
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～

会     報
平成30年12月号

ごあいさつ
新たなる夢と希望をのせて、ワールドビッグフォーリゾートへ！

笑顔を育む大自然の恩恵は私達の人生観をも変える元気に満たされた素晴らしい
セカンドライフへと繫がります。近年、フィリピン経済好景気により最新インフラ整備が推進

また自然環境に配慮した大型建設開発ラッシュがセブ島でも見受けられます。昨年７月にはマクタン
セブ新国際空港がオープンとなり、近隣のボホール島でも昨年１１月、日本のＯＤＡ（政府開発援助）
によりパングラオ国際空港がオープン、最新の技術を結集したエコ・エアポートは日本企業が設計・
開発を手掛けた高評価の国際空港となっております。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！
更なる開発が進むセブ島で、笑顔が溢れる新しい体験・発見の数々を思う存分にお楽しみ下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治

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～

会    報
平成31年2月号

ごあいさつ
新たなる夢と希望をのせて、ワールドビッグフォーリゾートへ！

笑顔を育む大自然の恩恵は私達の人生観をも変える元気に満たされた素晴らしい
セカンドライフへと繫がります。近年、フィリピン経済好景気により最新インフラ整備が推進

また自然環境に配慮した大型建設開発ラッシュがセブ島でも見受けられます。昨年７月にはマクタン
セブ新国際空港がオープンとなり、近隣のボホール島でも昨年１１月、日本のＯＤＡ（政府開発援助）
によりパングラオ国際空港がオープン、最新の技術を結集したエコ・エアポートは日本企業が設計・
開発を手掛けた高評価の国際空港となっております。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！
更なる開発が進むセブ島で、笑顔が溢れる新しい体験・発見の数々を思う存分にお楽しみ下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

南国の爽やかな景観に佇む セブ島「ワールドビッグフォーリゾート」

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３－17－１ 湯島大同ビル3階・4階 

TEL：０３（５８１７）０７０１  FAX：０３（５８１７）０７０２  URL http://www.wb4.jp/    編集担当：齊藤・伊藤・森田

いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！世界を代表するアジア屈指のリゾートアイランドセブ島。一年中温
暖な気候は身体にやさしく、渡航時期を選ばずお楽しみ頂けます。特に雨の少ない真夏日を含む（１月から５月）乾
期と、南国特有のスコールを含む（６月から１２月）の雨期に分かれますが、スコールも殆ど夜のうちに止むことが多
いので、一年中穏やかな気候と訪れる度に違った顔を覗かせてくれるセブ島にはいつも豊富な果物が育ち自然の魅
力に溢れています。是非皆様もご家族・ご友人との大切なひと時をワールドビッグフォーリゾートでお過し下さい。搭
乗予約、及び出発前のご不明な点は、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　齊藤充彦

人生観も変わる究極のリゾート！

（注1）年末年始等のピークシーズンは、ご予約時の混雑状況により料金が高くなります。現時点ではまだ
　　  分かりませんのでお問い合わせ下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
①上記料金は平成３１年１月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②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￥２５，０００円～全額が発生します事をご了承下さい。
③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：小田・根本

０２／０１～０３／３１ ￥75,890円より ￥60,000円より ￥10,400円より

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 空港税込み
関西（大　阪）/セブ往復１名様分 空港税込み
中部（名古屋）/セブ往復１名様分 空港税込み

（料金はほぼ同じです）

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１ ５：３０

＜編集後記＞
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夫の友人である山下さん家族から、
ワールドビッグフォーを紹介していた
だき会員になりました。毎月の会報誌
を見て、「セブに行ってみたい！」と思い
相談した所、早速、山下さんのご家族と
私達夫婦、総勢７人でセブへ行く事に
決まりました。山下さんのご家族は何
回もセブに行かれているので、私達も
安心して連れて行って貰いました。コー
ラルポイントリゾートに案内されると
美味しいマンゴージュースを頂きまし
た。窓からは海が見え、波も穏やかです

