
①ぐるっと島内一周観光

●出発時間：9：00【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】

●所要時間：約8時間
●朝食・昼食・夕食・買い物券(＄20)付き

●定休日：無し

グアムが初めてという方でも1日でグアムの魅力を
満喫できるツアーになっています。 

7:00 

↓ 
 8:50 

 9:00 

↓ 

↓ 

16:30 

18:00 
↓ 

21:00 

レオパレスホテル出発集合 

島内観光ツアー 

【昼食】トンガンビーチでランチ、飲み物別途 

  解散 ウェスティンホテルにて解散 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル内レストラン

夕食 特別ディナーコース 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。

『自由行動』 

コース
順路

⑤トンガンリゾート
（ＢＢＱﾗﾝﾁ）

⑥南太平洋戦没者
慰霊公園

●備考：スニーカーなどの動きやすい靴・服装でご参加ください。
天候などにより、コースが変更になることがございます。 

④タロフォフォ の滝公園

③ボートクルージング
（約30分）

①戦争記念館

②ソレダッド砦

※恋人岬の展望台への
入場希望のお客様は
別途＄3のご負担となります。

⑦恋人岬

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

【主催会社：ＢＩＲＤＩＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ】 



②ゴルフ1ラウンド 

初心者から上級者まであらゆる層の方に人気のゴルフ場で、
日本とはまた違ったゴルフを体験できます！ 

●備考：クラブ・シューズのレンタル可能です。(クラブ：$40・シューズ：$10) 
※参加は６歳以上のみ可能です。 
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 ↓ 
 
 ↓ 
 
 ↓ 

7:00 
 ↓ 
  
 ↓ 
  
 ↓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 ↓ 
21:00 

レオパレスホテル内 
レストラン『LAGO』 
もしくは『GOLD CLUB』 

朝食 

ビュッフェ 
ゴルフ 

●ゴルフのスタートは、 
7:30～9:00の間です。 
スタート時間によって 
終了時間は異なります。 
 

レオパレスホテル内レストラン 

夕食 特別ディナーコース 

追加料金にて、もう１ＲＤお楽しみ頂けます★ 

【料金】18ホール:＄80- 
     9ホール:＄40- 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車 
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。 

『自由行動』 

ジャック・ニクラウスと 
アーノルド・パーマーが 
設計した夢のコース！！ 

●スタート時間：7：30～9：00の間 
【場所：レオパレスリゾートカントリークラブ】 

●所要時間：約4時間 
●朝食・夕食付き・買い物券(＄20)付き 
●定休日：無し 

ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ(有料)＄10/80球 
営業時間：06：3０～１７：0０ 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

【主催会社：ＬＥＯ ＰＡＬＡＣＥ ＧＵＡＭ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ】 



③竜宮城シュノーケリング 

●出発時間：07：55 【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー 

●所要時間：約4時間 
●朝食・昼食・夕食・お買い物券(＄20)付き 
●営業日：無し  

海の魅力に大感動！！ 
家族みんなで参加できる本格シュノーケリングツアー 

レオパレスホテル内レストラン 

夕食 特別ディナーコース 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

『自由行動』 

集合 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車 
頂ければ、夕食に間に合います。 

●備考：予め水着着用のうえ、着替え、バスタオル等をお持ちください。 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

【主催会社：ＰＡＣＩＦＩＣ ＵＮＤＥＲＷＡＴＥＲ ＯＢＳＥＲＶＡＴＯＲＩＥＳ，ＩＮＣ．】 

ビュッフェ 
7:00 
↓ 
7:45 
 

7:55 
↓ 
 
↓ 
 
↓ 
 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 

18:00 
↓ 

21:00 

昼食 

  解散 

バイキングランチ 
 （お飲み物は別料金） 

レオパレスホテル出発 

ウェスティンホテルにて解散 

小さなお子様や泳ぎが苦手な方は 
カヤックに乗って魚に餌をあげる 
こともできます。 



④マリンパック（ｼﾞｪｯﾄ+ﾊﾟﾗ） 

  

