですしね。
私も感心してる場合じゃなく、いつも
生活用品はここでまとめ買い。お菓子の
大きなパックや調味料などは日本帰国時
のお土産にもぴったり。アメリカのお菓
子や雑貨のお土産を見つけるのも面白
く、グアムの生活用品が見られるので行
く価値ありです！

本好きな私がいつも利用しているブッ
クストアがGPOとマイクロネシアモー
ルに入っている「ブックセラー」です。
グアムに関する本も置いてあり、チャモ
ロ語辞典やグアムの植物事典、レイの作
り方やグアムの神話などの本もそろえて
いるからお土産にいいかも。
また、世界中で人気の日本マンガの英
訳版もあり、
『MANGA』として立派にセ
クションを確保。日本の本屋さながらに
日本のマンガ本（英訳版）を必死に立ち
読みしているローカルっ子を見ている
と、ちょっと違った観点で日本を見られ
て勉強になります。ちなみに日本で大人
気の『花より男子』は英訳で『B o y s
over Flower』。
『NARUTO』も『Ranma
1/2』もありました。逆輸入版として、
この英訳本で楽しく英語の勉強をするの
もいいかもしれませんね。

所在地：タムニング・サンアントニオロード
（ITCビル交差点からGPO方面へ進行し約100m先）
TEL：671-649-4744
URL：www.costuless.com（英語）
営業時間：9〜21時（月〜土曜）
、9〜19時（日曜）
休業日：年5日間程度あり
参考価格：プリングルスチップス（2個パック）2
ドル、スパム（6パック）10.99ドル

タモンビーチ・ジョギング
美しい夕日を眺めながらローカルと走る
グアムで最もローカルに愛されている
のはやっぱりタモン湾のビーチです。何
キロにも及ぶ真っ白な砂と水平線まで続
く透明な海はグアムならでは。そのビー
チでサンセットを眺めながら走るジョギ
ングはいかがでしょう。
タモン湾の夕日は本当に美しく、真っ
赤な夕焼けがいっぱいに広がって、水平
線に大きな太陽が沈んでいくのが全部見

本屋

えるのです。この時間に来てみると、波
打ち際を走っているローカルがたくさん
いることに気がつくでしょう。夕日が水
平線に沈む頃、自分のペースで走ってい
ると本当に気持ちが良いですよ。
みなさんも旅行トランクにお気に入り
のジョギングシューズを入れて、ローカ
ルと一緒にタモンビーチを走ってみませ
んか？
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所在地：GPO（グアム・プレミア・アウトレット）
敷地内の映画館側
TEL：671-647-7233
、7〜22時（金曜）
、
営業時間：7〜19時（月〜木曜）
、10〜20時（日曜）
9〜22時（土曜）
参考価格：『NARUTO』7.95ドル〜
＜マイクロネシアモール店＞
Tel：671-637-5001
ロケーション：マイクロネシアモール内2階
、10〜18時（日曜）
営業時間：10〜21時（月〜土曜）

美しい海と

〜北のココパーム、
その先の
南のココス島〜
自然
ビーチへ……

を求めて

ホテルやさまざまな店が集中するタモン街は、あらゆる観光の楽しみ
が詰まった賑やかなエリアだけど、時には島の自然が感じられるビーチ
へも足を延ばしてみたい。北にあるココパームガーデンビーチと南端の
海に浮かぶココス島には、美しい海や緑あふれる南国の森といったグア
ム本来の魅力が詰まっている。

島、
グアム
北へ

静かな白砂のビーチでまどろむ幸せ

〜ココパームガーデンビーチ〜

タモンから車で3号線を北に20分
長。海岸に用意されたハンモックや
ガゼボで波の音を聞きながら、何も
も走ると街並みが途切れ、両端に密
しないという贅沢な楽しみ方もでき
林が続く一本道に入る。最北のリテ
る。うとうとしていても、ほら貝の
ィディアン岬に近づいた頃に現れる
細い道に入ると、まるでジャングル
音で昼食を知らせてくれる。
を行くような雰囲気だ。緑の風景に
海の見えるオープンエアのメイン
目が慣らされた頃、いよいよココパ
ダイニングやシャワー、ロッカーな
ームガーデンビーチに到着。タモン
どの各種施設も完備。
のホテル街から所要約40〜50分。 シュノーケルやカヤ
それほど広くないグアム島内ではか
ックといった各種ビ
なり遠い方だが、その分、プライベ
ーチ用品から釣竿の
ート感や自然の多さは随一で、着い
レンタルまであるの
たときの感動もひとしおだ。
で、ファミリーから
星の砂が混じるという白砂のビー
シニア層まで幅広い
チや遠浅の海は素晴らしいが、人里
世代で楽しめる。
から遠いがゆえの静寂さもここの特 （→関連記事16ページ）

静かな白砂のビーチで
のんびり楽しみたい

今夏からプライベート
ガバナも設置

ココパームガーデンビーチ
各ホテルから1日5回（8時〜14時20分発）のツアーを催行（52ドル〜）
現地での問い合わせ：671-477-4166
日本での問い合わせ：03-3234-8571

