
 

ごあいさつ

大自然が潤う最高の環境に包まれた珊瑚礁の島カモテスリゾート。

雄大な珊瑚礁の大海原に囲まれたリゾートハウスからは至福の絶景を見渡せ

どこまでも続く緑溢れる敷地内には、マイナスイオンの爽やかな海風が通う最高の楽園です。

豊富な自然環境は心と体を豊かに、そして何よりも掛け替えのない健康を与えてくれる

セブは私達にとって、素晴らしい大自然の恩恵を受けた南国の楽園と自負しております。

是非皆様も大自然の宝庫セブ究極のリゾートで、元気の源体験を思う存分にご堪能下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、笑顔が絶えない

夢と希望溢れる上質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たくさんのセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。

皆様のより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
◆お問い合わせ◆

〒113-0034　東京都文京区湯島３－３５－１０   渡辺ビル
TEL：０３（５８１７）０７０１　　　FAX：０３（５８１７）０７０２
URL  http://www.wb4.jp/        編集担当：関・伊藤

＜編集後記＞
１年を通していつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！今現在４月以降の航空代金が未発表
となっております。お手数をお掛けしますが、旅行計画をご検討の際には当社旅行担当までお問い合わせ
頂きますよう宜しくお願い致します。また、カモテスリゾートへお越しの方は、全リゾートハウス５棟修繕工事
中となっております事をご了承下さい。修繕工事完了後、再度ご案内致します。尚、宿泊以外は可能です
ので是非ご計画、最高の自然環境をお楽しみ下さい。　　

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～

広大なる土地330万坪を所有する珊瑚礁の島カモテスリゾート全貌

￥２０,１００円

￥２０,１００円

￥５８,２２０円

￥６０,２２０円

０３／０１～０３／１６

０３／１７～０３／３１

￥７１,２４０円

￥７５,２４０円

大人
12歳以上

子供
2歳以上12歳未満

幼児
2歳未満

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2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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅行担当：林・小田
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エメラルドグリーンの海、コバルト

