
※画像はすべてイメージ

グアム 4・5日間／キャンペーンクラスホテル／新千歳発着／ユナイテッド航空チャーター便利用／
大人お1人様／2・3名1室利用時／燃油サーチャージ含む

※航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。
国内空港施設使用料等及び海外空港諸税が別途必要となります。
※航空会社による関係国政府の許認可の取得などを条件とする。

￥104,000～￥154,000

2019年1月4・5・8・12・15日出発 新千歳発

対象外ホテル：キャンペーンクラスホテル、PICグアム、
 オンワードビーチリゾート
※グアムプラザホテルは滞在中ターザ行き放題

お1人様
5,000円追加で
4つから選べる
特典が付けられます

幼児代金
（0～1歳）

10コのおすすめツアーポイント!

現地滞在中、LINEで気軽にご相談
LINEコンシェル

パンフレット有効期限：2018年10月4日～2019年1月10日GUMCHTR1-A

冬冬はは休み休み

1

2

10

お子様連れにうれしい
ベビーバギー無料レンタル9

H.I.S.オリジナルの
ガイドブックプレゼント!8

雨の日でも安心
LeaLeaスーパーキッズ
ラウンジ利用可能

7

LeaLeaトロリー
滞在中乗り放題
LeaLeaWi-Fiサービス

6ターザウォーターパーク
滞在中1回付き

スーペリアクラス以上のホテルコースご予約で3

オリジナルグッズを
プレゼント！！

小学生までのお子様には4

1等はグアムで使えるミールクーポン（＄20分）が当たる!
1グループにつき1枚のプレゼント

スクラッチカードをプレゼント!5

※0～12歳のお子様
が対象です。

トランプ・ゲーム・
カトラリーセット・
コップなど

はずれ
なし!!

（イメージ）

あったか～い



選べるホテルラインナップ

シェラトン・ラグーナ・
グアム・リゾート

プール オーシャンビュー／客室一例

シェラトンならではの高いクオリティを誇るリゾート。
約5,000㎡もの広大な敷地内には、ゲストがのんびり
過ごせる空間を演出しています。

ターザウォーターパーク
滞在中1回付

オススメ アウトリガー・グアム・
ビーチ・リゾート

外観 スタンダード／客室一例

レストラン・水族館・お土産ショップに囲まれた抜群の立
地条件が魅力。ブランド品の買い物を楽しみたい人も、
人気のプレイスポットを楽しみたい人にも大人気です。
スタンダード宿泊時：ホテル内で利用できるUS$100のルームクレジット付き

ターザウォーターパーク
滞在中1回付

オススメ デラックスクラスホテル

オンワードビーチ
リゾート

外観 部屋指定なし／客室一例

グアム最大級の広さを誇る44㎡以上のゆったりとした
客室、隣接するウォーターパーク、プライベート感覚の
ビーチが自慢のホテル。

オススメ スーペリアクラスホテル フィエスタ・リゾート・
グアム

外観 イメージ

タモンビーチのほぼ中央に建ち、ビーチへも街へも便
利なロケーション。ビーチフロントの滞在し易いホテ
ル。ホテル前のビーチは透明度抜群です。

ターザウォーターパーク
滞在中1回付

オススメ スーペリアクラスホテル

ホテル・ニッコー・
グアム

オーシャンフロント／客室一例

全客室から海を眺めることがで
き、バルコニーに一歩出れば開放
感も抜群。プライベートビーチ感
覚でお楽しみいただけます。

ターザウォーターパーク
滞在中1回付

デラックスクラスホテル

シニアカップル ファミリー シニアカップル

学生 グループファミリー 学生 グループファミリー

グループファミリー

カップル

デラックスクラスホテル

グアム リーフ&
オリーブ スパ リゾート

インフィニティツイン客室一例

タモンの中心地にあり、立地の良
さはもちろん、ホテルの明るい雰
囲気が、楽しいリゾートライフを演
出してくれます。

ターザウォーターパーク
滞在中1回付

スーペリアクラスホテル

グループファミリー

カップル学生

PICグアム

外観

グアム最大級の客室を誇るだけに、客室タ
イプも豊富。また、ウォーターパークは2種
類のウォータースライダーや魚と泳げる
水族館などもあり、お子さまにもピッタリ！

スーペリアクラスホテル

グループファミリー

学生

※1部屋につきUS$100分

お子様からシニアの方まで楽しめる 4つから選べる特典を付けられます!