昼食はオープンエアの
メインダイニングで

ココス島への船からも透明なエメラルドグリーンの海が堪能できる

吸い込まれそうなほどに美しい離島の海

〜ココス島〜
南部の沖合に浮かぶココス島はわ
ずか全長1.4kmの小島だ。日本人が
グアムへ訪れるようになってから
40年。ラグーンに囲まれた透き通
る海と最南端の離島というロケーシ
ョンは、これまで多くの観光客を魅
了してきた。その魅力は現在も変わ
ることがない。
「グアム
タモンから車で約50分、
で一番美しい村」と言われるメリッ
ソに到着。ここで桟橋からココス島
行きの定期船に乗り換える。すぐ目
の前に横たわる平べったい島までわ
ずか10分。船からは海底まで見透
かせるほどの透明の海が堪能でき
る。島付近にはココス・ラグーンと
いう珊瑚礁が広がっており、その美
しさに吸い込まれそうになるほど。
島は「リゾート・アイランド」と
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島、
グアム
南へ

呼ぶにふさわしく、シュノーケリン
グや水中スクーター、ジェットスキ
ーなど、エメラルドグリーンの海を
体で感じられる各種アクティビティ
ーを完備。また、島内は南国の動植
物が豊富なので自然探索もお勧め。
レストランや更衣室など各種施設も
そろっているので、遊ぶうえでの不
安はない。グアム南部には、史跡や
アクティビティー施設など見どころ
が多く、それらとココス島と組み合
わせることで、南部観光の楽しさが
倍増するはずだ。

メリッソから定期船で
わずか10分

（→関連記事19ページ）
ココスアイランドリゾート
各ホテルから1日4回（7時〜11時50分発）
の送迎バスあり。ココス島行きの定期船
は1日4〜6便（往復30ドル）。各種アクテ
ィビティー料金（25ドル〜）は別途。
現地での問い合わせ：671-646-2825

島には美しい海と
ビーチが広がる
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1

2
1 グレイハウンド犬

のレースは迫力満点
2 犬のかわいさに子
供たちも満足

グアムで唯一、ドッグレースを楽しめる
「グレイハウンド・パーク」が今年4月にリニ
ューアルオープンし、女性や子供が楽しめる
ナイトエンターテイメントとして人気を集め
ている。
ドッグレースは、豪州産のグレイハウンド
犬8頭が1周400mのトラックを疾走するレー
ス。月・水曜を除く毎日19時半から22時ま
で合計10レースが行われており、18歳以上な
ら1口3ドルの「犬券」を購入して賭けること
が可能。賭けなくても競争のために訓練され
た犬たちの俊敏な走りは、グアムならではの
エンターテイメントとして一見の価値があ
る。また、スレンダーな犬たちのかわいさに
も注目。レース前の犬紹介では、小さな子供から歓声
が上がることもしばしばだ。
今年4月に750席の屋内観覧席が完成。ガラス張り
の観覧席は最前列がコース直前まで迫り、テレビモニ
ターも完備。このうち400席はVIP席として、ビュッ
フェレストランでの食事を楽しみながら快適な環境の
中でレースが観戦できるようになった。
レストランは18時から20時半までの間、モンゴリ
アンバーベキューをメインに、刺身や魚料理、豆腐料
理、サラダバー、デザートなどバラエティーに富むメ

グアム・グレイハウンド・パーク

Guam Greyhound Park

［PR］
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ニューが食べ放題。リー・シェフ監修による料理の
数々は日本人の口に合うよう味付けがなされており、
好きな具材を目の前で焼いてくれるモンゴリアンバー
ベキューは特にお勧め。入場料（16歳以上8ドル）と
食べ放題のディナーがセットになった「レースナイト」
は、大人39ドル、子供（4〜15歳）が18ドルとリーズ
ナブル。レースはもちろん、ディナー目的のナイトア
クティビティーとして、ファミリーやグループには最
適だ。またVIP席では、犬券を席まで届けてくれるサ
ービスもあり、売り場の列に並ぶことなくレースが楽
しめるのもうれしい。
各ホテルからレース場までは、タクシーや路線バス
を利用して行くことになる。赤いトロリーバスやザ・
ショッピングバスなどが入り口まで乗り入れており、
レース終了後も運行されているので安心。21人以上
のグループには送迎バスのチャーターも可能だ。
所在地：743 Chalan San Antonio Tamuning, Guam 96913
Tel：671- 646 - 9700／Fax： 671- 646 - 9800

Mini Information
ドッグレースって何？
元々は英国の野うさぎ狩りが公式
スポーツとして発展したもので、現
在、英国やマカオでも開催されてい
ます。グアムには1977年の上陸以
来、州政府公認の競技として定着。
一攫千金を狙う観光客から、レース
自体を楽しむファミリー層まで、毎
晩1000人以上の人々が訪れる人気
スポットとなっています。

