
 

ごあいさつ
楽しみながら元気を保てる南国の楽園セブ

日本からわずか４時間で常夏の温暖な気候に触れ合い
珊瑚礁の大海原を渡るマイナスイオンの爽やかな風は

至福のリラックス効果と共に、笑顔に満たされた健康づくりにも役立ちます。
世界各国の旅行者からも人気が高いセブは、心と体のケアを目的とした方も
毎年増えており、多種多彩なマリンスポーツは勿論、日本食が楽しめるレストラン

特に女性には嬉しいエステ・マッサージ等の豪華な施設も充実
ＪＷＢホテル・トータルビューティーサロン“オーラ”も好評を博しております。
今後も楽しみな癒し安らぐセブ！是非皆様も思う存分にご活用下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに
極上の喜びと感動のリゾートライフをいつでもお届け致します。

いつも会員の皆様よりセブ旅行体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
今年も皆様の尚一層のお越しを心よりお待ち申し上げております。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ
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人生観が変わる究極のリゾート！

ワールドビッグフォー　本部事務局
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URL  http://www.wb4.jp/        編集担当：関・伊藤

＜編集後記＞
いつも会員の皆様からたくさんのセブ旅行ご予約を頂き、誠にありがとうございます。昨年と同様、旅行者
に大変人気の高いセブ、旅行計画とご予約は早めに！また皆様により満足頂けるサービスを心掛けており
ますので、ご希望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寒い季節こそ南国セブ・ワールドビッグ
フォー究極のリゾートへ！セブ旅行体験談でのご参加もお待ちしております。　　

編集担当　伊藤博之

ワールドビッグフォーリゾート
～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

プールサイドから望む最高の環境に包まれるコーラルポイントリゾート・スペシャルビラ
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年齢出発日

航空代金のご案内（成田／セブ往復１名様分 成田空港税込み）

①上記料金は平成23年1月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③出発日の約１ヵ月前から搭乗チケットの発券手続きを開始致します。尚、発券以降の
　キャンセルは手数料として￥３０,０００円から当日は全額が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問合せ下さい。
⑤海外旅行が初めての方でも安心してご参加できます。
　ご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい。　    　     担当：林・小田

（注）帰国日が３月２１日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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ワールドビッグフォーに昨年６月に入
会して９月にセブ島行きが決定。東
南アジアの海外旅行は初めてでした。
セブ島についての情報が何も無く
９月になり会報等を参考に調べて
みました。何と海と空が美しい自然
が多い所だとアウトドア派の私はもう
心はすでにセブに飛んでいました。
まるで彩度の高い絵の具をキャンパ
スに塗った様な感じがし、そのつもり
でカメラに収めましたが、その色は撮
れません。私は海外旅行に行っても

これ程写真を撮りたいと思いませんでしたが、セブでは全てが絵葉書の如き風景が
撮れました。ロボク川のランチ付クルーズでも写真を撮りまくり、本当にセブ島の島々
全てに興奮しました。６人で記念撮影をと写真を撮ってくれる人を探していたら１０歳
位の男の子が撮ってくれ、とても愛想よく人懐っこい少年なので私達は「この子の親
の育て方は素晴らしいわね」と褒めていたら私達をその母親の処に連れて行き「お
土産を買ってくれ」とせがまれ買わされました。帰国してから友人から最近イキイキし
て楽しそうで羨ましい！エステも初体験して美人になったかしら！！ウフッ、本当にセブは
記憶に残る最高の旅行！これから寒くなり鍋を囲み南国の旅のアルバムを開いて暖
気を取りたいと思います。今年このようなステキな人との出会いがあり、最高の思い
出作りが出来、皆々様有り難う御座いました。もっともっと皆様とシアワセ！になりたい！