ごく雄大な自然の中にいる事に感動しました。２日目は射撃とバーベキューに行き、白い砂
浜、セブ島の海風に癒されました。帰りにはマッサージに行き、体も軽くなり気持ち良かった
です。ニューハーフショーも大変盛り上がり感激しました。３日目は動物園へ。園内が広いの
で車で移動しながらの見学でしたが、キリン、トラ、ワニの群れなども迫力が凄くてビックリ！
大きなショッピングモールでは、洋服、靴、食品等を買いました。帰国前夜は、コーラルポイ
ントリゾートの一室で生バンドの演奏、メイドさんの踊りに盛り上がり、また皆一緒に踊り
「アッと言う間」の一時でした。旅行中は夜に雨が降っていましたが、日中は晴れていてとて
も良い旅行となりました。セブでの思い出、いつまでも心に残るでしょう。お世話をして頂い
たスタッフの皆様、本当にありがとうございました。感謝しています。

初めてのセブ旅行は「アッと言う間」の一時でした！
セブでの思い出、いつまでも心に残るでしょう♪

パンダノン島の白い砂浜と透き通った青い海に子供達は大喜
び！ シュノーケリングで魚を見つけたり、ＢＢＱも大満足でした！

この度、４回目のセブ島旅行へ家族５

人と私の友人である富山県のご夫婦と

共に、４泊５日の日程で天気も良きい

い旅行でした。２日目は射撃、バーベ

キュー、きれいな海に入り、そしてメイ

ドさんが用意して作ってくれた料理を

頂き、ビールを飲み、アートミュージア

ムやマッサージへと行き、楽しみまし

た。３日目、朝早く２時間余り車に乗り

セブサファリ＆アドベンチャーパーク

へ、規模の大きい動物園にビックリしました。３才の孫は大声で「ワニだ！キリンだ！ライオン

だ‼」とハシャギ喜び叫んで走り廻っていました。トップスに行き、美しい最高の夜景を堪能

しました。４日目はのんびり買い物、そしてマッサージ。最後の夜は、パーティーでメイドさん

の作った料理を美味しく頂き、皆で一緒に踊った事、３才の孫も踊り、楽しいパーティーでし

た。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、ありがとうございました。本当に楽しい旅行でし

た。感謝、感謝です。本当にありがとうございました。ワールドビッグフォーありがとうござい

ました。

楽しみが尽きないセブ旅行

島巡り体験では、ビール片手にバーベキューを堪能
しました！白い砂浜、セブ島の海風に癒されました！

きれいな海に入り、メイドさんが作ってくれた料理
を頂き、孫と共に楽しい時間を過ごしました♪

４回目のセブ最高！！ 初めてのセブ旅行

家族みんなハッピー セブ
寒い日本から常夏のセブ島へ。３家族

８人で４泊５日の旅行でした。出発前

の天気はあまり良くなく心配していまし

たが、そんな心配もいらなかったほど

の快晴！マクタン・セブ空港に到着した

ら、通訳さんとドライバーさんが迎えに

来てくれていて、そのまま夕食にフィリ

ピン料理の店に連れて行って貰いまし

た。２日目は子供達が一番楽しみにし

ていた海へ。船に乗ってパンダノン島へ

連れて行って貰いました。白い砂浜と透き通った青い海に子供達は大喜び！シュノーケリン

グで魚を見つけたり、楽しんでいました。ＢＢＱも新鮮な魚介類が盛り沢山！食べきれない

程の量で大満足でした。３日目はパラセーリングへ。高い所からの景色に感動！本当に素晴

らしい体験ができました。観光最終日はアドベンチャーパークの「パパキッツ」で乗馬やジッ

プラインを体験して、夕食にはマルコポーロホテルでの豪華なバイキングに大満足でした。

初日から天候もよく、毎日充実した日々を過ごす事ができました。これも通訳さん、ドライ

バーさん、メイドさんのお陰だと思っています。本当にありがとうございました。

４回目のセブもまた最高！！ 観光を楽しみ、ビールを飲み、