ブルーの空、セブの自然の素晴ら

しさに感動！今回初めてＭさんと

主人の３人でのセブ行きが実現で

きました。会報や、すでに行かれた

方にもいろいろお聞きしていました

が、やはり「百聞は一見に如かず」

の言葉どおりでした。パンダノン島

で、美しい海を眺めながらスタッフ

の方が料理してくれる海鮮バーベ

キューに舌鼓を打ち、白い砂浜を散歩し、ゆっくりとスケッチもできました。私の

育った長野県は周りが山ばかりですから、広い海を見れるだけで幸せ。その海

を見て絵が描けるのですからこんなにうれしいことはありません。ボホール島観光、

セブ市内観光、ギター工場の見学、古い歴史ある遺跡めぐりなど、短期間にたく

さんの見学ができ、より見聞がふかまりました。コーラルポイントリゾートの明るく

親切なメイドさん、運転手さん、それにいつも一緒でよく気が付くガイドのラチさん、

その他この旅行を実現させてくださった方々、全ての方に感謝、感謝です。日本

に帰ってからも、この思い出、頂いたパワーで元気に過ごして行こうと思います。

機会があったらまた行きたいと主人と話しています。ありがとうございました。

さよならパーティーでは最高のひととき！この旅行を実現させてくだ
さった方々、全ての方に感謝、感謝です。ありがとうございました

竜宮城の様なパンダノン島での泳ぎとバーベキューの
美味しかった事！癒されるセブ旅行心より感謝申し上げます

コーラルポイントリゾート世界の大富

豪の別荘に泊まれると言う事で出

発前よりとても楽しみにしておりまし

た。エメラルドグリーンに彩られたテ

ラスより珊瑚礁の大海原を望み、い

つも朝食には心のこもった料理と濃

厚なマンゴジュース、とても幸せな

気分になりました。出掛ける時は８

名全員ナルドさんの運転でリカさん、

ミキさんのガイドさん付きで安心して

出掛ける事が出来ました。これからもっと力を入れられると言う老人ホームの見学、

サント・ニーニョ教会やサンペドロ要塞等、ガイドさんは日本語が上手でセブの歴史

についても少し学ぶ事が出来ました。３日目待望のカモテス島に渡り、爽やかな風

と緑に彩られたサンゴ礁の海で、胸いっぱい美味しい空気とバーベキューを頂きま

した。最後の夜は会社の御招待で生バンド付きのパーティーを催して下さり、ご馳

走を頂きながらスタッフの方々のダンスにも加わったりして楽しい夜を過ごさせて頂

きました。夢の様な５日間、今でもセブのあの海の色、夜の風の心地良かった事など

想い出しています。ありがとうございました。

夢の世界

セブは「百聞は一見に如かず」の言葉どおりでした！ボホール島観光
では可愛いターシャと記念撮影、他にもたくさんの見学ができました

これから最後の夜のパーティー！ご馳走を頂きながらスタッフ
のダンスにも加わったりして楽しい夜を過ごさせて頂きました

初めてのセブ 会員歴９ヵ月  中目さん セブ旅行記「百聞は一見に如かず」   会員歴１年８ヵ月  峰村さん

癒されるセブ旅行   会員歴３年６ヵ月  本山さん

ワールドビッグフォーの新しい仲
間 、峰 村さん 達 に 誘 わ れ て 二
回目のセブ旅行が出来、新しい
場所を案内していただき楽しい
七日間 でした 。特 に 私 達 信 州
は 山 国 です ので広 い 海を見る
だけでホッとして 癒されます 。
早 朝コーラルポイントリゾートの
テラスより日の出 の空と海が一
瞬一瞬で変りその美しさに感動！
何枚ものスケッチを描きました。
日本 の 毎日の 生 活 には 考えら

れないゆったりした時が流れ 本当に幸せを感じました。今回は竜宮城の
様なパンダノン島での泳ぎとバーベキューの美味しかった事、ＪＷＢホテ
ル前でのシーウォークはいろんなきれいな魚がよって来て感激だった事、
ギター工場見学で楽器を弾いていただき歌った事、スペイン料理や韓国
料理を食べた思い出、最後の夜生 バンドでパーティーをしていただき、ガ
イドさん、ドライバーさん、メイドさん達、皆さんで踊っていただき、あまりに
も楽しそうなので私達も入れていただき踊り、本当に楽しく良い思い出と
なりました。二 年 後に又 来ますと約 束しました。楽しさと癒しとファイトを
いただきましたので帰ってからの生 活も生き生きした充 実した生 活が出
来ると思います。ワールドビッグフォーの大勢の皆様にお世話になりました。
本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます 。