キッズプール、フリスビー、ペダルボート 
ミニサッカー、ハンモック、カヌー、卓球 
バレーボール、ビーチマット 
アイランドダンス、椰子の葉細工 

常夏の南国で海を満喫したいという方におすすめ 
ビーチで各種アクティビティーが遊び放題！ 

●備考：あらかじめ水着着用の上ご参加下さい。 
  ビーチタオルは各自お持ち下さい。更衣室有り。参加は６歳以上のみ可能です。 
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 8:20 
 
 8:30 
   
 ↓ 
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 ↓ 
 
17:00 
 
 
 
 
 

18:00 
 ↓ 
21:00 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』 

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル出発 
  集合 

オーシャンジェットクラブ 

【昼食】ビーチBBQ、飲み物別途 

レオパレスホテル内レストラン 

夕食 特別ディナーコース 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車 
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。 

『自由行動』 

無料!! 

●出発時間：8：30【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】 

 ※およそ1時間おきに出発あり。詳しくはお問い合わせください。 

●所要時間：約3～８時間 
●朝食・昼食・夕食・買い物券（＄20）付き 
●定休日：無し 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

お帰りのバスは12：00から1時間おきに出ています。 
ウェスティン（繁華街）方面行きと 
レオパレス（宿泊ホテル）方面行きがございます。 

【主催会社ＯＣＥＡＮ ＪＥＴ,ＩＮＣ．】 



⑤体験ダイビング

●出発時間：8：00【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】

●所要時間：約3.5時間
●朝食・昼食・夕食付き・お買い物券（$20）付き

●定休日：土曜日

ここで一度潜ったら病み付きになること間違いなし!! 
初心者の方大歓迎!!この機会に是非!! 

●備考：あらかじめ水着着用の上ご参加下さい。ビーチタオルは各自お持ち下さい。更衣室有り。
薬・お酒等を飲んでのご参加はできません。※参加は10歳以上のみ可能です。 
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14:30 

18:00 
  ↓ 
22:00 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル出発  集合 

体験ダイビング 

【昼食】レオパレスホテル内レストラン 

  解散 レオパレスホテルにて解散

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。

『自由行動』 

レオパレスホテル内レストラン

夕食 特別ディナーコース 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

【主催会社：ＭＴＧ,ＩＮＣ．】 



⑥アトランティスサブマリン

●出発時間：9：30【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】

※２名様以上でレオパレスからの送迎になります。
※およそ1時間おきに出発あり。詳しくはお問い合わせ下さい。

●所要時間：約3.5時間

●朝食・夕食付き・買い物券(＄20)付き
●定休日：土曜・日曜

水着にならなくてもグアムの海中を満喫できる！     
自然のままの珊瑚礁と魚たちを近くで見ることが出来ます。 

●備考：身長92cm以下のお子様は、安全の為ご乗車出来ません。

7:00 
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 9:20 

 9:30 

↓ 
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13:30 

18:00 
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21:00 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル出発  集合 

アトランティスサブマリン

  解散 タモン･ベイ･センターにて解散 

水中30メートル、自然のまま水中の世界を
体験できます。 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。

『自由行動』 

レオパレスホテル内レストラン

夕食 特別ディナーコース 

グアム唯一の本物の潜水艦 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

【主催会社：ＡＴＬＡＮＴＩＳ ＧＵＡＭ,ＩＮＣ．】 



⑦シーウォーカー 

●出発時間：8：10【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】 

  ※11:15、13:15出発あり。詳しくはお問合せ下さい。 

●所要時間：約3～4時間 
●朝食・昼食・夕食・買い物券(＄20)付き 
●定休日：無し 

  

泳げなくても、メガネでもOK！       
海洋保護区で楽しむ気軽で安全な海中散歩！！  

●備考：水着を着用の上、着替えとタオルを持ってご参加下さい。シーウォーカーの参加は８歳以上となります。      
 ※参加は８歳以上のみ可能となります。 
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レオパレスホテル内レストラン『LAGO』 