マッサージで癒され、本当に楽しい旅行でした！

昨年の１月、１歳になったばかりの娘
を連れてのセブ旅行から２年も経た
ず、また訪れることができたことに感謝
です。今回は両親の友人を含めて７人
での旅でした。マクタン・セブ空港に着
くなり、空港が近代的になっているのに
びっくり。木材をふんだんに使った建築
にしばし見惚れました。今回の旅のハ
イライトは動物園「セブサファリ」に
行った事です。片道２時間ほど車に揺
られて到着した場所は、高台から見渡
す広大なスケール感のサファリパーク
です。園内バスを乗り継ぎながら様々
な動物を見ました。ホワイトタイガーなどの珍しい動物や、迫力のワニ園など、時間を忘れて
巡りました。可愛いポニーに跨ったりキリンに大接近できて娘も大興奮。真新しい施設は清
潔で軽食も充実しているのでおすすめです。セブ市街を見下ろすトップスに上って夜景を楽
しみました。売店も充実していて、キンキンに冷えたスーパードライを飲みながらの夜景鑑
賞は格別でした。何度訪れても沢山の引き出しがあるのがセブの魅力ですね。さよならパー
ティーでは、最初は物怖じしていた娘でしたが、終盤になってようやくエンジンが掛かり、
キッチンに上がり、まるでステージのようにメイドさんの前でDAPUMPのUSAを披露し大盛
り上がりでした。最初から懸念していた事ですが、４泊５日ではセブの良さを知るには全然
足りないですね。また来る事があるならもっとのんびりしたいです。

今回の旅のハイライトは「セブサファリ」に行った事です！
珍しい動物や、迫力のワニ園など、時間を忘れて巡りました！

パラセーリング体験では、高い所からの景色に
感動！ 本当に素晴らしい体験ができました♪

４泊５日ではセブの良さを知るには全然足りないですね！
また来る事があるならもっとのんびりしたいです♪

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　畑澤さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　谷田さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴７年７ヵ月　山下さん

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴８年９ヵ月　高野さん
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１１月１４日、久保田さんの案内で、総
勢１１名の皆様と４泊５日のセブ旅
行に出発致しました。何年も前から一
度は行ってみたいと思っていた憧れの
セブ旅行です。セブの空港に到着し、通
訳さん、運転手さんに出迎えて頂きま
した。１日目の夕食はフィリピン料理。
一杯目のビールは最高でした。２日目
は、市内観光とショッピングセンターで
の買い物でした。お目当てのマンゴー
も購入できました。夜はアメージング

ショー（ニューハーフショー）に連れて行って頂きました。目まぐるしく変わる舞台と衣装に
圧倒され、楽しいひとときでした。３日目はボホール島へクルージングランチ。吊り橋はスリ
ル満点でした。貴重な可愛いメガネザルに会えた後に、苦労して２２０段上り切ったチョコ
レートヒルズの高台からの眺望は最高でした。夕食は美味しい中華料理を頂きました。４日
目はマリンスポーツでパラセーリングに挑戦しました。上空からの景色は、青い空、青い海
がずっと広がり感激でした。最後の夜はさよならパーティーを開いて頂きました。サプライ
ズでＩさんの誕生日パーティーも合わせて行い、大変盛り上がりました。メイドさん達のダ
ンスも最高でした。お世話になった通訳さん、ドライバーさん、メイドさん本当にありがとう
ございました。