食事をしながら
レースが楽しめ
るVIP席

団体サポートキャンペーンを実施
グアム政府観光局（GVB）は
昨年から開始した団体旅行への
サポート企画、
「下期 グアム
へ行こう！ キャンペーン」を今
年も実施する。10月1日から来
年1月31日までに日本を出発す
る30人以上のグループを対象

相次いで新チャペルがオープン

に、
「シェルレイ・グリーティン
グサービスとオリジナルギフト
の贈呈」か、
「1人1枚、10ドル
のグアムお楽しみ券（10ドルク
ーポン券）の贈呈」のいずれか
の特典が選べる。なお、12月28
日から1月3日は対象外となる。

堅調なウエディング需要を背
景に、今年も島内でのチャペル
新設が相次いでいる。
4月にオープンしたシェラト
ンの敷地内に、7月に誕生した
のが「ホワイトアロウ・チャペ
ル」（写真）だ。白い羽根をモ
チーフにしたという全面ガラス
張りのチャペルは、海とラグー
ンに囲まれた270度のウォータ
ービューになっており、バンケ
ットルームからも海が望める。
夜間のライトアップ演出も美し
く、ナイトウエディングも人気
を集めそうだ。
また、11月1日にはヒルトンに
「アクアステラ・チャペル」が
オープンする。
「水の星」とい

Guam

NEWS

う意味を持つ同教会では、星砂
が入った透明な祭壇に新郎新婦
がお互いに星砂を注ぎ合う、と
いったセレモニーオプションも
ある。両チャペルのプロデュー
スは、グアムに新しく参入した
アールイズが手がける。
一方、今年冬の完成に向けて
大幅なリノベーションが行われ
ているグアム・ホテルオークラ
内で12月2日にオープンするの
が「オーシャン＆シンフォニー」
。
ドイツ製の本格的パイプオルガ
ンを導入。ソプラノシンガーに
よる独唱が加わるなど、高級感
にこだわったのが特徴だ。同チ
ャペルはクチュールナオコが挙
式をプロデュースする。

GVBがウェブサイトを刷新
グアム政府観光局（GVB）は、
このほど公式ウェブサイト
（www.i-loveguam.com）を刷
新した。従来のトップページデ
ザインを大幅に変更したほか、
グアムウエディングのページも
新たなデザインとなった（写
真）
。結婚式の申込方法や式の ている。今後、他のコンテンツ
流れといった基本情報に加え、 についても順次、デザイン変更
島内全チャペルの案内も掲載し を実施していく予定だ。

今、グアムでは日本から観光で来ら
れる4割強の方が4泊5日以上の滞在を
なさっています。このところ、各ホテ
ルでは改装が相次いでおり、今年は4
月に部屋の多くがスイートで構成され
た「シェラトン・ラグーナ」がオープ
ンし、冬には「グアム・オークラ」に
グアム初となるヴィラ棟の誕生が予定
されています。全体的にホテルのグレ
ードが向上していることも要因のひと
つに挙げられるでしょう。
グアムの良さは何といってもその利
便性です。東京や大阪などの日本の各
都市から空路わずか3時間半の場所に
あり、時差は1時間。パスポートさえ
持っていれば気軽に行けるわけです。
また、グアム到着後はどこのホテルへ
も近いですので、島での時間が目いっ
ぱい有効に使えることも利点と言えま
す。
グアム路線にはビジネスクラスを設
定している航空会社も多く、3時間半
の距離ですが大変好評を得ています。
最近は55歳以上のシニアのお客様も
増えていますので、ぜひ利用をお勧め
したいですね。また、島内は治安が良
いので、ファミリーの方にも安心して
お越しいただけます。今年秋以降には

旅のプロが語る グアムへの誘い

日本から一番近い
「アメリカのリゾート」
グアム政府観光局 日本代表

光森 裕二さん
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島内でテレビ電話が使えるようになる
など、携帯電話の使い勝手も向上する
予定です。
グアムでの楽しみ方ですが、皆さん
がリゾート地でやりたいと思われるこ
との大半はそろっており、ほとんど何
でもできると思っていただいて間違い
はないでしょう。PR点とすれば、グ
アムは米国領ですから「アメリカのリ
ゾート」を感じて楽しんでいただきた
いと願っています。島内での公用語は
もちろん英語ですし、ホテルから一歩
街へ出るとスーパーマーケットに並ぶ
商品やレストランでの食事など、さま
ざまな場面で米国の生活様式や文化が
根付いていることがおわかりになると
思います。これから在日米軍の再編に
伴い、約1万人弱の海兵隊とその家族
がグアムに移転してきますので、さら
に「アメリカらしい雰囲気」になって
いくことが予想されます。
一方でチャモロ文化の発信拠点とし
て、08年中にハガニア地区に「グアム
博物館」を建設し、「スペイン広場」
のリニューアルなどが予定されていま
す。独自文化や歴史の面からもグアム
をさらに深く知っていただけるように
なってくるはずです。

