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ごあいさつ
セブの澄み渡る大自然は若返りと活力、そして心までも豊かに！
珊瑚礁に彩られた大海原を渡る爽やかな風、穏やかな気候は
アジアで最も人気を誇る魅惑の島。人生観が変わる程の醍醐味は

訪れる人に「また訪れたい」と魅了していきます。
豊富な自然環境は、私達にとって健康、幸福への活路となります。
まだ体験していない方は今すぐに！体験した方は何度でも！！

新しい人生設計の夢と希望に満たされる魅惑のセブ、究極のリゾートで
人生最高の思い出づくり、また元気づくりにお役立て下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、心身共に癒される
最高のリゾートライフをいつでもお届け致します。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
皆様の更なる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

素晴らしい景観は心まで豊かに！
コーラルポイントリゾート・スペシャルビラ専用プール

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＞
元気溢れるひとときをワールドビッグフォー究極のリゾートで！当社では会員様がより快適に、より
安心してご旅行が出来ます様、渡航前に「ご旅行マニュアル」をご送付させて頂いております。搭乗手
続きに関する事から滞在期間中の過ごし方等、海外旅行が初めての方にも気軽にセブを満喫でき
る参考手引書です。是非ご覧頂きまして人生で最高の思い出づくりにご活用下さい。
当社提携旅行会社による４月以降の航空料金は３月中旬頃発表予定となっております。
尚、４月以降の搭乗予約受付は随時承っておりますので、詳細等は当社旅行担当までお気軽にお
問い合わせ下さい。
                                                                                                                編集担当　伊藤博之

￥１５,１００円
￥１５,１００円

￥６４,１２０円
￥６５,１２０円

０３／０１～０３／１４
０３／１５～０３／３１

￥７８,１４０円
￥８０,１４０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24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予約完了後、搭乗チケットの発券手続きを順次開始致します。尚、発券以降のキャンセルは
　手数料として出発日前々日までが￥１７,０００円、前日・当日は￥２２,０００円が発生します事
　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

人生観が変わる究極のリゾート！

（注）帰国日が3月20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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１ ０月３ ０日、５ 人 の 旅 が 実
現しました 。３ 度 目 は 無 い か
なと思っていましたが、セブに
引き寄せられた感がします。２
日目はナルスアン島 へ 船で 渡
りバーベキューを頂く。沢山の
美しい 熱 帯 魚 に 目 を 見 張る。
夜 は ニュー ハ ーフショー に 魅
せられ 、コーラルポイントリゾ
ートにて全 身 マッサ ージを １
時間して頂く。とても気分良く
眠りに就く。３日目のボホール

島では、可愛いメガネザル、ヘビ、ワニ達に合う。ロボク川クルージン
グでは船上で演奏を聴きながらのランチです。素晴らしい景色を眺め
ながらの夢心地です。４日目は市内観光と買物です。とても人気のドラ
イマンゴ、可愛い人形、ブラウスなどとても皆安いですね。最後の夜に
はお別れパーティーを開いて頂き、沢山のお料理、バンド演奏に合わ
せての歌とダンスには年を忘れて踊りました。女装ベルナルドさんの
熱演には、とても楽しく時間の過ぎるのを忘れてしまう程でした。４泊
でしたがとても充実した幸せな旅でした。ガイドのリサさん、メイドさ
ん、運転手のベルナルドさんには、終日とても温かく親切にして頂きま
した。美味しいマンゴ、パイナップル、バナナジュースは忘れられませ
ん。本当にありがとうございました。