念願のカモテスへ出発！ 夢の様な５日間、今でもセブのあ
の海の色、夜の風の心地良かった事など想い出しています

台風が奄美大島に被害をもたらし

立去った翌１０月２２日セブ島へ出

発することになりました。英語もで

きない上、添乗員、案内人もいない

ことから不安だらけ、空港の手続き

の時は「観光」と云う言葉だけをし

っかり頭に入れ無事セブ・マクタン

国際空港に到着。空港には多くの

メイドさん、ガイドさん、ドライバーさん

達が笑顔で迎えてくれ安心しました。

コーラルポイントリゾートの部屋は広々

とし家具調度品等も大富豪の別荘だけあって豪華そのもの。すっかり不安もなく

なり大名気分に早変わり！２日目はコバルトブルーに浮かぶパンダノン島での海水浴、

そしてバーベキュー、その時のビールは格別のおいしさでキューッと飲むと喉がゴ

クンゴクン「うまい」。夜はオカマショー、毎晩オイルマッサージで身も心もリフレッシ

ュ。３日目は市内観光とショッピング、ガイドさんの通訳、交渉で楽しいショッピングが

できました。射撃場では回転式小型拳銃で１２発とも的の中央付近直径１０センチ

内に命中「すごい！」と拍手されました。最終日前夜はサヨナラパーティー、生バンド

で多くのメイドさん、ガイドさん、ドライバーさん等と若さ溢れるフラダンス、私等も一

緒になって踊り盛り上がり私も皆さんにマジックショーを披露させて頂き大変喜ば

れました。４泊５日の旅行もあっという間に夢の世界のように過ぎ去ってしまいました。

豪華なコーラルポイントリゾートでは大名気分！島巡りや市内観光、
ショッピングと夢の世界を満喫、射撃では「すごい！」。と拍手されました

ＪＷＢホテル前でのシーウォークに感激！島巡りや市内観光、
食事やパーティー等、本当に楽しく良い思い出になりました

サヨナラパーティーではマジックショーを披露！生バンドで皆さんの
若さ溢れるフラダンス、私等も一緒になって踊り盛り上がりました

 

会員歴１年  田村さん
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今回は、１歳の子供を連れて初め

ての海外旅行でした。行くまでは、

子供の事で不安がたくさんありま

したが、着いてみると日本語の上

手なガイドさんや、同じ位の子供を

持つ運転手さん、そしてメイドのお

姉さんなどが、子供に対してとても

気を遣い面倒をみてくれ、大変た

すかり不安も何一つなくなりました。

シーウォークなど子供がいるため出

来ないかと諦めていたのですが、みんなが子供の面倒を見てくれ、念願の海の

中を楽しむ事が出来ました。きれいな魚達と間近で触れ合う事が出来とても感

動しました。コーラルポイントリゾートには、きれいなプールがたくさんあり、水遊び

が大好きな子供は、とても喜び毎日が笑顔で楽しんでいました。初めての海にも

とても喜び浅瀬が続いているので、子供と安心して思いっきり遊び、無人島と

いう事でのんびり、ゆっくりする事が出来ました。最後のパーティーもメイドさん

が大勢集まり、ステキなダンスを見せてくれました。ライヴもステキで、みんなで歌

って踊ってとはしゃぎました。普段の子育ての疲れが、一気に吹っ飛び癒される

旅行が出来ました。お世話になったみんなにとても感謝です。ありがとう。

シーウォーク体験では念願の海の中を楽しむ事が出来ました！
きれいな魚達と間近で触れ合う事が出来とても感動しました

楽しかったセブの旅！さよならパーティーでは沢山の料理
に舌鼓、歌って踊って楽しく過ごさせていただきました

古希のお祝をかねて主人と二人で
行って来ました。海外は７回行って
おりますが、どうしてか今回は疲れ
ない旅でした。着いて帰るまでガイ
ドさんが付いて下さり、サービスの
良さにはビックリしました。鈴木統
括さんにお世話になり、飯山の３人
の女性さん達と一緒に６名で行っ
て来ました。飯山の人とは初めて
の対面でしたが、５日間一緒で帰り
にはもう何年も前からのお知り合
いのようにお友達になり、とても楽
しかったです。ありがとうございました。又ご一緒させて下さい・・・。海に入っても
ベタベタしないで暑い中にも気持ちの良い風が吹いて、毎日がお天気も良く素晴
らしい旅でした。無人島へ舟で１時間、爽やかな風に乗って広い海でウニとか大
きいヒトデを手に取って子供のようにはしゃいで楽しんでいる間に、スタッフさん達
がすっかりごちそうを用意して下さっており、沢山のごちそうありがとうございました。
外での食事も日本と変わらず寿司とかラーメンなど、とってもおいしくビックリでした。
大好きな生マンゴ、生ジュース毎日食べられ幸せでした。最後の夜は若いガイド
さん、運転手さん（運転手さんの踊り素敵でした）達とお別れパーティーで最近
になく大笑い、そして若返って帰りました。今度は子供と孫達と一緒に行きたい
と思って今から楽しみにしております。すばらしい旅をありがとうございました。