マリンスポーツでパラセーリングに挑戦しました。上空か
らの景色は、青い空、青い海がずっと広がり感激でした！

色々な楽しみ方が出来るセブ島の旅、それも全て通訳さん、
ドライバーさん、メイドさん、スタッフの皆さんのお陰です！

コーラルポイントリゾート・世界の大富
豪の別荘、Ａ棟６階テラスから見る景
色。穏やかな海に一隻の貨物船がゆっ
くり進んでいる。広い敷地内には様々な
美しい花が咲いていて、静かな朝です。
至福のひとときを過ごす為、またまた
セブにやって来ました。今回は１１人
の旅です。９名は初めてのセブ。新しく
なったマクタン・セブ国際空港でスタッ
フの皆さんとお会いできるのか少し心
配でしたが、すんなり見つかり（見つけ
ていただき）一安心でした。ウェルカム
マンゴージュースから始まり、メイドさ
ん達の心のこもった美味しい手料理。いつもありがとうございます。２日目は７Ｄドライマン
ゴーの店へ行きました。味見をしてそれぞれたくさん購入しました。次は観光名所巡り、高台
から見るセブの街並み、美しい道教寺院（タオイストテンプル）、また地元の人達の生活を垣
間見ることの出来るカルボンマーケットは「歩いて見たいのですが…車窓からの見学になり
ました」。残念ですが、仕方ないですね。あちらこちらの見学、ショッピング、エステ、マッサー
ジ。夜はアメージングショーを見ました。美しい姿に歌、踊りに「うっとり」でした。翌日は可愛
いターシャに会いにボホール島へ。最終日前日はマリンスポーツ。この日は暑くて「南国へ来
た！」という感じでした。さよならパーティーでは誕生月の人が居て、サプライズバースデー
ケーキでお祝いし、大感激でした。何事にも現地のスタッフの皆様には大変お世話になりま
した。またいつかセブの風にあたりたいと思います。

パラセーリングに挑戦

アメージングショーでは目まぐるしく変わる舞台と
衣装に圧倒されました！ 楽しいひとときでした♪

９名が初めてのセブということで、ショッピング、エステ、マッサージ、
アメージングショーにボホール島など、あちらこちらの見学を楽しみました！

何回でもセブ島へ あこがれのセブ島へ

初セブ島
初めてのセブ島旅行。治安、言葉、移動

等の不安がありましたが、通訳兼ガイド

さんとドライバーさんが、現地空港の到

着から帰国まで、すべての行動に対応

してくれ、安心して旅を楽しむことがで

きました。宿泊先のコーラルポイントリ

ゾートに到着し、大勢のメイドさん達が

出迎えて下さり、ウェルカムドリンクの

マンゴージュースも最高でした。２日

目、バンカーボートでパンダノン島へ向

かう途中、イルカの群れに遭遇するという貴重な体験もすることができ、島でのバーベ

キューもおいしくて満喫する事ができました。マリンスポーツでは楽しみにしていたシー

ウォーカーは高波の影響で体験出来ませんでしたが、バナナボートと水上バイクは楽しむこ

とが出来ました。予定を詰め込まず、敷地内のプールやビーチで泳いだり、部屋のバルコ

ニーで景色をたのしみながらビールを飲んだり、のんびり過ごす時間もあり、贅沢なひと時

でした。色々な楽しみ方が出来るセブ島の旅、それも全て通訳さん、ドライバーさん、メイド

さん、スタッフの皆さんのお陰です。ありがとうございました。

何回でもセブ島へ！ 至福なひとときを過ごす為、また
またセブにやって来ました。今回は１１人の旅です♪

今回で３度目のセブの旅でした。訪れ
る度に道路やそこを走る自動車までが
良くなり、またビルの数も多くなり、フィ
リピンの良好な経済情勢の進行が伺え
ます。今回はパラセーリングに挑戦する
ことが目的でした。乗ってみたい気持ち
はあっても１度目、２度目とも勇気が
なく出来ませんでした。今回は、同行し
た８０代の仲間が「乗るよ！！」と言って
いるのを聞き、私も勇気を出して乗る
事にしました。ドキドキでしたが、船長
さんの誘導のもと安全装具を装着し浮
き上がった時の感動は忘れません。だ
んだんと遠ざかる船は小さくなり青空へ。上から見下ろす海の青さ、海岸にそびえ立つビル
の美しさ。心地良い風と夢の中にいる様でした。しっかり握っていた手も次第に緩み、下の船
に手を振ることもできました。最高です。１５分間風に揺られだんだんと下に降り、最後に海
面に足を触れさせて下さり、また上がりまた下がりとサービスして下さいました。とても楽し
かったので、また再挑戦したいと思います。５日間、お腹いっぱい美味しいものを食べ、足の
マッサージも２回体験。ショッピング、ニューハーフショーとリフレッシュのできた旅でした。
夜のパーティーでは全員で８９歳のお誕生日を迎える仲間のお祝いを大きなケーキで祝い
ました。生バンドのハッピーバースデーの曲に感動。みんなで歌い踊り、楽しい一夜でした。
またセブ旅行に行きたいと思います。現地スタッフのみなさん、ありがとうございました。