※（注1）8：15スタートの便はLeaLeaトロリーが運行前のスタートとなりますのでご注意ください。ハイアットホテルが徒歩圏内のお
客様におすすめです。　※ツアー出発の際のご集合はサンドキャッスル前となります。　※ホテル⇆集合・解散場所間の往復送迎は
ございません。LeaLeaトロリーにてご自身でお越しください。サンドキャッスルへは「ハイアット向かい」または「ハイアット」の前で
の下車が便利です。水陸両用バスの窓はオープン仕様ですので、カジュアルな服装でご参加をお勧めします。また、雨天時は濡れて
もよい服装でご参加ください。※天候等の諸事情により運行ルート、及びスケジュールが変更になる場合がございますので、予めご
了承ください。※ベビーカーの持ち込みは不可です。チェックインの際に係員にお預けいただきます。ロッカー等はございません。

��出発時間���※いずれの出発時間も、30分前集合となります。
❶08:15（注1）　❷10:00　❸11:30　❹13:30　❺15:30
��催行場所���サンドキャッスル前より出発　��所要時間���約90分
�運行ルート��サンドキャッスル前➡港までドライブ➡港よりスプラッシュイン！！➡
海上周遊➡ハガニア地区周遊➡サンドキャッスル前到着
�コード���❶DUIN0�08:15　❷DUINA�10:00　❸DUIN2�11:30　❹DUIN3�13:30　❺DUIN4�15:30
�運行事業者��BGツアーズ

ツ
ア
ー
詳
細

※ホテルへのお迎え時間の詳細は、現地でお渡しする参加券に記載いたします。　※マイクロネシアモールにて解散後は自由
行動となり、ホテルまでは各自LeaLeaトロリーなどでお戻りいただきます。　（※1）恋人岬展望塔入場料は含まれております。

��スケジュール���08：00～08：40頃�各ホテル出発➡08：50～09：50頃�恋人岬にて絶景朝食（下車６０分）
（※1）➡10：00～10：30頃�DFS（下車３０分）➡＊トイレ休憩とツアーデスク案内➡10：50～11：05頃�
アプガン砦（下車１５分）➡11：05～11：20頃�ラッテストーン公園（下車１５分）➡11：25～11：40頃�
スペイン広場（下車１５分）➡12：00～12：30頃�マイクロネシアモールにて解散
��コード���SSGBF　��運行事業者���H.I.S.Guam�Inc.

ツ
ア
ー
詳
細

（イメージ）水陸両用ライド・ザ・ダック1 2
大人気の水陸両用車！

海に飛び込むクルージングと、
ドライブしながらのグアム観光が

両方楽しめます！（イメージ）

ニックネーム/かおちまんさん

朝食一例（1人前／イメージ）

大人5,000円（12歳以上）

子供2,500円（6〜11歳）

0〜5歳0円で

H.I.S.専用絶景
テラスで朝食を！その後、
グアムの歴史巡りの探検へ！

こちらが
朝食会場と
なります

アプガン砦/イメージ
ラッテストーン/イメージ

スペイン広場/イメージ

LeaLea絶景朝食 + 
ヒストリカルツアー
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グアム4・5日間

日程
1月4日出発5日間
1月5日出発4日間

1月8日出発5日間
1月12日出発4日間 1月15日出発4・5日間

往路乗継/復路直行 往復直行 往路直行/復路乗継

11

新千歳（8：25）発
O （乗継）
空路、グアムへ。
グアム（15：55）着

新千歳（12：30）発O （直行）
空路、グアムへ。
グアム（18：15）着

着後、現地係員がホテルまでご案内。 グアム泊

2
・
3
2
〜
4

終日：自由行動
各種オプショナルツアーを用意しております。（別途） グアム泊

45

現地係員と共に空港へ。
グアム（7：30）発O （直行）
空路、帰国の途へ。
新千歳（11：25）着

グアム（7：25）発
O （乗継）
空路、帰国の途へ。
新千歳（13：35）着

《旅行条件》◆日本発着時利用航空会社：1/4・5・18・19のフライト／ユナイテッド航空、1/8・12・15のフライト／
ユナイテッド航空チャーター便（日本国内はANA）(航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とする) 