念願のセブへ

水遊びが大好きな子供は、とても喜び毎日が笑顔！普段の
子育ての疲れが、一気に吹っ飛び癒される旅行が出来ました

すばらしい旅をありがとうございました！今度は子供と孫達
と一緒に行きたいと思って今から楽しみにしております

初めてのセブ旅行   会員歴１１ヵ月  高橋さん 初めてのセブ島 会員歴１年２ヵ月  柳澤さん

楽しかったセブの旅 会員歴１年６ヵ月  阿部さん

里にも雪の予報が出ていた１１月

２８日（日）早朝５時自宅出発、い

よいよセブ旅行スタート。成田か

ら約４時間、マクタン空港に無事

到着 。ガイドのジュリエット、マリ

アン、運転手ナルドに迎えられ専

用車に乗りフィリピン料理で舌鼓、

夕食後コーラルポイントリゾートＡ

棟６階へ 。ホッとしたせいか朝ま

でぐっすり。１１月２９日（月）セブ

島観光。車と人の多さにビックリ

しながらラプラプ公園、アヤラデパートなど見学、夕食は「呑ん気（のんき）」

味噌汁の美味しかった事！１１月３０日（火）早朝よりボホール島へ。チョコレ

ートヒル、ランチクルーズ、ターシャなど想い出いっぱい。１２月１日（水）専用

船で１時間のナルスアン島へ。青く遠浅の海で遊んだ後は美味しいバーベ

キューに大満足。夜は生バンド付さよならパーティーをしていただき沢山の

料理に舌鼓、歌って踊って楽しく過ごさせていただきました。１２月２日（木）

４時半起床、もう日本へ帰国。ずっと好天に恵まれ無事楽しい旅が出来た

のもスタッフの皆様と同行して下さったお仲間のお陰と感謝しています 。

本当にお世話になり有難うございました。またいつの日か風光明媚な楽園

セブへ行ける事を夢見ながら日々の勤務、家事に頑張りたいと思います。

古希のお祝をかねて初めてのセブ旅行！無人島の海でウニとか
大きなヒトデを手に取って子供のようにはしゃいで楽しみました

マクタン空港に近づいた頃、島は雨
でした。「明日からの観光日程での
天候は、どうかな」と気にしながら空
港へ。ゲートを出ると、ワールドビッグ
フォーのＴシャツを着た通訳のラチさ
んとドライバーのアーネルさんが、笑
顔で出迎えてくれました。外に出ると
先程まで降っていた雨も上がり、「こ
れは幸先がいいな」と思いながら迎
えの車に。途中イタリアンレストランに
寄り、一路コーラルポイントリゾートへ。
沢山の笑顔のメイドさん達に迎えら
れました。案内された部屋は、会報で見ていた写真以上の豪華さに感激。朝起きて２
度ビックリ、目の前は一面の海！思っていた以上にスバラシイ環境に、「来て良かった～」
その日は、風が少し強かったので、アイランドホッピングを変更して市内観光へ。通訳
のラチさんとドライバーのアーネルさんの息もピッタリ、効率良く観光スポットを案内して
いただきました。豪邸が立ち並ぶセブのビバリーヒルズを登った処に在る道教寺院か
らは市内が一望出来、ここはオススメのスポット。３日目はボホール島へ。目指すはチョ
コレートヒル、ここは何とも不思議な光景でした。道中車窓からのヤシの林、バナナの木、
そして田園風景、あらためて「今南国に来たんだなぁ～」と実感しました。何ともカワ
イイターシャとも対面。最終日にＪＷＢホテルへ、どこもかしこもスバラシイセブでした。
次回は、ロングステイを考えています。セブのスタッフの皆様有り難う御座いました。

次回は、ロングステイを考えています！念願のセブはどこもかし
こもスバラシイ所でした。スタッフの皆様有り難う御座いました

セブ島観光ではラプラプ公園、アヤラデパートなど見学！またい
つの日か風光明媚な楽園セブへ行ける日を楽しみにしています

思っていた以上の豪華な部屋、スバラシイ環境に感激！市内観光
や島巡り、ボホール島のチョコレートヒルは不思議な光景でした

 