ボホール島では素晴らしい景色を眺めながら夢心地！ 可愛いメガ
ネザル、ヘビ、ワニ達に合いロボク川クルージングを楽しみました

友人と妹達との笑いがいっぱいの今回も楽しい旅でした！ ボホール島では
眼鏡猿に会いチョコレートヒルを観光、リフレッシュした気分になりました

忙しい毎日の中、ゆっくり楽しん
でこようと言う仲間に、一週間だ
けしか余裕がないと言う私の希
望で７日間のセブ旅行となりま
した。案内役の朝田さんに「大富
豪とお姫様の気分にさせてあげ
る」と言われ、全て任せて毎日エ
ステ、マッサージ、豪華な食事、
夜のダンスと、本当に楽しい時
を過ごしてきました。今回二度目
でしたが、前回行かれなかった
所へ行かせてもらい、やらなかっ
た事を色々させてもらいました。
特に印象に残っているのは、カワサン滝で滝に打たれた事です。滝までイカ
ダに乗っていき、滝の下でうつ伏せになり、滝の下をくぐるのです。今までに
経験した事もない水の衝撃でした。そして泳ぎの出来なかった私が、シーウ
ォーカーやジェットスキーをした後、シュノーケルで海の魚やサンゴを見る
うち、泳ぐコツを覚えて泳げるようになり、その後、コーラルポイントリゾー
ト・世界の大富豪の別荘のプールに戻って泳いでみると泳げるようになって
いたのです。泳ぐことは、すっかりあきらめていた私でしたが、やっぱり南国
へ行ってよかったと思いました。又、セブの人の多い事、デパートだってスケ
ールの大きいデパートがたくさんあって日本の値よりずっと安いし、いつま
でも、いつまでも買い物していたい気分になりました。日本の約２分の１位
のお金で、何でもやってこれるって、すごい事ですね。

楽しかったセブの旅

とても充実した幸せな旅でした！ 島巡りや市内観光、買物に
パーティー等とても楽しく時間の過ぎるのを忘れてしまう程でした

７日間の南国セブ旅行！毎日エステ、マッサージ、豪華な
食事、夜のダンスと、本当に楽しい時を過ごしてきました

お姫さま気分になってこれました 会員歴５年２ヵ月　高橋さん 充実したセブ旅行 会員歴３年１１ヵ月　小林さん

２度目のセブ旅行 会員歴２年２ヵ月　井出さん
今回のセブは１０月３０日から
１１月３日までの日程でした。セ
ブのお盆で会社や学校が休み中
とあって、昼間から多勢の人々が
歩いており、露店も沢山出て大変
混雑していました。子供達や犬、
そして牛までが横切る狭い道を、
さすが土地の道路事情に精通し
ているドライバーのベルナルドち
ゃんは、スイスイ縫って運転する
のに脱帽！ガイドのリサさんの案
内で、前回とは別の島「ナルスア
ン」へ船で出発。昔の学者は「地

球が丸い事を発見したなんて偉いなぁ～」と海の向こうの水平線を眺めながら
思いました。乗船、下船はスリル満点の初体験、海に顔を附けて覗いた熱帯魚
のカラフルで美しかった事、お昼は炭火焼の肉や魚介類、野菜の美味しかった
事。夜はマッサージしてもらい大満足の一日でした。ボホール島では眼鏡猿が
思ったより小さく、ネズミの様な長い尻尾が印象的、展望台から見たチョコレ
ートヒルが点在している景色を見渡しました。山国に住む私にとって、コーラ
ルポイントリゾートの窓から臨むコバルト色の美しい海と船、遠くの島々、どれ
も新鮮で日頃の垢が洗い流され、リフレッシュした気分になりました。友人と
妹達との笑いがいっぱいの今回も楽しい旅でした。ガイドさん、ドライバーさ
ん、メイドさん、大勢のスタッフの皆さん、大変お世話になり有難うございまし
た。

お姫様気分になってこれました！特に印象に残っているのは、カワサン
滝で滝に打たれた事です。今までに経験した事もない水の衝撃でした

初めてのセブ！夫と２人で行くの
は初めての海外、いつも添乗員ま
かせでしたので不安でわからな
い事を会社へ電話をしたりもした
が、無事セブ・マクタン空港に着
き、日本語のプラカードを持った
ガイドさんに会え、ホッとしまし
た。豪華なコーラルポイントリゾ
ートに着くと皆様の出迎えがあり、
部屋も素晴らしく明日からのスケ
ジュールを打ち合わせた。翌朝の
散歩、明るいメイドさんと一緒で
楽しい！海、空が眩しく、落ち着い
た部屋も豪華！朝食の濃いマンゴ
ジュースが格別に美味しい。船で一時間位乗った小島でバーベキュー、白い砂
浜でのんびり過ごした。夜のドライブ、セブの夜景は素晴らしい。次の日はボホ
ール島へ、チョコレートヒルの不思議な山々、自分が妖精になり飛びそうな気
分。メガネザルも手の平に乗る位小さくビックリ！翌日は念願のパラセーリング、
シーウォーカーを体験！カメラの充電切れで撮れず残念。熱帯魚に腕をつつか
れるも感激、それも楽しい思い出。市内にショッピングに行くも道路は人と車で
溢れドライバーの運転の上手さに感心。コーラルポイントリゾートでパーティ
ー、生バンドによる日本語の歌に感激。スタッフの人達のダンスが上手で私も引
き出され楽しく過ごせました。日本語しか話せない私はガイドのラチさんに感
謝、感謝です。スタッフの皆様やコーラルポイントリゾートのメイドさん達にお
世話になりありがとうございました。夫と２人だけの旅行は良い思い出になり
ました。