（※往復とも機内食は軽食の準備となります。）◆添乗員：なし｡現地係員 ◆最少催行人員：1名(但し､1人部屋利
用の場合､追加代金が別途必要｡相部屋不可)◆食事：なし(機内食を除く)※オンワード利用時：4日間：朝2、5日
間：朝3(ベッドを利用しないお子様も対象)◆減･延泊：不可｡◆利用ホテル：キャンペーンクラスホテル利用時：グ
ランドプラザホテル、パシフィックベイホテル、ヴェローナ、タモンベイキャピタルホテル、ウィンダムガーデングア
ム(いずれも部屋指定なし)その他ホテルは料金表参照　■※子供（ベッドなし）代金：料金表参照（適用条件は大
人2名様同伴同室の2～11歳のお子様2名までとなります。■※幼児旅行代金:0円(ご旅行ご帰国時に2歳未満の
お子様でベッドを利用しない場合)※フライトスケジュールは2018年9月25日現在のものとなります。但し、航空
会社の都合により予告なく変更となる場合があります。※その他ご旅行条件などはツアーパンフレットチャオ「グ
アム・サイパン」最新号に準じますが、早期割引・各種特典などは対象外となりますのでご注意ください。

（注）【R】マークのホテルは、2018年9月現在、ホテル内ないしはホテル隣接地において工事が行われております。工事箇所や状況はお問い合わせください。
（注）●オーシャンフロント…海辺に位置し、正面に海を眺める事ができるお部屋　●オーシャンビュー…海が客室の窓側（ベランダは含まない）から視界のかなりの部分を占めているお部屋
（注） エコノミープラスとビジネスクラス追加代金は1/8・12出発のみ対象で、片道のみのアレンジは承っておりません。また、ご利用便はエコノミークラスのお客様と同一とみなし、現

地での旅行サービス内容（ホテル、バス、食事など）も同一となります。空港・ホテル間の送迎もエコノミークラス利用のお客様と同じになる為、お待たせする事がございます。

燃油サーチャージは 含む  旅行代金に燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。※尚、国内及び海外空港諸税が別途必要となります。