２度も諦めたパラセーリングに今回は勇気を出して挑戦しまし
た！ 最高です♪１５分間、心地良い風と夢の中にいる様でした！

安心して初めてのセブ島の旅を楽しむ事ができました！ 予定を
詰め込まず、のんびり過ごす時間もあり、贅沢なひと時でした♪

５日間、お腹いっぱい美味しいものを食べ、マッサージ、ショッピング、
ニューハーフショー等を満喫！  またセブ旅行に行きたいと思います！

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１１年６ヵ月　中村さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴７年９ヵ月　原さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１２年６ヵ月　久保田さん

出発日８月１１日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　松澤さん
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１０月６日、女５人三世代の旅です。
２年前は３番目の孫がまだ小さかった
ので、今回は記憶に残るようにと、いろ
いろ計画を立て出発しました。ワニ園
では、大きなワニがニワトリ一羽を丸
呑みするところを見て孫達はビックリ！
「キャー！」。パパキッツでは馬に乗った
り、島から島へのジップラインにもトラ
イ。海をとても綺麗に見ることができま
した。昼食は孫のリクエストでステー
キ。大きな肉でやっと食べ切り、お腹

いっぱいで満足♪。夕食にはイタリアン、パスタ、ピザ、ウィンナーなどとても美味しかった。
ボホール島ではチョコレートヒル、ターシャ、蝶々などを見て、バイキングを食べながらのラ
ンチクルーズも体験。途中すごい雨で周りが見えなくなるくらいの「スコール」に遭遇しまし
たが、１５分くらいでパタリと止むと少し涼しくなりました。パンダノン島は前回よりも綺麗
な砂浜で感動でした。また、前回同様ラプラプ公園でお土産を探したり、デパートへも行っ
て買い物を楽しみました。セブに行っても「ピザハット」でピザを注文してみました。「日本で
も食べれるのに～」なんて思いながら（パクリ）う…うまい！パーティーでは２番目の孫の
バースデーで大きなケーキを皆で頂きました。通訳さん、ドライバーさん、スタッフの皆様、
今回もとても楽しい思い出ができました。ありがとうございました。感謝です。

パンダノン島は前回よりも綺麗な砂浜で感動！
今回もとても楽しい思い出ができました！

着いた当日にワニや大きなヘビを見学。乗馬とジップ
ライン、アスレチック、子供達も汗だくで楽しみました！

ワールドビッグフォーのスタッフの皆
様ありがとう！昨年１０月脳出血で倒れ
順天堂大学病院に緊急入院、１２月に
退院してから、まさか１年後に妻と海
外旅行に行けるとは思ってもおりませ
んでした。現地の立派な施設とスタッフ
のおもてなしのやさしい心に触れ、４
泊５日やすらぎの日々を送ることがで
きました。ありがとうございます。西川
さんと友達になれた事でワールドビッ
グフォーとのご縁もいただき、今では飲
み友達となり家族ぐるみのお付き合いをさせていただいており、入会後、妻が３回、娘が２
回と施設を自分たちの別荘のように使わせていただいております。豪華な木製彫刻や黒檀
の超ビッグなテーブル、イス、大きなリビングに座りそこから眺める海の景色は心を安らか
にさせて貰えます。５日間、部屋でのんびり過ごす事が多い日々でしたが、日本での疲れを
癒す旅行となりました。旅行中も西川さんからLINE等でお気遣いをいただき感謝しておりま
す。３０年ぶりのフィリピンでしたが様々な気付きも生まれ、「ワールドビッグフォー」は我々
家族に幸せをくれる会社だなと感じました。「Good Life」をありがとうございます！今後フィリ
ピンはアジアの一大リゾートになるだろうなと感じました。と同時に、この幸せを自分達だけ
にとどめずに多くの人達に伝えていけたらと思いました。ありがとうございました！