もっともっと皆様とシアワセ！になりたい！今年このようなステキな人との
出会いがあり、最高の思い出作りが出来、皆々様有り難うございました

毎回楽しめるセブです！ボホール島ではチョコレートヒルの
不思議な山々に感動、いろいろな思い出をありがとうございました

「セブ島に行こう」と数年前から子
供に誘われていたのですが、足が
悪いため、不安で国内ならともかく
としても海外など、とても無理と思い、
断り続けてきました。でもこの頃にな
って行けるかしら・・・と思うようになり、
また、ワールドビッグフォーの会員に
させて頂いたということも重なり決
心しました。子供達２人がいっしょに
連れて行ってくれるので安心だと
思うようになりました。成田空港に
着くと、すぐに車椅子を用意して頂き、
助かりました。マクタン空港に着いても、すぐにスタッフの方が迎えに来てくれて安
心しました。素晴らしいコーラルポイントリゾートでの歓迎のマンゴジュースの美味し
かったこと！ビックリしました。次の日の朝から船で島巡り、バーベキューをして頂き嬉
しかったです。足の悪い私が不自由なく行動できたのも、皆さんのおかげです。ドラ
イバーの方が車の乗り降りに、踏み石を見つけてきてくれてありがたかったです。島
の様子は昔を思い出すような懐かしい時代に戻ったようでした。子供たちがたくさ
んいて、動物が自由にしていて、自然に体が和んでいきました。牛が車の前をゆうゆ
うと歩いていて、笑ってしまいました。来て良かったと思いました。これからも体を愛
しみ、大事にして、思い出の写真を毎日眺めていると思います。気力を出して、また
連れて行ってもらおうと、密かに楽しみにしています。

初めてのセブ

初めてのセブは記憶に残る最高の旅行！海と空が美しい
自然が多い所にアウトドア派の私はもう大興奮でした

また連れて行ってもらおうと、密かに楽しみにしています！マンゴ
ジュースは美味しく、島巡りではバーベキューをして頂き嬉しかったです

牛がかわいかった 小林さん パラセーリング上空から私、シアワセ！ 山田さん

セブの旅 井口さん

楽しみの３回目のセブ島 の旅 。
今 回は海 外 旅 行 初めての姉を
誘い６名での旅です 。成田では
機 内で２時 間も待たされ２時 間
遅れて飛びました。マクタン空港
には８時過ぎに着き、シャローン、
ベルナルド、新しいガイドのミキち
ゃんも加わり早速コーラルポイン
トリゾートへ、いつものように玄関
には可愛いメイドさんが出迎えて
くれました。そして４階の部屋へ、
その夜はオイルマッサージをして
休みました。朝早く目が覚め、素
晴しい日の出を写真に収めまし

た。メイドさんが用意してくれた朝食、素晴しい景色を見ながらいただき、話
も弾み一週間の計画を話し合いました。巨大デパート、カモテス島・・・。ボ
ホール島ではロボク川クルージングでのバイキングをいただき、途中ではダ
ンスを楽しみました。チョコレートヒルの不思議な山々・・・ターシャはいつ見
てもなんと可愛いんでしょう。２日目にはウェルカムパーティーで生バンドと
共に皆で踊り盛り上がり、楽しい一刻を過ごしました。ＪＷＢホテルのエステ、
ウォーターフロントホテルにある本社オフィス見学、今回一番楽しみにしてい
たのがクラウンレジンシーホテルの３８階の乗り物「E D G E C O A S T E R」い
つかテレビでセブの旅を見て是非乗ってみたくて今回念願が叶いスリル満
点！セブを一望でき素晴しかったです。毎回楽しめるセブです。スタッフの
皆様にお世話頂き優しい心遣いに感謝です。又ゆっくりと来たいと思います。
お会い出来る日を楽しみにいろいろな思い出をありがとうございました。

足の悪い私が不自由なく行動できたのも、皆さんのおか
げです！自然に体が和んでいき、来て良かったと思いました

温 泉 、旅 行 、何でも大 好きな私

です 。い つも、母 親や 友 人 、兄

妹でと出掛けているのですが、

セブ島は初めてです 。空も海も

とても美しく、島 の 風 景 、波 の

穏やかさ、この世 のものとは思

えない様子でした。動物はのん

びり、人 間 は 多く、信 号もない

のに事 故にもならずに譲り合っ

て、どうなっているのかしらと思いました。日本人のようにセカセカしてい

ないのですね 。コーラルポイントリゾートは、宮 殿のようでした。真っ青な

海を眺めながらの一服は格別でした。食事もとても美味しく、マンゴジュ

ース、パインジュース等、忘れられません。メイドさん達にもとても良くして

くれて、ガイドさんドライバーさんにも大変、お世話になりありがとうござい

ました。シーウォーカーも体験し、綺麗な魚と触れ 合え感動でした。パラセ

ーリングも大 満 足です 。心の美しい現 地の人たちに囲まれて、居 心 地が

良く、４泊５日は夢のように過ぎてしまいました。

真っ青な海を眺めながらの一服は格別！空も海もとても美しく、
島の風景、波の穏やかさ、この世のものとは思えない様子でした

念願が叶いスリル満点「EDGECOASTER」！
ホテルの３８階からセブを一望でき素晴しかったです

初めてのセブ４泊５日は夢のように過ぎてしまいました！
シーウォーカーも体験し、綺麗な魚と触れ合え感動でした

 