夫と２人、楽しかった初めてのセブの旅！島巡りを満喫、念願の
パラセーリング、シーウォーカーも体験、良い思い出になりました

リサさんの案内で「ナルスアン」へ船で出発！乗船、下船はスリル満点、
お昼は炭火焼の美味しかった事、更にマッサージと大満足の一日でした

ボホール島ではチョコレートヒルの不思議な山々に
感激！ メガネザルも手の平に乗る位小さくビックリです

会員歴１年７ヵ月　森さん
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叔母の紹介で９月に会員にな
り、この１０月に初めてセブを
訪 れました 。私 達 夫 婦 は １ 年
半前から要介護４の母と要介
護 １ の 父 の 介 護 をしておりま
す。今 回 の 旅 は そん な 私 達 に
とって 神 様 からのご 褒 美とも
言うべ き素 晴らしい 休 暇とな
りました 。ロンドン、サンフラ
ンシスコ、ハワイと海外生活の
経 験 のある私 達で すがコーラ
ル ポ イントリゾ ートで の 滞 在
は 身も心も寛 げる贅 沢 な ひと
時でした。それは偏にガイドの

リサさん、ドライバーのベルナルドさん、メイドのローズさん、ノバさ
ん、そしてスタッフの皆様に温かいおもてなしをしていただいたが故と
心から感謝しております。食べることが大好きな私達はリサさんが連れ
て行って下さるレストランがどこもおいしく、とりわけフィリピン料理が
口に合い何度も訪れました。空港到着後、訪れたシーフードレストラン
でいただいたハマグリのスープ、カニ、海老、海ブドウ、初日から大満
足でした。Ａ棟６階で海からの風を感じながらマンゴジュースをいた
だき、早速お部屋でオイルマッサージを受けました。朝は鳥の声と地平
線から昇る朝日で目覚め海を眺めながらのブレックファースト。日本で
の忙しい日々を忘れることのできる毎日でした。ショッピング、島での
バーベキュー、一日遊んで帰ってくるとアイロンのかかったお洗濯物が
できてます。また何度も訪れたいと思いながら４泊５日の旅を終え帰
国の途につきました。

日本での忙しい日々を忘れることのできる毎日でした！ ショッ
ピング、島でのバーベキュー等を満喫、食事も大満足でした

ボホール島の竹の橋、下を見ると怖いのでこちらを向いてハイポ
ーズ！ 他にもターシャに会ったり、大蛇を撫でたり大はしゃぎでした

ずっと海外旅行にあこがれていま
した。なので、セブでの結婚式の
話が出たときはすぐに乗りまし
た！！急に決まったのですが、これ
といった結婚式の事前準備は全く
なく、パスポートだけ用意して出
発したところ、挙式披露宴の打合
せは式の前日に半日くらいで済
み、面倒くさいの大嫌いな私とし
ては、大助かりでした。出発の朝、
日本は寒くてたまりませんでした
が、セブ・マクタン空港に着いたらもう南国「最高～！」セブのビールは旨く、毎
日の美味しい料理に、贅沢三昧に過ごさせてもらい、正味３日間でしたが、たっ
ぷり遊ぶことができました。私たち新婚用のルームは、さすがに一番豪華で、部
屋の前にはキラキラ輝く海と太陽が降り注ぎ、夜にはオイルマッサージ・・・で、
セレブ感満喫です。結婚式もたくさんの方々に祝福されました。オカマちゃん
のダンサー最高！！みんなとっても喜んでました。最後の日の島でのバーベキュ
ーでは、珍しい魚やロブスター、そして旨いビールをいただき、マイナスイオン
たっぷりの海でヒトデと遊んで泳いで。今回はちょっと慌ただしかったのが残
念ですが、次回は是非、ゆっくりとセブでのバカンスを楽しみたいです。