感動のセブ旅行

女５人三世代の旅です！２年前は３番目の孫がまだ小さかったので、
今回は記憶に残るようにと、いろいろ計画を立て出発しました！

「ワールドビッグフォー」は我々家族に幸せをくれる会社
だなと感じました。「Good Life」をありがとうございます！

退院後、初の海外旅行 ２回目、親、子、孫の旅

セブでバカンス
今回は母と共に子供を連れ５人でセブ

島へ行って来ました。２度目という事も

あって、今回は観光よりも“子供達が楽

しめる事”を重視で回ってきました。着

いた当日にワニや大きなヘビを見て回

り、次の日から乗馬とジップライン、アス

レチック、子供達も汗だくで楽しみまし

た。蝶が苦手な子供達でしたが、キレイ

な色の蝶には感動して自分から写真を

沢山撮っていました。そして、今回のパ

ンダノン島の海はものすごくキレイで最高でした！子供達は貝殻をたくさん拾って、痛いほ

ど日焼けもしてきました。一日遊び疲れた体も、たちまち元気になってしまうくらい美味しい

ものも沢山食べました。今回次女の誕生月という事もあり、ケーキも沢山頂きました。お土

産用に持って行った空のスーツケースもドライマンゴーなどのお土産でパンパンになって

帰って来ました。子供達にもとても良い思い出になりました。ドライバーさん、通訳さん、メ

イドさんには子供達の面倒を良く見て貰って助かりました。ありがとうございました。そして

ワールドビッグフォー様、素敵な旅を本当にありがとうございました。

退院後、初の海外旅行でしたので、５日間部屋での
んびり過ごして日本での疲れを癒す旅行となりました！

「人生二度目のセブ」今回は散歩した
り、絵を描いたりしながらのんびり母と
過ごそうと思い出発しました。早朝、成
田を出発。マクタン・セブ空港が美しく、
「わぁ、前回とこうも違う！」と感動しまし
た。外に出るとまた感激！以前お世話に
なったドライバーのフランシスさんと
初めて会う通訳のダイアナさんに迎え
られ、色々話を聞かせて頂きました。以
前セブへ来た時に私がフランシスさん
へ似顔絵を描いてプレゼントした事を
忘れずに覚えていてくれて嬉しかった
です。フランシスさんありがとう。さあ、
セブ旅行の始まりです！２人には沢山の場所を案内して頂きました。また、セブに着いた日
はインターネットのWi-Fiが繋がらず困っていたらすぐに手配してくれたり、ペソと円の換算
方法を教えてくれたりしてとても助かりました。ありがとうございました。今回は前回行く事
が出来なかったボホール島へ船に揺られ行きました。着いた先は自分の想像とは少し違っ
ていましたが、海の中で立派に育っている木々はとても神秘的で美しかったです。沢山の愛
くるしいターシャにも出会い、高い所で見たチョコレートヒルズの美しさに感動の連続でし
た。マンゴー工場にも行き、沢山のドライマンゴーをお土産に買いました。７Ｄマンゴー工
場では加工工程の映像があり、ドライマンゴーの包装をしているところが面白いなと感じま
した。こんなに良い体験をさせてもらい本当にありがとうございました。最後に一言。ジョリ
ビーかわいかった！ワールドビッグフォーの皆さん、ありがとうございました。また、行きま
す！

ボホール島では、海の中で立派に育っている木々、愛くるし
いターシャやチョコレートヒルズの美しさに感動の連続でした！

今回は“子供達が楽しめる事”を重視しました♪メイドさん達
とのコミュニケーションや貴重な体験をさせてあげれました！

以前お世話になったドライバーのフランシスさんと初めて会う通
訳のダイアナさんに迎えられ二度目のセブを満喫して来ました！

出発日９月２３日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　中川さん

出発日１０月６日（５泊６日）
会員歴１２年４ヵ月　佐藤さん

出発日９月２０日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　佐藤さん

出発日１０月６日（５泊６日）
会員歴１２年４ヵ月　小林さん
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今回はハネムーンで訪れました。私達
は結婚前に一度セブに訪れた事があ
るのですが、今回過ごした日々の体験
は知らなかったことだらけで、一緒に遊
んで下さった紹介者ご夫妻のお陰もあ
り、楽しさも２倍以上の旅でした。知ら
なかったことの一つ目はコーラルポイ
ントリゾートの大富豪の別荘。前回は
大手旅行会社で相談して決めた旅行
で、ホテルも最高ランク。何一つ不自由
なかったのですが、今回は比べ物にな
らない豪華さで日本での生活を忘れさ