西沢さん
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うみにはいって、きれいないろの

おさかなやカニをみて、あおいろ

のとうめいなうみをみたこと、とっ

てもたのしかった。ぼくは、うみは、

はじめてでサメがいると、おもっ

てたのでこわかったけど、いない

よといわれて、はいっていなかっ

たのでよかったです。きれいなか

いをみつけたのでもってかえって

きました。むじんとうというところだったけど、たくさんひとがいました。そこで、

たべたピクニックりょうりおいしかったです。あと、おへやのまえにあったプー

ルになんかいもはいってたのしかったです。フィリピンりょうりやいろいろなご

はんたべておいしかったです。さいごの日にガイドさんやうんてんしゅさんやメ

イドさんたちとパーティーして、ダンスをたくさんおどって、しゃしんをたくさんと

って、とってもたのしかったです。ベルナルドのおんなのひとのかっこうでのダ

ンスはほんとにびっくりしておもしろかったです。メイドのひとたちもおどりをお

しえてくれてたのしかったです。また、セブにいきたいです。

楽しかったセブ！うみにはいったり、プールにはいったり、
むじんとうでたべたピクニックりょうりもおいしかったです

セブの娘たちとバースディーパーティー！１２泊１３日の最高に楽しい
バカンスになりました。次回は、水上バイクにトライしたいです

妹に誘われ 初めて海 外 旅 行に

８日間行って来ました。経験のあ

る５人と計６人で年の差はありま

したが、皆さんに付いて笑いあり

で楽しく行って来ました。昔話に

あるような竜宮城に来た思いで

感動しました。色んな所を見学させて頂きました。頭には行った所が焼きつい

てますが、名前は覚えられませんでした。初めての海外旅行でしたので運転

手さんの名前忘れました。ガイドのジュリエットさん、可愛いミキちゃん、メイドさ

ん親切にして頂いてお世話になりました。ありがとうございました。最後に車

内で見た日本の終戦後のような風景も目にしました。

強烈なＣＥＢＵ旅日記

また、セブにいきたいです！パーティーではダンスをたくさんお
どって、しゃしんをたくさんとって、とってもたのしかったです

皆さんに付いて笑いありで楽しく行って来ま
した！親切にして頂いてお世話になりました

初めての海外旅行  セブ８日間 たのしかったセブ わたなべさん

～大海原に抱かれて～ 甲田さん

まだ現役バリバリでサラリーマンし

ている私に、“１２泊１３日で自分

の誕生日はセブで過ごすから９日

間お休みお願いね”妻のこの一

言に全く耳を疑ってしまいます。

反論したいがこれからも仲良くし

ていくには従うしかありません。

ですが、来てしまえばバカンスを

楽しむ他ありません。朝から素晴

らしいコバルトブルーに輝く大海

原を目にしてのビール、かわいら

しいメイドサンたちに朝食どうぞ！！なんて言われるシアワセ、隣にいるのがもっ

とスレンダー美人だったらいいのに～。バディアンゴルフリゾートではゴルフを

初体験。前日２０分程クラブにさわっただけで、次の日はダンディ先生とグリー

ンへ。スジがいいとおだてられはまりそうな私です。セブへ来たならおかまショ

ーもはずせません。今回は最前列ゲット。迫力が違います。まつげの本数、汗

がおちるのまでリアルです。ビール３本ですっかりノリノリ、誘われて舞台へ・・・。

私がセブを気に入った理由。１９４６年７月４日フィリピンの独立記念日、その１

７日前に誕生したのがこの私です。現在の日本は子供が少なく将来が不安で

すが、ここセブでは人なつこい子供たちがいっぱい。明るい未来の予感です。

次回は、水上バイクにトライしたいです。

初めての海外旅行 セブ８日間！昔話にある
ような竜宮城に来た思いで感動しました

セブ・マクタン島の国際空港には、
１１月４日夕着。我々３名はフィリ
ピン料理に舌鼓を打ってから「コ
ーラルポイントリゾート」の高級別
荘に案内された。ここは島の東
北端「エンガノ岬」に近く、Ａ・Ｂ・
Ｃ・Ｄ四棟に大小５つのプールが
ある豪 華 版 。今 回はＡ棟４階を
借りきり王様気分 。目の前は大
海原。愛くるしいフィリピーナ・ガ
イドのラチさんに二人のメイド付
である。２日目、午前「パンダノン
島」へ、コーラルポイントリゾート
専用の埠頭からバンカーボートで
東方へ乗ること７０分、地図には
ない小島の海へ。何組かの日本人客も来ていた。バーベキューにビールでマ
ブハイ！夕方はマクタン島ラプラプ市内で２時間のマッサージ。３日目、ＣＢＣ
ビーチで初めての海ではシーウォーカーで魚群と戯れ、大空ではパラセーリン
グに挑戦。お風呂のような水温の岸辺では水泳を。家内は画帳を広げる。
午後ＪＷＢホテルへ移動し、リハビリ施設見学。４日目、セブ港の第一埠頭か
ら高速船で「ボホール島」へ２時間の船旅。世界遺産「チョコレートヒル」ま
でタクシーで６５キロ、２時間。帰りは「ロボク川クルーズ」の後、何とも愛くる
しい眼鏡猿「ターシャ」と写真に。１６世紀初めの教会も見学。５日目と６日目は、
市内観光とショッピング。サンペドロ要塞、サントニーニョ教会、ギター工場、
道教寺院、カルボンマーケット、大型デパート等印象的。歴史の重みある建造
物と近代の巨大施設やリゾート。現地国民の明るい表情、のんびりした生活、
ジプニーやトライシクルの交通手段、果物ランソネス等初めての強烈な数々
が早くも次回の旅心を掻き立ててくれる。

ボホール島ではロボク川クルーズ途上で現地人たちと！
チョコレートヒル観光やターシャ見学と最高に楽しかったです

アントンズ・シーフードレストランでバンドの方々と！お客様
はわれわれ４人のみ貸切り、ここでも財閥気分を味わう

マクタン島のギター工場でウクレレを記念に買いました！島巡りや
市内観光等強烈な数々が早くも次回の旅心を掻き立ててくれます

 