楽しかったセブ旅行

神様からのご褒美とも言うべき素晴らしい４泊５日間！ コーラル
ポイントリゾートでの滞在は身も心も寛げる贅沢なひと時でした

初めての海外、南国セブ「最高～！」毎日の美味しい料理に、
贅沢三昧に過ごさせてもらい、たっぷり遊ぶことができました

初めての海外旅行 会員歴１年４ヵ月　下間さん 神様からのご褒美 会員歴６ヵ月　中村さん

私を引き寄せるセブ島 会員歴２年１ヵ月　善如寺さん
３回目のセブ島行き、前に行って
来てから又行きたくなるセブ島。
私を引き寄せられる何故かしら？
今回はスイミングのお友達も入会
したので一緒に行く事になり、７
泊８日の旅でした。９月末なので
行く時はフィリピンが台風でフラ
イトが遅れ１９時４５分発にな
り、夜中の３時過ぎ頃コーラルポ
イントリゾートに着いたのです
が、メイドさん５～６人が眠い顔
も見せずに「お帰りなさい、今晩

は！」と笑顔で迎えて下さいました。ウェルカムドリンクの忘れられない美味し
さで嬉しかったわ！ボホール島も行き、ターシャ（メガネザル）や蛇のいっぱい
居る所へ行き、大蛇を撫でたりで大はしゃぎ。蛇ってとても冷たいのですね！カ
モテス島ではプールで泳いだり、友達（晶子ちゃん）が海に入りたいと言った
お陰で船のイケメン２人が一緒に私達４人を崖の下の方まで連れて行き、海
に入る事が出来ました。海底のキレイな事。普通は海に入る事など出来ないの
ですが晶子ちゃんの一言で入る事になり楽しかった。それから何処へ行くにし
ても良い事があると晶子ちゃんのお陰等と言っては笑みが絶えませんでした。
バディアンゴルフリゾート、カワサン滝も行って来ました。夜はパーティーもし
て頂き、あっと言う間の楽しい毎日！カレンさん（ガイド）アーネルさん（ドライ
バー）メイドさんお世話に成りました。ありがとうございました。

結婚式もたくさんの方々に祝福されました！セレブ感満喫です。
次回は是非、ゆっくりとセブでのバカンスを楽しみたいです。

１１月の初旬、たくさんの方の御
厚意により三女の挙式を兼ねて、
自分の顔は怖いくせに飛行機を
怖がる小心者の主人を引きずっ
て行って参りました、セブ島に！！
このセブ島行きの件が決まった
のが、なんとほぼ２ヵ月前。１歳
４ヵ月のちび子を含め１２名で
の一行なのですが、なんとその中
でパスポートを持っていたのが
３人だけ・・・。慌てたあわてた。
もうこの件では、遠藤理事、村山
さん、本部事務局の旅行担当者さ
んとたくさんの方々に迷惑とご心
配を掛けての出発でした。いっぱ
い我が儘を聞いてくれてありがと
う。本当にお世話になりました。
当日の飛行機が１時間遅れの出
発で現地到着が遅くなってしまったにもかかわらず、笑顔で迎えてくださった
ガイドのシャローンとジュリエット。最後まであっちへ引っ張りこっちへ引っ張
りと私たちが帰ったあとはさぞかしぐったりされていたことでしょう。翌日は、
挙式準備組とシーウォーカー、ダイビング、買い物組の２組に分かれて行動。
私はもちろん準備組でしたが、ＪＷＢホテルの担当者の方、素晴らしい歌声の
歌手でもある司会者さん、カメラマンさんとの打合せ後、娘のドレスレンタル
のため、街中へ。その後軽くショッピングをして慌ててコーラルポイントリゾー
トに戻り、水着に着替えてシーウォーカーとパラセーリングへ。お魚さんは夕方
近かったためかあまり会えませんでしたが、良い経験でした。で、挙式日！すご
いすごいすごいの連発。本格的な挙式披露宴でスタッフの方々にたくさんの
祝福を受けて参りました。今後の娘たち夫婦の幸せを確信いたしました。最終
日は、私達だけの貸切りの船で近くの島へ出かけバーベキュー！たくさんの海
鮮にジューシーなお肉、珍しいブルーフィッシュの美味しかったこと、新鮮なア
ワビやハマグリもたくさん食べれて大満足でした。最後の最後までお世話に
なりっぱなしだった現地のスタッフの方々に「また来ます！」と約束してさよな
らしてきました。本当に皆様どうもありがとうございました。