せてくれました（パンフレットやＤＶＤの紹介では伝えきれません！）。二つ目はサポート。今
回は家族で１歳半の幼い子供との初めての海外旅行でもあり、食事など国内旅行より沢山
準備し、正直不安もありましたが、出発前に電話で旅行に関する確認と相談もでき安心しま
した。マクタン・セブ空港に着いてからは通訳兼ガイドのノバさん、運転手のベルナルドさ
んを始め、部屋でお世話をしてくれたメイドさん達も子供を嵐のように（笑）可愛がってくれ
たお陰で、幼い子供を連れても不安なく、むしろ国内旅行より快適に過ごしました。そんな
温かい皆さんに子供もすぐに懐きました。三つ目はサプライズパーティー。会社からのプレ
ゼントで帰国前に盛大なパーティーへご招待頂きました。だんだん盛り上がり食事も終る
頃に、私達をハネムーンのお祝いケーキで祝福。夫婦で一生思い出に残る素敵な夜となり
ました。その他、日本では出来ないことを沢山体験しました。近いうちにまた行こうと夫婦で
決めています。

幼い子供を連れても不安なく、むしろ
国内旅行より快適に過ごしました♪

セブ島に滞在した５日間では、アイランドホッピング、バナ
ナボートなどの海でのアクティビティが凄く楽しかったです！

行って来ました初めてのセブ島！楽しい
仲間と行ける事、綺麗な海やターシャ
に会える事も楽しみにしていました。今
回の旅行は、今まで私が経験していた
海外旅行とは違って非常に快適で、５
泊６日の旅で沢山の経験が出来まし
た。通訳さんとドライバーさんがいるの
で、行きたい所、食べたい物、買いたい
物などを伝えれば連れて行ってもらえ、
時間を有効に使う事が出来、ストレス
を感じる事無く過ごせました。到着初日
にお買物を済ませ、夜はフィリピン料理
を食べに行きました。雰囲気のある素
敵なお店で、お料理も美味しく日本人
好みの感じがしました。２日目の午前
中は施設内のプールと目の前の海に入
り、シュノーケリングやスタンドアップ・
パドルサーフィンを楽しみ、午後には遅れて到着してきた友人と合流し、市内観光をしまし
た。高台にあるお寺や教会などに行き、お買物をしてから韓国料理を食べました。「１日で
色々できるんだなぁ～」という感想でした。３日目、楽しみにしていたボホール島へターシャ
に会いに行ってきました。自然以外に何もない所かと思っていたら、以外と普通に街もあり
ました。ランチはディズニーランドのジャングルクルーズの様な雰囲気の船に乗って、川下り
をしながらのバイキングを楽しみました。そして意外に楽しかったのが蝶々の博物館のよう
な施設。そこのガイドさんがとても面白く、楽しい写真を沢山撮ってもらいながら爆笑しっぱ
なしでした。４日目には貸し切りの船でのＢＢＱと海洋保護地区でのシュノーケリング。綺
麗なお魚を沢山見る事が出来ました。ＢＢＱもメイドさんが全て準備してくれるので快適だ
し、仲間と海の上で食べるお料理は最高でした！帰国前夜にはメイドさんや通訳さん、ドライ
バーさん皆でパーティーをして盛り上がりました。生バンドの演奏もあり全員でダンスしてと
ても楽しかったです。あっという間のセブ旅行でしたが、とっても楽しかったので「また来年
来るね」とメイドさん達に約束して帰って来ました。ワールドビッグフォーに感謝です。また
来年必ず行きまーす！