峰村さん

高木さん
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数度目のセブ島行きは珍しく飛行

機が揺れて５時間少しかかりました。

でも無事着陸。懐かしい空港に懐

かしい顔が出迎えに来てくれてい

ました。今回は介護施設の見学も

目的の一つでした。ＪＷＢホテルで

責任者の管さんにお会いできて丁

寧な説明を受け数年後の自分の姿を想像しワクワク致しました。青い空、青い海、

優しい笑顔、素晴しい環境での老後。同行された友人達も熱心に質問していました。

今回は台風の中クルーザーで島巡り。一瞬ですが風速３０～４０メートルを体験し

スリル満点のクルーズでした。訪れるたびに道路は舗装され大きなビルがどんどん

建ち、住みやすいセブの町になるでしょう。次はこの町やコーラルポイントリゾートに

何を見付けに行きましょうか？

今回はＪＷＢホテル介護施設の見学も目的の一つ！丁寧な
説明を受け数年後の自分の姿を想像しワクワク致しました

優雅な２度目のセブは「避暑に来ているんだなぁ」という実感！買物、
エステ、大自然の青い海と空は最高。近い将来に又行きたいと思います

毎月、会報で会員の皆さんのセブ旅

行体験談を楽しく拝読させて頂い

ています。是非体験したいと思い、

１０月２０日成田空港から約４時間

常夏のセブ島に到着。昨年２度目

の８泊９日の旅がスタートしました。

４月に来た時よりも湿度がやや高め。

群馬の北部では初雪・奄美大島で

は豪雨で大被害とのニュース。それ

を横目にここセブ島では快晴。同じ

地球なのにこんなに違うものかと実感する日々でした。コーラルポイントリゾートでは、

毎朝メイドさんが作ってくれるアメリカンブレックファーストに舌鼓。アイランドホッピン

グは今回、船で１時間のパンダノン島へ、シュノーケリングでカラフルな魚が見られ感

激。白浜でコバルトブルーの海を眺めながらのＢＢＱは最高でした。また、バディアン

ゴルフリゾートでは一泊し、マイナスイオンたくさんのカワサン滝でのスイミングやビー

チで地元のかわいい子供達と貝拾いをし、のんびりと楽しい時を過ごしました。最近、

更年期気味で体調不良の私は心身ともに元気を取り戻し、生きる喜びと活力を感じ

る旅になりました。セブ島は私にとって第二の故郷。“今年は、カモテスリゾートへ行

こう！”と秘かに考えている私です。WORLD BIG 4  FOREVER！！

行ってきました

スリル満点の島巡り体験でした！次はこの美しい町セブ島
やコーラルポイントリゾートに何を見付けに行きましょうか？

アイランドホッピングはパンダノン島へ！白浜で
コバルトブルーの海を眺めながらのＢＢＱは最高でした

セブ島は、第二の故郷 小暮さん 美しい町セブ島 渡部さん

２度目のセブへ 柴田さん

２回目のセブ旅行は前回も御一

緒した友 人 のＷさんと、その方

のお知り合いの方４人で出発し

ました。出 発した日は台 風 の影