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル出発   集合 

シーウォーカー 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車 
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。 

『自由行動』 

  解散 レオパレスホテルにて解散 

レオパレスホテル内レストラン 

夕食 特別ディナーコース 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

【昼食】レオパレスホテル内レストラン 

【主催会社：ＳＥＡ ＱＵＥＳＴ ＧＵＡＭ ＩＮＣ．】 



⑧ABCイルカウォッチング 

高確率でイルカに出会える、グアム人気のドリームツアー 

濡れたくない方・クルージングを楽しみたい方・3世代ファミリーにもオススメ!! 

●出発時間：8：30【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー 

    ※10：30出発あり。詳しくはお問合せ下さい 

●所要時間：約4.5時間 
●朝食・昼食・夕食・買い物券(＄20)付き 
●定休日：土曜日 
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18:00 
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21:00 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』 

朝食 ビュッフェ 

レオパレスホテル出発   集合 

イルカウォチング 

（ｽﾊﾟｰﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ＋ｵｰｼｬﾝｼｭﾉｰｹﾙ） 

【昼食】食べ放題ランチ、飲み物別途 
   （11:15～15：30） 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

※20：00ウェスティンホテル発のシャトルバスにご乗車 
頂ければ、夕食のラストオーダーに間に合います。 

『自由行動』 

  解散 ウェスティンホテルにて解散 

レオパレスホテル内レストラン 

夕食 特別ディナーコース 

●備考：ビーチタオルは各自お持ちください。 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

【主催会社：ＡＬＵＰＡＮＧ ＢＥＡＣＨ ＣＬＵＢ】 

★スパービーチリゾート★ 

・スタンドアップパドルボート（NEW） 
・ウォーターバイク ・ペダルボート・カヤック 

・ストーンアート・コスチュームレンタル  

・インスタントタトゥー・浮き輪＆ビーチシューズ 

・ココナッツの葉編み、デモ、キャンディ 

・ビーチバレーボール（ビーチチェア＆パラソル） 

1998leo210531 



●出発時間：16：00～17：00【出発ホテル：ウェスティンホテル】

※季節により出発時間変動あり

●所要時間：約4時間
●朝食・夕食・お買い物券(＄20)付き
●最小催行人数：5名

●定休日：木曜日

⑨サンセットクルーズと
ポリネシアンディナーショー 

●備考：ドレスコードはありません

 7:00 
  ↓ 
10:30 

 

 

↓ 

↓ 

21：30 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

『自由行動』 

ウェスティンシャトル乗車  移動 

ウェスティンホテル出発  集合 

サンセットクルーズ＆
ポリネシアンディナーショー

  解散 レオパレスホテルにて解散 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』

朝食 ビュッフェ 

Ｊ 【夕食】シーフードバイキング（ステーキｺｰﾅｰ有） 
飲み物別途 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

15:00or 
  16:00 

16:20～ 
  17:00 

【主催会社：ＰＡＣＩＦＩＣ ＵＮＤＥＲＷＡＴＥＲ ＯＢＳＥＲＶＡＴＯＲＩＥＳ，ＩＮＣ．】 

グアムNo.1と評判のフィッシュアイディナーショーと、サンセットクルーズを組合せた特別プラン。 



美しい夕暮れを眺め、心地よい潮風を感じながら、        
タモンのシーサイドでＢＢＱをお楽しみください!! 

