
日本時間 経過 場所 内容 備考
10:15 とかち帯広 JAL1152 当日のお父さんのスケジュール
11:55 羽田
12:30 羽田 JAL117
13:35 伊丹

14:35 伊丹 リムジンバス
15:30 阪奈蓬莱 ママお迎え 毎度申し訳ございませんm(__)m

15:45 お家到着

16:00 1h 最終準備 忘れ物最終チェック

17:00 1h30m お家を出発 関西国際空港に向けて

18:30 関空到着 出発ロビーで、荷物と家族を下して
アート関空へ車引き渡し
エアロプラザ・ホテル日航向かいの
てんとう虫・回送業者受付の看板を目印
アート関空 072-464-5089
9,000円現金で ＥＴＣカードを抜いておく
詳細は別紙

19:00 30m チェックイン

2008年8月8日 金曜日 1日目

２００８年KFEG グアム旅行スケジュール

座席指定済み
56ACDEG
ビジネスシートチェックインカウンター

19:30 30m 出国手続

20:00 1h30m 自由時間 免税店 夕食をとった方がいいかも
ＪＡＬサクララウンジ

21:30 搭乗ゲートへ 座席は後方です 56ACDEG

22:00 3h30m 出発 JO943 機内食
クロワッサンサンドウィッチ、マフィン、
フルーツコンポート、おつまみ



現地時間 経過 場所 内容 備考
2:30 1h グアム到着 イミグレ 入国審査

イミグレでは、できるだけ左の列が進みが早いらしい

オンワード空港カウンターに行き、ホテルまで送迎

3:30 ホテル到着 チェックイン 予約確認書を見せる

冷蔵庫のビール、ジュースは飲んでもＯＫ
ウェルカムドリンクセット12本

2008年8月9日 土曜日 到着編

ウェルカムドリンクセット12本
(ビール6本、ジュース6本)

4:00 就寝 おやすみなさい



現地時間 経過 場所 内容 備考
9:30 起床 起きれるかな？？

まあ、本日はゆっくりでもＯＫ

10:00 朝食 適宜 ホテルの朝食 ル・プルミエ（朝食or昼食無料）
は、10:00まで、なので朝食はあきらめましょう
運が良ければ、ラウンジでパンにありつけるかも(^_^;)

10:30 情報収集 ホテル探検 コンシェルジュデスク（ロビー階）
・リピーターポイントカード発行
・ル・プルミエ無料券
・赤いトロリー（グレーラインバス）無料券
・オプショナルツアー予約
ダイナミックパック（大人105$ 子供63$）
（イルカウォッチ、パラセール、マリンジェット）
8月10日（日）予定 天候確認