ホテル名 部屋カテゴリー ツアーコード
（PC-HGJ____CHTR）

1/4出発
5日間

1/5出発
4日間

1/8出発
5日間

1/12出発
4日間

1/15出発
4日間

1/15出発
5日間

一人部屋
追加代金

アウトリガー・グアム・
ビーチ・リゾート【R】

スタンダード 4日間：0001
5日間：1001 18.40 15.90 17.90 19.20 14.40 15.90 4日間：4.5

5日間：6.0
オーシャンビュー
デラックス

4日間：0002
5日間：1002 18.90 16.40 18.40 19.60 14.90 16.40 4日間：4.8

5日間：6.4
オーシャンビュー
デラックス【17階以上】

4日間：0003
5日間：1003 19.40 16.90 18.90 20.20 15.40 16.90 4日間：5.1

5日間：6.8

オンワード
ビーチリゾート

ウィング/部屋指定なし
 毎朝食付 

4日間：0004
5日間：1004 16.90 14.90 17.40 17.90 13.40 15.40 4日間：4.8

5日間：6.4
タワー/海が見えるお部屋 
 毎朝食付   ラウンジ利用可能 

4日間：0005
5日間：1005 17.90 15.40 18.40 18.40 13.90 16.40 4日間：5.7

5日間：7.6

フィエスタ・
リゾート・グアム

部屋指定なし 4日間：0006
5日間：1006 15.40 13.90 15.90 16.90 12.40 13.90 4日間：3.6

5日間：4.8
オーシャンフロント 4日間：0007

5日間：1007 16.40 14.90 16.90 17.90 13.40 15.40 4日間：3.9
5日間：5.2

ホテル・ニッコー・
グアム【R】

オーシャンフロント 4日間：0008
5日間：1008 17.40 15.40 17.90 18.90 14.40 15.90 4日間：4.2

5日間：5.6
オーシャンフロント
デラックス

4日間：0009
5日間：1009 18.90 16.40 19.40 19.90 15.40 17.40 4日間：5.7

5日間：7.6
シェラトン・
ラグーナ・グアム オーシャンビュー 4日間：0010

5日間：1010 16.90 14.90 16.90 18.40 13.40 14.90 4日間：3.6
5日間：4.8

グアムリーフ＆オリーブ
スパ　リゾート【R】 部屋指定なし 4日間：0011

5日間：1011 17.90 15.20 17.40 18.40 13.40 15.10 4日間：4.2
5日間：5.6

PICグアム【R】 部屋指定なし 4日間：0012
5日間：1012 18.70 15.40 16.70 18.30 13.40 14.40 4日間：3.9

5日間：5.2
グアムプラザ【R】 部屋指定なし 4日間：0013

5日間：1013 14.90 13.40 15.40 16.90 11.90 13.40 4日間：3.0
5日間：4.0

キャンペーン
クラスホテル 部屋指定なし 4日間：0014

5日間：1014 12.90 11.90 13.40 15.40 10.40 11.40 4日間：2.4
5日間：3.2

ベッドなし子供代金 11.0 10.0 11.0 13.5 8.5 9.0 -
エコノミープラス追加代金（往復）　※子供同額 - 6,000円 -

ビジネスクラス追加代金（往復）　※子供同額（幼児は不要） - 70,000円 -

■旅行代金表／グアム4・5日間／大人お1人様／2・3名様1室利用時 単位：万円

※上記アイコンのあるホテル、カテゴリーが対象です。　※満室のためご用意できない場合がございます。　※出発日
の21日前までの予約に限ります。また空室状況によりご希望に添えない場合があります。　（注）隣同士のお部屋は事
前にご希望を承りますが、事前確約はできません。

コネクティングルームを事前手配！（注）
コネクティングルームはお部屋の中にドアがあり、隣の部屋と行き来することが
可能です。大人数のグループのお客様におすすめです。

ファミリー
におすすめ

ファミリー シニア
におすすめ

シニアカップル
におすすめ

カップル学生
におすすめ

学生グループ
におすすめ

グループ

…旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

お子様からシニアの方まで楽しめる 4つから選べる特典を付けられます!

※天候により、船が揺れる場合があります。転倒防止のため、乗船は素足になります。ボートは2種類あり当日どちらか決定します。
満席の際は午後便を増便することもあります。 ※野生動物のため見られない場合がございます。その場合の返金はございません。

��スケジュール���08:40～09:25�ホテルへお出迎え➡09:40�アプラ湾より豪華カタマランで出航➡
約2時間のクルージング➡12：00～12：30�ホテルに到着
��コード���HAPFA　��所要時間���3時間半　��催行日���毎日　��最小催行人数���6人
��食事���ソフトドリンク、スナック　��運行事業者���GUAM�TROPICAL�DIVE�STATION

ツ
ア
ー
詳
細

レアレアイルカクルーズ セイルズ BBQ3 4 自分で焼くスタイルのビーチフロントBBQ！
サラダバーやドリンクも飲み放題！

（イメージ） （イメージ）

イルカ、トロピカルフィッシュと
出会う感動体験！

目を凝らしながら真っ青な海面を
見てると、突然イルカが!!