会員歴１０年  佐藤さん
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エメラルドグリーンに輝く美しい海に
囲まれたセブ。空気が美味しい。解
放感あふれたセブの旅にワクワクし
ながら一日が始まった。目覚めると水
平線のかなたから神秘的な日の出。
茜色に染まり一瞬にして太陽が昇る。
まるで、私たちを歓迎してくれている
ようだ。まずは、シーウォークに挑戦
する。３５キロもある特殊なヘルメット
をかぶり、ドキドキしながら５メートルも
の海底散歩を楽しむ。熱帯魚にうっ
とりしながら、人魚姫になったつもり
で童心に返って戯れる。感動的な体

験だった。３日目はボホール島へ、ロボク川のランチクルーズを満喫した後「ターシャ」
やチョコレート・ヒルの見学をする。ターシャは世界最小の眼鏡サルで、体長は１０センチ
ぐらいで手の平に乗るほど。丸くて大きな目、とても愛くるしい。神経質なサルで、
ストレスをためてしまうそうだ。現在ターシャの保護に取り組んでいる。激しいスコール
の後に到着したのは、チョコレート・ヒル。突然草に覆われた３０～５０メートルの円錐
形の山々が１２６８もあり、不思議な感じがする。２００万年前に海底がゆっくり隆起し
てできたとか。サンゴから形成され、５月の乾季には枯れ草の為に山々が茶色に見え
るためにこの名前がついたそうだ。自然が造る幻想的で雄大な眺めにうっとりする。
４日目はパンダノン島へ、透き通る海、幾重にも変化する海・・・スタッフの皆さんとバー
ベキュー大会。どこまでも続くサンゴのビーチ。日光浴、散歩、貝拾い楽しい思い出が
いっぱい。ガイドさんをはじめ多くのスタッフの皆さんのお陰でセレブになった思いで、
とても優雅でハッピーな旅になりました。みなさんお世話になりありがとうございました。

エメラルド色の海に感動！！とても優雅でハッピーな旅
になりました。スタッフの皆さんありがとうございました

日本３人娘！？生バンドで歌う♪本当にセレブになっ
たようで、一日一日があっという間に過ぎていきました

信州では紅葉も終盤、朝晩が寒くストー
ブこたつの恋しい１１月２日～７日（５泊６日）
初めてのセブ旅行に行きました。セブ島
着、ガイドのリサ、マリアン、ドライバーのナ
ルドの優しい笑顔に迎えられ、さっそく現
地料理をマリバゴで頂きました。野菜を
たくさん使った体に優しい味、又バナナ
の皮を敷いた大皿には、自然が生んだ“エ
コ”がここにありました。色とりどりのブー
ゲンビリアやリサに教えてもらったカラチ
ュチの花があらゆる所に咲きほこり、髪
飾りにして何回も写真に撮りました。ラプ
ラプ公園では“生命（いのち）の木”とも言われるノニの木、花、実を見ることができ大感激！！デ
パートには、真赤で巨大なクリスマスツリーが飾られ、日本とは違う情熱的な雰囲気を味わって
きました。絵葉書から飛び出た様なすばらしい風景のパンダノン島では、泳いだり、貝殻を拾っ
たり、バーベキューで乾杯。夢の様なひとときでした。又シーウォーカー、パラセーリングにも挑戦
でき、海中では、色鮮やかな魚たちと一緒に天国にいる主人に逢えた様な気さえし、思わず「お
父さん」と呼んでいました。そして念願のエステ、マッサージ三昧でのんびりと至福のひとときを
満喫でき大満足です。お別れパーティーでは、皆で歌い踊り笑いそして涙のお別れ・・・。途中
体調を崩してしまい御迷惑をかけてすみませんでした。皆さんの優しさでほんとうに楽しかっ
たセブの旅でした。感謝致します。現地スタッフの皆さん、同行して下さった小林御夫妻、場を
盛り上げて下さった小松会長さん、大変御世話になりありがとうございました 又行きたいです！！