・近隣情報確認 シャーリーズ、ぺレススーパー等

11:45 1h 昼食 ル・プルミエ 飲み放題、食べ放題 食事券有
目の前で上げてくれる「てんぷら」が名物らしい

13:00 4h30 プール ウォーターパーク 受付でルームキーを見せて入場
ビーチ タオルを借りる

プールサイドバー
各種ソフトドリンク 2$～
ビール 3$～

17:30 夕食準備 着替えましょう 子供達上着忘れずに
先にお風呂に入ってもＯＫ

18:00 夕食 シャーリーズ オンワードから徒歩3分
クーラーがかなり効いていて寒いらしい
日本語メニューもあります（揚げ物が多いらしい）

2008年8月9日 土曜日 2日目（実質1日目）

日本語メニューもあります（揚げ物が多いらしい）
白いご飯 ＝ スチームライス
チャーハンみたい ＝ フライドライス

↓サーロインステーキ ＄14.95 フライドライス（+＄1）

ＢＬＴサンド ＄6.50 ↑

19:30 ホテル近辺散策 ペレススーパー オンワードを超えたところらしい
オンワードから徒歩5分
翌朝の朝食を買い忘れないこと！！

20:30 ホテル到着 お風呂など ホテルの部屋でゆっくり過ごしましょう

23:00 就寝



時間 経過 場所 内容 備考
7:00 起床 朝の準備いろいろ

7:30 朝食 ル・プルミエ 無料（昼に利用した方がよさそう）朝は、前日の買い出し

8:30 3h オプショナルツアー ダイナミックパック イルカカンファレンス

11:30 1h 昼食 ランチバイキングは付いていません
ル・プルミエ

12:30 2h パラセール 時間は変動の可能性大
マリンジェット

14:30 ツアー終了予定

15:00 2h プールなど マッタリと過ごしましょう

17:00 30m お出かけ準備 着替えなど

17:30 3h15m 買い物 グアムプレミアム オンワード無料バスあり
夕食 アウトレット オンワード正面玄関発 17:30 18:00 30分ごとにあり

（ＧＰＯ） ＧＰＯ発 毎時15、45分発 ラスト21:15
ＧＰＯに着いたらまず、帰りのバス乗り場の確認を！

夕食はフードコート 降車場と乗車場所は異なるようです
コールドストーンクリーマリーのアイス美味しいらしい
ゆっくりお買いもの＆夕食

20:45 ＧＰＯ出発 オンワードへ オンワード専用バス

21:00 ホテルで自由時間 お風呂など 夜の散歩もいいよ(^^)v
2次会もね(^^)v

2008年8月10日 日曜日 3日目（実質2日目）予定入れ替わりの可能性あり

23:00 就寝 本当に寝れるかな？？



現地時間 経過 場所 内容 備考
8:00 1h 起床 朝の準備いろいろ 今日は、少しゆっくり寝ていていいよ(^^)v

今日は、お買いものＤＡＹです

9:00 1h 朝食 ル・プルミエ 無料

10:00 3h30m プール 午前中は遊びましょう
ビーチ

昼食 プールサイドバーでもＯＫ

ホテル出発準備もしましょう
買い物用のパックの準備がいるかも

13:30 1h ホテル出発（専用バス）ＧＰＯへ オンワード発 13:30 で、ＧＰＯへ
ＧＰＯへの移動は、クッションです
バスの効率利用のためです

14:30 1h30m Ｋマート ＧＰＯからバスで移動
大好きなＫマートでお買いもの
マイクロネシアモールへ移動
移動時間３０分と想定

16:30 1h30m マイクロネシアモール Ｋマートからバスで移動
今旅行最大のバス利用の山場（笑）

18:00 30m ＤＦＳ ひとまず移動 タクシーで移動（無料）

18:30 3h45m 買い物 タモン地区徘徊 さっくりとＤＦＳ視察
夕食 いろいろ本でチェック！

明日は、一日ホテルでゆっくりなので夜更かしＯＫ

2008年8月11日 月曜日 4日目（実質3日目）予定入れ替わりの可能性あり

明日は、一日ホテルでゆっくりなので夜更かしＯＫ

帰りは、ＤＦＳからホテルへの無料バス使用
出発場所のチェック忘れずに！！
ＤＦＳ発オンワード無料バス時刻表
20:10 21:10 22:10
最終 23:15

22:10 ＤＦＳ出発 仮に想定 オンワード専用バス
ラスト１便前に乗ると

22:40 ホテル到着 お風呂など

0:00 就寝 本当に寝ましょう！！

タモン地区での予定をみんなで考えよう！！メモ欄



現地時間 経過 場所 内容 備考
8:00 1h 起床 朝の準備いろいろ 今日も、少しゆっくり寝ていていいよ(^^)v

今日は、ホテルでゆっくり過ごします
グアムの最後の日を楽しみましょう

9:00 1h 朝食 ル・プルミエ 無料

10:00 3h30m プール 午前中は遊びましょう
ビーチ

昼食 プールサイドバーでもＯＫ
最終日分が余るはずなので、たぶんル・プルミエでＯＫ
のはず(^_^;)

12:00 昼食 どこで食べようか？？

13:00 7h フリータイム これを作っている８月２日現在未定
グアムでみんなで考えよう

フリータイム！どうしたいかみんなで考えよう！！夕食もだよ！！

2008年8月12日 火曜日 5日目（実質4日目）

20:00 入浴 この時間までには、お風呂に入っておきましょう

21:00 帰国チェック 少しだけ自由時間 みんなの荷物をチェックしておきましょう

21:30 4h30m 就寝 明日は早いよ！！2時起きだよ！！



現地時間 経過 場所 内容 備考
2:00 30m 起床 朝の準備いろいろ ネタかな？？

最終の準備 起きていたかな？？
早くなるかもしれません

2:30 チェックアウト もしかすると、もう少し早くなるかも

3:00 空港到着 出国手続き オンワード送迎あり
ラウンジ使用は無理です

5:00 3h30m グアム出発 ＪＯ９４４ グアム有難う m(__)m
座席は、後方 53ACDEG
とにかく寝ましょう！！

日本時間 関空到着 入国審査
7:35

9:00 車手配 入国審査を終え、落ち着いたら、車の手配
アート関空 072-464-5089
車受け取り
1F到着ロビーを出てつきあたりE～Ｆ付近
ＥＴＣカード挿入
お腹がすいていたら、空港コンビニで買い出し

2008年8月13日水曜日 6日目（最終日）

お疲れ様でした m(__)m

11:00 お家に到着 お昼寝もＯＫ
本当にお疲れ様でした m(__)m
楽しかったですか？？
誰だ、お腹すいたってって言ってるのは？？