1日20名
様限定

コース!!
※定員に達した場合は、
他コースをご利用ください。

��時間���1回目�18：00～19：30、2回目�19：45～21：15
��場所���グアムプラザホテルリゾート＆スパより徒歩５分、タモンベイビーチフロント。ナナズカフェと併設。
��コード���大人【GPZE●】　※●は1または2を入力。
子供【GPZKB】

ツ
ア
ー
詳
細

メ
ニ
ュ
ー

ミートBBQ
��内容���サーロインステーキ、カルビ、チキン、ビーフショートリブ
野菜+飲み放題（生ビール・ソーダ・アイスティー）付
お子様(5～11歳)：カルビ、ウインナーソーセージ、串刺し海老、野菜、アイスクリーム、
飲み放題(ソーダ・アイスティー)付
※メニューは「ミートBBQ」となります。

（イメージ） （イメージ）

カルビBBQ2人前（イメージ）

お子様用BBQ2人前（イメージ）
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○共通事項　※（ベッドなしお子様代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大人2名様以上と同伴同室で、ベッド・食事を利用されない場合に限り、お子様最大2名様まで適用になります。
※（ベッドありお子様代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大人1名様以上と同伴同室で、ベッド・食事を利用する、お子様最大2名様まで適用になります。
※（幼児代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳未満のお子様で、大人2名様以上と同伴同室で、航空座席は使用されず、ご宿泊はベッドを使用されず、食事を必要とされない場合に適用になります。

●お申し込み・お問い合わせは…旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に�
関する責任者です。この契約に関し担当者からの説明にご不明
な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。
（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土・日・祝はお休みとさせて頂きます）

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ciaoパンフレット最新号にてご確認ください）
空港諸税等について

●��表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収すること
を義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。　
●��日本円目安額は、2018年9月25日現在のIATA公示レートを参考に算出しています（10円未
満は切り上げ）。また航空券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴
収額を変更する場合がありますが、レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金は致し
ません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。

日本国籍の方のビザ（査証）について
●�グアム：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件；入国時にパスポート
の有効期限45日以上が望ましい。45日以下の場合、旅券の有
効期限までの滞在が許可される。
※�日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び
渡航先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要
な手続きをお済ませ下さい。

現地安全情報・衛生情報
●�渡航先（国又は地域）によっては外務省安全情報など安全関係
の情報が出されている場合がありますので、外務省ホームペー
ジ　(http://www.anzen.mofa.go.jp)�などでご確認下さい。
●�渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者
のための感染症情報」ホームページ� � (http://www.forth.
go.jp/)�でご確認下さい。

燃油サーチャージについて
●�旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に
対応するため、一定の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に
課せられるものに限る）が含まれております。今後、航空会社の
申請により燃油サーチャージの増減、廃止又はかからなくなった
際も旅行代金の変更はございません。また、為替レートの変動に
よる過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。

お買い物についてのご注意
●�お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2018年9月25日現在）�
国名 税・料の名称 �税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本

成田国際空港施設使用料 大人：2,090円　子供：1,050円 国際線出発 - 対象 -
成田空港旅客保安サービス料 520円（大人・子供同額） 国際線出発 - 対象 -
成田空港施設使用料 大人：440円　子供：220円 国内線出発/到着 - 対象 -
中部国際空港施設使用料 大人：2,570円　子供：1,290円 国際線出発 - 対象 -
中部国際空港施設使用料 大人：310円　子供：150円 国内線出発/到着 - 対象 -
新千歳空港施設使用料 大人：270円　子供：140円 国内線出発/到着 - 対象 -

グアム
入国審査料 7.00USドル 国際線到着 810円 対象 対象
税関審査料 8.29USドル 国際線到着 960円 対象 -
空港施設使用料 4.50USドル 国際線/国内線出発 520円 対象 -
航空保険料 5.60USドル 国際線/国内線搭乗 650円 対象 対象

■ 時間帯の目安 早朝／04:00〜 朝／06:00〜 午前／08:00〜 昼／12:00〜 午後／13:00〜 夕刻／16:00〜 夜／18:00〜 深夜／23:00〜

１�募集型企画旅行契約 ２�旅行のお申込みと契約の成立

４�お客様の確認事項

５�その他

3�貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

（１）�現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご
確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。

（２）�渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録
をお願いします。

� 海外安全ホームページ　�http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
� 感染症情報ホームページ�http：//www.forth.go.jp/
� たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。　（２）より安心
してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加
入をお勧めします。　(3)特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申
し出ください。(一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど)

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、
いつでも旅行契約を解除出来ます。

旅行条件書（要旨） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内
10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお
申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいた
だきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