～拝啓　ワールドビッグフォースタッフ様～

ボホール島観光ではチョコレート・ヒルの不思議な
円錐形の山々にビックリ、ほら！両手の中に入るでしょう

のんびりと至福のひとときを満喫でき大満足です！本当に
楽しかった初めてのセブ旅行でした 又行きたいです！！

初めてのセブ旅行 会員歴２年２ヵ月  横道さん 優雅でハッピーな旅　セブ 会員歴１年５ヵ月  川田さん

感激の８日間 セブ 会員歴１０ヵ月  片山さん

大スクリーンに映し出された大自
然のセブ島を見た時、絶対行き
たいと思いました。今 回 念 願 叶
って５名で参加させて頂きました。
私を含めて２名は初参加、３名の
方達は前に行った経験があった
ので、充実したプランを立てて下
さり、とても心強かったです 。ボ
ホール島に渡り、ターシャに会い、
３６０度パノラマのチョコレートヒ
ルを間近に観たり、バディアンゴ
ルフリゾートにも一泊し、カモテス
島への波しぶきを浴びてのクル
ージングも最高でした。３時間か

けてのエステも体験し、心も身体も大満足！足も素足を見せたくなるほど綺
麗になり、ビックリ！？ガイドさん、運転手さん、メイドさん達の心遣いも素晴ら
しく本当にセレブになったようでした。目的地に行く道中は、楽しいおしゃべ
りや歌合戦！？で盛り上がり、一日一日があっという間に過ぎていきました。
街並みも牛が道路を歩いていたりとのんびり・・・時間がタイムスリップした
ようでした。又、活気あふれる島民の台所でもある市場は、人の多さにビッ
クリと、いろいろな顔をみせて頂きました。歴史のスライドを見ているようで、
勉強になりました。夜は大きなベッドで、海の香りと波の音が子守唄がわりで、
とても心地良い眠りでした。サンゴで作った白いテーブルで飲むマンゴジュ
ースの美味な事！一度は絶対味わってほしいと思います。青い空青い海こ
れぞまさしく最高の眺めです。同行した方達の優しさに囲まれ、とても幸せ
な感謝感謝の８日間でした。又、行ってみたいと強く感じて帰ってきました。

真赤で巨大なクリスマスツリーに大感激！日本とは違
う情熱的な雰囲気、夢の様な日々を過ごしてきました

１３日間という長い日程、御世話になり

ました。２４時間コーラルポイントリゾー

ト内のみまわり、自動ドアのように扉の

開閉、ガードマンの皆様ごくろう様です。

早朝よりプール掃除も長い時間かけ

てありがとう。落葉を掃いているスタッ

フもいます。４階ではメイドのメリアンと

レッドレッド。５階ではジンキとミンダ“あ

りがとう”というと“どういたしまして”

と笑顔がかわいい。また送迎時には

アイリーンのお姿も、ありがとう。ガイドの“大丈夫よ”が口ぐせのリーザ、途中からは懐か

しいシャローンに（再会できてうれしかったです。）ドライバーのアーネル、バースデーパー

ティーではおかまデビューしてくれてありがとう。泣いたり、笑ったり、おどったり、うれしく

て夜眠れませんでした。そうそうシャシンをみてびっくり、殆どのメイドサン達きてくれてい

たんですね、ありがとう。カモテスでは到着前からＢＢＱの準備をして下さったスタッフ。バ

ディアンゴルフリゾートでも沢山のスタッフと知り合え感激です。責任者の佐藤様の心遣

いのたまものでしょうか。今回の旅は日程に余裕があったので、ずい分と皆様と関われた

ことを本当に嬉しく思います。一緒にランチしたり、お茶したり、カラオケしたり、家族旅行

の乗りでした。いろいろな方々に支えられての“感動の１３日間”をありがとうございました。

セブ本島北部にある最高級アレグレホテルで初め
てのハンモック体験！素晴らしい砂浜も感動でした

ボホール島のロボク川を渡るゴンドラ、日本人は初めて
だそうです！とても幸せな感謝感激のセブ８日間でした

“感動の１３日間”をありがとうございました！
オカマショーでも最高に盛り上がりました

 

会員歴２年１ヵ月  甲田さん