●出発時間：17：30【出発ホテル：ウェスティンホテル】 

※16：00ウェスティンシャトルに乗車頂ければ間に合います。 
※季節により出発時間が異なります。 

●所要時間：約4時間 
●朝食・夕食・お買い物券(＄20)付き 
●定休日：無し    

⑩SAILS BBQ 

  7:00 
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 10:30  
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 17:30 
 
  ↓ 
 
 
  ↓ 
 
 

 20:30 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』 

朝食 ビュッフェ 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

『自由行動』 

ウェスティンシャトル乗車   移動 

ウェスティンホテル   集合 

セイルズBBQ 

  解散 ウェスティンホテルにて解散 

セイルズプライムBBQ 

※ウェスティンホテル発の最終シャトルバスは 
23：30発ですので、それまでのシャトルバスにて 
お戻り下さい。 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

●備考：屋根付きで雨でもOK！屋外ですので汗をかいても良い軽装がオススメ。 

・サラダバー（ライス付き） 
・ビール・ソーダ・アイスティー飲み放題 
・お子様は、ソーダ・アイスティー飲み放題 

【主催会社：ＣＩＴＹ ＨＩＬＬ ＣＯＭＰＡＮＹ （ＧＵＡＭ）ＬＴＤ】 



グアムで唯一のラスベガススタイルのマジックショー！ 
サンドキャッスルグアムの超絶パフォーマンス！！ 

●出発時間：17：00【出発ホテル：レオパレスホテル】 

※17：00レオパレスシャトル乗車、サンドキャッスルで下車してくだ
さい。(17：００以前のレオパレスシャトルご乗車の場合は各自集合時
間にサンドキャッスルにご集合下さい。） 

●所要時間：約3.5時間 
●朝食・夕食・お買い物券(＄20)付き 
●定休日：水曜・日曜日   

 
 ⑪サンドキャッスル 

  7:00 
   ↓ 
 10:30  
 
  

 
 
 17:00 
 
 17:40 
 
  ↓ 
 
  
  ↓ 
 
 

 21:30 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』 

朝食 ビュッフェ 

お買い物等でお楽しみ下さい★ 

『自由行動』 

レオパレスシャトル乗車   移動 

サンドキャッスル下車   集合 

サンドキャッスル 

  解散 ウェスティンホテルにて解散 

サンドキャッスル・デラックスディナープラン 

※ウェスティンホテル発の最終シャトルバスは 
23：30発ですので、それまでのシャトルバスにて 
お戻り下さい。 

●備考：カジュアルな服装で結構ですが。ビーチサンダル・水着でのご入場はできません。 
    また、館内冷房のため羽織るものの持参をお勧め。 

メインディッシュは 
★牛フィレ肉ステーキ★ロブスター 
★チキンソテー★サーモンのグリル 
★ベジタリアン・デライトから選べます。 
プラス＄20でランクＵＰできます。 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

飲み物別途 

【主催会社：ＢＧ ＴＯＵＲ(ＢＡＬＤＹＧＡ ＧＲＯＵＰ)】 



⑫レオパレス・スパ
レオパレスリゾートがおくる極上のリラクゼーション
おでかけ前や、海でのアクテビティーの後にもお勧め！

●備考：ご予約の際にご利用のコースと時間をお申し付けください。※参加は16歳以上のみ可能となります。
※性別に関係なくお申込みいただけます。※ご希望のお時間でご予約を承れない場合もございます。
※その他のコースと組み合わせもできますのでお気軽にお問い合わせください。 

レオパレス・スパ内

 7:00 
  ↓ 
 9:30 

10:00 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

最終受付 
(17：00) 

 18:30 

レオパレスホテル内レストラン『LAGO』

朝食 ビュッフェ 

ホテルでお寛ぎ頂くか、ウェスティンシャトルバスを
利用し、お買い物等でお楽しみ下さい★ 

終了後、自由行動 

 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

※4月以降、料金が変更になる場合がございます。

●開始時間：10：00～18；30
※最終受付17：00

●所要時間：約1時間～
●朝食(レオパレス内ビュッフェスタイル)
●定休日：無し

【主催会社：ＬＥＯ ＰＡＬＡＣＥ ＧＵＡＭ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ】 

60分ボディマッサージ 
２種類のコースからお選び頂けます。 

★アロマスィートマッサージ★
足のつま先から頭部まで、優しく長いスト
ロークで滑らせるスウェーデン式の全身マッ
サージ。アロマオイルを使い、リラックス効
果の高いｿﾌﾄなマッサージです。