旅行契約の取消日��
旅行開始日の前日から

起算して
取消料

60日前～31日前 旅行代金の20％

30日前以降～21日前以前 旅行代金の50％

20日前～4日前以前 旅行代金の80％

3日前以降 旅行代金の100％
【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より
100%

雨の日でも安心！家族で楽しめる新しいこどもの遊び場♪

LeaLeaスーパーキッズラウンジ
子どもの成長を応援する「ボーネルンド」遊具を揃えた
H.I.S.だけのオリジナル施設で、小さなお子様が安心して
楽しめるキッズラウンジです。
模型やボールコーナーなど、雨の日でも多様な遊び場
としてご利用いただけます。
◆場所： LeaLeaラウンジ2階　◆営業時間： 10：00〜18：00
◆対象年齢： 生後6ヶ月〜12歳未満のお子様

H.I.S.だけ！
オリジナル施設！ LeaLeaスーパー

キッズラウンジ

幼児
スペース

マーケット

ソフト積み木

キッチン

ギアウォール
マグネットウォール

巨大すべり台

列車

ボールプール

サイバー
ホイール

ボール
プール

バスケット
ゴール

木馬

出入口

【ご注意】●お子様だけでのご入場はできません。必ず保護者の方の同伴が必要となります。　●食べ物の持ち込みはできません。　●施
設内のスタッフは、説明及び案内係となります。お子様の安全管理は保護者の方の責任となりますので予めご了承ください。　●施設内
における事故・トラブルにつきましては一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。　●間取り・レイアウトは時期により変更の
可能性もございます。　●衛生・安全のため靴下をご持参ください。（持参ない場合は入場不可となります。現地でも販売はございます。）

DFSのすぐ
近くなので、
とっても便利！

マグネットパネル+
歯車パズル

サイバーホイール

巨大すべり台+
ボールプール

ボールプール

マグネットを自由に並べ
替えることで、考える楽
しさを実感できる

筋肉だけでなくバランス
をとろうと脳が活性化
し、バランス感覚も養え
る遊び

大きなすべり台を滑り降りて、ボー
ルプールへダイブ！ボールがクッ
ションとなり、受け止めてくれる

柔らかいボールがいっ
ぱいはいったプール。投
げたりしても柔らかいの
で安心。

滞在中
遊びたい
放題！！

（ニックネーム/
マリーさん）

H.I.S.のレンタカープランは、
任意保険込み&ガソリン満タン返却不要!！
初めてでも安心！

H.I.S.専用レアレアプランのお得なポイントをチェック！

利用車種 6時間 1日
（24時間）

1日
（3日間以上
1日あたり）

コンパクト 5,600円 8,500円 7,900円

ミッドサイズ 5,900円 8,900円 8,200円

フルサイズ 6,500円 10,000円 9,300円

ミッドサイズSUV 8,500円 10,500円 9,800円

ミニバン 9,600円 13,800円 13,100円

コンバーチブル 9,600円 13,800円 13,100円

※ �2018年 7月現在の料金となります。予告なく変更になる
　可能性もございますので予めご了承ください。

H.I.S.専用レアレアプラン

ビーチマット＆クーラーボックス
無料貸し出し！

※車1台につき、1台まで。
グアムではチャイルドシートの着用が義務
付けられております。お子さまの年齢や体
格にあわせたチャイルドシートをご用意し
ています。チャイルドシートはお客様ご自
身で取り付けをお願いします。

レアレアプランならビーチで役立つ
ビーチマットと飲み物を冷やしておけ
るクーラーボックスがレンタル無料！
グアムの美しいビーチで冷たい飲み物
を片手に、ビーチマットを広げたら南
国でのピクニック気分が味わえる♪

H.I.S. おすすめ！ ビーチで役立つ！

ビーチマット＆
クーラーボックス
（イメージ）

チャイルドシート
（イメージ）

（イメージ）

チャイルドシートが無料！

ドライブで役立つ！
オリジナル
日本語マップ
プレゼント！

お得なH.I.S.のレンタカープランをご用意！