近くの島へ出かけバーベキュー！ たくさんの海鮮にジューシーなお
肉の美味しかったこと。三女の挙式を兼ねた大満足の旅行でした

ナイスボディいかが？水着が良いなんて言わないでね！ あっと
言う間の楽しい毎日、笑みが絶えない７泊８日の旅でした

娘たち夫婦の幸せを確信いたしました！すごいすごいすごいの連発。
本格的な挙式披露宴でスタッフの方々にたくさんの祝福を受けて参りました

会員歴１年４ヵ月　森田さん
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ダイビング目的で 旅 行 先を探
していた所、ワールドビッグフ
ォー の 会 員 の お 話 を 頂 き、会
員になった 翌月にセブ 島 へ の
旅行へ行かせて頂きました。日
本 語 が 上 手 な ガ イドさん 、運
転 手さんが 付 いて下さった の
で、セブ島でやりたいと思って
いたこと、行きたいと思ってい
た 場 所 へ 思うままに行 動させ
て頂きました。カワサン滝でイ

カダに乗って滝の裏を見たり、カモテス島で海やプールを独り占めし
たり、ボホール島でチョコレートヒルやかわいいターシャを見たりと、
とても楽しい旅行でした。コーラルポイントリゾートでメイドさん達が
作って下さる食事もとてもおいしかったです。毎回デザートにマンゴを
出して頂けたのですが、毎日食べても飽きないおいしさで、今でもセブ
島が恋しくなってしまいます。最終日には盛大なパーティーを開いて頂
きましたし、やっと皆さんと仲良くなれた頃に帰国となってしまったの
で残念でした。また機会があれば是非セブ島に行きたいと思います。
本当にありがとうございました。またお世話になる際はよろしくお願い
します。

今でもセブ島が恋しくなってしまいます！カモテス島やボホール島観
光、毎日食べても飽きないマンゴに盛大なパーティーも最高でした

バディアンゴルフリゾートではゴルフも堪能！ 初体験あり観光
ありのんびりしたりの十二分に楽しんだ１３日間のセブでした

ご縁があってワールドビッグフォ
ーに入会して、今回の旅の仲間に
入れて頂きましたが、もう終わりか
なと思っていた矢先のお誘いに嬉
しさも一入でした。成田より４時
間友達とお喋りしている内にセ
ブ・マクタン空港へ着陸、コーラル
ポイントリゾートに到着して可愛
いメイドさんのお出迎えに心和み
美味しいマンゴジュースで喉をう
るおし一息してお部屋に入ると、
会報で見たままの豪華さに納得、
安心しました。一夜明けると眼下
に大海原が開け、朝食をとりなが
ら眺める景色は最高でした。しかし日本では台風１２号が上陸し、被害の大きい
事をＮＨＫのニュースで知り、度重なる被害に胸の痛くなる思いでした。そんな
中私達はパラセーリングに挑戦し、スリルを味わいながら海の冒険をした事。そ
の後のエステで身も心も癒されて大満足！いい経験でした。ボホール島では可
愛いターシャを間近で見たり、チョコレートヒルの不思議な光景に太古を偲び、
パンダノン島では海鮮バーベキューで胃もビックリする程満腹、白い砂浜を散策
しながら絵手紙用に貝殻を沢山拾いました。最後の夜は生バンドでパーティー
が盛大に催され、メイドさん達のダンスやおかまショーに大笑い、楽しい一時で
した。旅行中は晴天に恵まれ南国の香りを充分味わうことの出来た思い出の多
い旅でした。「まだまだ見る所が一杯ありそう」又行きたくなりました。現地のス
タッフの皆さん、西村さん始め、ご一緒の皆様には親切にして戴きありがとうご
ざいました。「楽しい思い出は私の宝」