響で乱気流を避けながらの飛行

でしたので、マクタン空港着が大

幅に遅れてしまい大 変でした。

コーラルポイントリゾート迄 の道

路は、以 前より綺 麗になってい

ました。信号機の無い混んでい

る道をドライバーの方はいつも上

手に運転するのに感心しました。クルーザーで島を巡った時は、波しぶきを激

しく体に受けながらで、ビッショリになりました。島でバーベキューをして、いざ

帰ろうという時にスコールに突然襲われ小屋に避難しました。日本では味わえ

ない体験でした。ＪＷＢホテルではフェイシャルエステを体験しリフレッシュし

ました。ホテル内の介護施設も見学させて頂き、静かで綺麗な海と空のもとで、

のんびり暮らせたら幸せだろうと感じました。コーラルポイントリゾート内のスペ

シャルビラ周辺を散歩して景色がとても綺麗で、優雅な感じで「避暑に来て

いるんだなぁ」という実感が強かったです。買物、エステ、大自然の青い海と空、

近い将来に又行きたいと思います。お世話になった皆様、有難うございました。

セブ島は、第２の故郷！マイナスイオンたくさんのカワサン滝を満喫
“来年は、カモテスリゾートへ行こう！”と秘かに考えている私です

セブ・マクタン空港を出ると、２人

の可愛らしい女の子が私達５人

一行を出迎えてくれました。２人

共小柄、１人の子はポッチャリ、特

にお腹は大きくないかい！？と。そ

して、次の日から彼女は具合が悪

く欠席、何と来月出産予定！これ

には一同驚きました。代わりに私

達をアテンドしてくれたのはシャロ

ーン。彼女もポッチャリ、お腹も出

ていたので、もしかして彼女も・・・。

という思いは今でもあります。セブ島市内観光・ボホール島観光・ショッピング等々。

朝早くから夜遅くまで、シャローンとマリアンは疲れ一つ見せず私達に付き合っ

てくれました。いつも私達を守り、心配し、気遣ってくれる。お陰で安心してセブ

島を満喫することが出来ました。メイドさん達も私達の出発・到着に合わせ朝食・

洗濯・掃除・出迎え、本当に感謝しています。近くの島へＢＢＱピクニック、素晴

らしい天気・透き通る海・冷えたビールにＢＢＱは最高でした。帰国の日、シャロ

ーンは空港のガラス越しで私達が見えなくなるまで手を振り続けてくれました。

シャローンが到着した時に言う言葉「はぁ～い。みなさ～ん。つきしましたあ～。」

を忘れないうちに。そして、音楽と踊りが大好きなメイドさん達に会いにセブ島

へまた行きたいと思います。ありがとうございました。

近くの島へＢＢＱピクニックは最高でした！セブ島
へまた行きたいと思います。ありがとうございました

ＪＷＢホテルではフェイシャルエステを体験しリフレッシュ！介護施設
も見学させて頂き、のんびり暮らせたら幸せだろうと感じました

本当に感謝しています！セブ島市内観光・ボホール島観光・ショッピング
等々スタッフのお陰で安心してセブ島を満喫することが出来ました

 

高橋さん