★バイタリティマッサージ★
慢性的な肩凝りや腰痛等の症状に合わせて、
より深部へとアプローチしていきます。アロ
マオイルを使い、手や肘をバランスよく組み
合わせながら行う少し強めのマッサージです。 



グアムが初めての方にオススメの２日間プラン！ 
島内観光も！海も！グアムの魅力的なポイントをまるごと満喫!! 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。）

１日目 

２日目 

３日目 

 

4日目 

★ぐるっと島内１周観光

★アトランティスサブマリン

自然豊かな海中を潜航するグアム唯一の 

サブマリン!!普段着のまま水中30ｍの世界を

体験できます！ 

⑬グアムまるごと満喫プラン

ご利用の空港 → グアム 

グアム → ご利用の空港 

★サンセットクルーズ＆
  ポリネシアンディナーショー 

夕暮れの海をクルーズ。感動的なサンセットの後は 

ダイナミックなポリネシアンディナーショーを 

お楽しみください。 

グアムが初めてという方でも、 

１日でグアムの魅力を満喫できる!! 

※恋人岬の展望台への
入場希望のお客様は
別途＄3のご負担となります。

●備考
・島内観光に参加の際はスニーカーなどの動きやすい靴・服装でご参加ください。
・アトランティスサブマリンは身長92cm以下のお子様は、安全の為ご乗車出来ません。
・ディナーショーはドレスコードはありません。

●所要日程：２日間
●朝食・昼食(島内観光のみ)・夕食・
買い物券(＄20)付き

※ツアー参加日により２日目と３日目を入れ替えて
　お手配になります。

【主催会社：ＢＩＲＤＩＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ】 

【主催会社：ＡＴＬＡＮＴＩＳ ＧＵＡＭ,ＩＮＣ．】 

【主催会社：ＢＧ ＴＯＵＲ(ＢＡＬＤＹＧＡ ＧＲＯＵＰ)】 



 

 

『自由行動』 
    ※ウェスティンホテル発の最終シャトルバス 
  は23：30発ですので、それまでのシャトルバスにてお戻り下さい。 

グアムで充実のマリンアクティビティ!! 
ジェットスキー、バナナボート、ウェイクボードが楽しめてお弁当付き！ 
 

※ご出発日の１ヶ月前までにお申込みください。それ以降のお申込みはご相談ください。 
※ご出発日前日の正午（１２時）以降のキャンセルはできません。（ご出発日前日が土日祝の場合は前営業日となります。） 

ビュッフェ 

⑭パラダイスアクア・マリンパック 

●備考：あらかじめ水着着用の上ご参加下さい。ビーチタオルは各自お持ち下さい。更衣室あり。 
    ※参加は８歳以上から可能、18歳未満は保護者同伴となります。 

●ホテル出発時間：8：30【出発ホテル：レオパレスリゾートロビー】 

●所要時間：約1時間 
●朝食・お弁当付き 
●定休日：無し 
 

朝食 

レオパレスホテル内レストラン『ＬＡＧＯ』 

集合 

解散 

レオパレスホテル出発 

パラダイスアクア 

ジェットスキー＆バナナボート＆ウェイクボード 

無料!! 
ドリンク、鍵付きロッカー、 
ビーチチェア、シュノーケルセット、 
マリンブーツ、ライフジャケット、送迎 

昼食 お弁当 

お帰りの（ウェスティン行き）バスは12：40・
14：30・16:00発からお選び頂けます。 

ウェスティンホテルにて解散 

【主催会社：ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＡＱＵＡ】 

7:00 
↓ 
8:20 

 
8:30 
↓ 
 
↓ 

11:30 
↓ 
 
↓ 

12:40 
↓ 
 
↓ 
 

16:00 

ジェットスキー＆バナナボート＆水中バイク/BOB 