セブ島大好き

ダイビング目的での初めてのセブ島、とても楽しい旅行で
した！ また機会があれば是非セブ島に行きたいと思います

夢よもう一度！ボホール島、パンダノン島観光にパラセーリングにも挑戦、
癒しのエステに大笑いのパーティー等、楽しい大満足の一時でした

夢よもう一度 会員歴１年５ヵ月　荻原さん 初めてのセブ島 会員歴６ヵ月　野呂さん

盛り沢山のセブ１３日間 会員歴２年２ヵ月　木村さん
知人に声かけしたら宮古島へ１
０月１日から１０日間休みを取
ってスキューバーダイビングのラ
イセンスを取りに行く計画をた
てている最中で、ダイビングなら
セブでしようと早速ワールドビッ
グフォーとご縁を結んで下さった
のが９月初めでした。中部国際か
ら４人、マニラ経由でセブへ。最
初の３日間は勉強、プール、そし
て海に潜って４人共バッチリライ
センスを取得、５日からワールド
ビッグフォーのお世話になりバデ
ィアンゴルフリゾートへ、カワサ
ン滝ではイカダに乗り滝に打た

れキャーキャーワイワイ楽しんだ後、日帰りでコーラルポイントリゾートへ、
友人３人はあまりにも豪華で素晴らしいお部屋を見てびっくりしていました。
６日はボホール島へ、観光名所チョコレートヒル、想像していたよりずっと
小さなターシャにびっくり、帰りの船の時間が遅い為、途中ホテルのプライ
ベートビーチで海水浴をして遊ぶ。７日から１泊２日のカモテス島へ、着
いてすぐプールに海にと楽しみ、昼食を済ませた後、山の上の湖へ緑の車
で出かけ帰りに夕食の材料を仕入れに市場へ、その材料でコーラルポイン
トリゾートから一緒に来てくれたメイドさんが魚のから揚げ、タコの煮物等
作ってくれた夕食をいただきました。すごく目いっぱい楽しんで９日に友人
３人は帰国、私はゆっくりバディアンゴルフリゾートに行き、１１日は雨の
中１人でゴルフ、キャディーさんに教えてもらいながら朝６時から９ホール、
朝食後２７ホール続けてプレーしました。初体験あり観光ありのんびりした
りの十二分に楽しんだ１３日間のセブでした。皆さんありがとう御座いまし
た。

旅行中は晴天に恵まれ南国の香りを充分味わうことの出来た思い出
の多い旅でした！「まだまだ見る所が一杯ありそう」又行きたくなりました

１０月１日より９日間ほど、宮古
島へダイビングに行く予定にして
いたとき、突然、ワールドビッグフ
ォーのお話しをお友達の友人であ
る木村さんからお聞きして「こん
な素敵なお話しはない」と、予定
を変更して野呂さんもいっしょに
会員になり、セブ島へダイビング
に行くことにしました。ダイバーに
とっては魅力のあるポイントがい
くつもあり、東京にいる娘も誘い、
お誘い頂いた木村さんもご一緒
に女４人での旅行！４泊５日は国
内のダイビングツアーで予約し
て、ダイビング免許取得の勉強、
無事オープンウォーターを野呂さんと木村さんは取得され、私と娘はアドバン
スを取得！ダイビングを楽しみました。最高の海です。透明度は１８メートル。イ
ワシの群れ、ウミガメ、アジの群れなど素敵なダイブでした。その後、ワールドビ
ッグフォーのコーラルポイントリゾート、カモテスリゾートと宿泊をさせていた
だきました。ダイビング習得のため宿泊したホテルとは格段に違う豪華さに、
唯々びっくりしました。とにかく、ガイドさんと運転手さんが一緒に私達のわがま
まな予定にすべてつきあってくださり、安心していろんな所へ行かせていただ
きました。ボホール島のチョコレートヒルや、ロボク川ランチクルージング、カワ
サンの滝、セブ中心部から山に向かって行くと、セブ市を一望できる、トップス
などなど。またバディアンゴルフリゾート・JWBホテル、それぞれ見学もさせて
いただき、本当に素晴らしい休暇になりました。もう次のセブ島への旅を夢に描
いています。
PS,リサさん始め皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。

セブ島大好き、最高の海です！透明度は１８メートル。
イワシの群れ、ウミガメ、アジの群れなど素敵なダイブでした

４人共バッチリダイビングライセンスを取得！ ボホール島観光も
満喫、１泊２日のカモテス島では目いっぱい楽しんできました

本当に素晴らしい休暇になりました。もう次のセブ島への旅を夢に描いてい
ます！ ボホール島観光にカワサン滝見学、カモテスリゾートにも宿泊しました

会員歴６ヵ月　中本さん