初めてのセブ島！！

会社からパーティーをプレゼントして頂き、
一生思い出に残る素敵な夜となりました！

想像以上に楽しかった蝶々の博物館では、
ガイドさんが面白く爆笑しっぱなしでした！

初めてのセブ ハネムーンinセブ

初めてのセブ島家族旅行
旅行当日は朝４時３０分に成田空港ま
で車で出発。チョット不安がある中、マ
クタン・セブ国際空港に到着し、外へ出
ると東南アジア特有の暑さを感じまし
た。直ぐに通訳のノバさん、運転手のア
ルネルさんが出迎えて下さいました。
子供達も日本とは違って見える風景に
少し緊張しながらコーラルポイントリ
ゾートに到着。家族旅行で何度か他の
国に行ったことはありますが、比べ物に
ならないぐらいのお部屋と待遇の良さ
に“ビックリ”が止まりませんでした。子

供達も大興奮で、スペシャル・ビラの前にあるプールに飛び込んでいました。メイドさんの
お二人も凄く気を配って下さり、毎日美味しい朝食を用意して下さいました。ランドリーやお
掃除も子供達のお世話まで完璧にこなしてくれました。セブ島に滞在した５日間では、アイ
ランドホッピング、バナナボートなどの海でのアクティビティが凄く楽しかったです。８歳と
４歳の息子たちも、毎日本当に楽しそうに遊んでいました。最終日前夜にはパーティーにも
参加させていただき、私達家族にとって初めての経験でしたが、ダンスをしたり歌をうたっ
たり、お祝いでケーキをプレゼントして頂いたりと、あっという間の楽しい時間でした。最終
日の朝は２人の息子が「帰りたくな～い、あと１０日居たい」と名残惜しい様子でした。最初
に思っていた事が吹き飛ぶぐらい、想像を遥かに超える素晴らしい旅行になりました。また
皆さんに会いに行きたいと思っています。ありがとうございました。

ロボック川の原住民の女の子が飼っている綺
麗なトカゲ。可愛くて持って帰りたくなりました！

楽しみにしていたセブ島に行って来ま
した。仕事の都合で友人達よりも１日
遅れの一人の出発でしたが、現地空港
にスタッフの方が迎えて下さるというこ
とで安心して向かう事が出来ました。上
空からは、セブの小さな島々が見えて
ワクワクしながら降り立ちました。空港
も新しくなっていてとても綺麗でした。
早速、セブ島をドライブしていただき、
寺院や教会、大きな市場、大型のショッ
ピングモール等に行きました。人も車
も多く、近代化した建物もあって、思っ
ていた何倍もセブは都会でした。翌日
はボホール島観光をし、念願のターシャも見れ、あんなに小さいお猿さんを見たのは初め
てで可愛かったです。他にもロボック川でランチクルーズやチョコレートヒルズ、蝶のアトラ
クション？移動距離は長かったですが、とても楽しい観光でした。翌日は、貸切のバンカー
ボートに乗り、ナルスアンに向かいました。海には沢山の熱帯魚がいて、シュノーケリングで
熱帯魚を見たい！という念願が叶い楽しかったです！！船上ＢＢＱ美味しかったです！最終日
前夜はパーティーで生バンドあり、ダンスありと明るいスタッフの皆様と楽しませていただ
きました！スタッフの皆様ありがとうございました！またマッサージが日本よりも格安で毎日
通い身体も癒されました。滞在中はお天気にも恵まれ、海外での言葉の壁や移動手段など
のストレスも無く、ゴージャスな施設、かわいいメイドさんまでついてくれて、贅沢な旅がで
きたことに感謝します。また、セブ島に行けることを楽しみにしています！！

シュノーケリングで見た熱帯魚を釣っ
ちゃいました。この日一番の大物です。

子供達も大興奮の毎日♪想像を遥かに超える素晴らしい旅
行になりました！また皆さんに会いに行きたいと思っています！

シュノーケリングで熱帯魚を見たい！
という念願が叶い楽しかったです！！

出発日１０月１２日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　山内さん

出発日１０月１３日（６泊７日）
会員歴１年４ヵ月　山本さん

出発日１０月１１日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　矢島さん

出発日１１月９日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　石綿さん
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今回私は５回目のセブ旅行をしてきま
した。セブ旅行も５回も行くと、行く所
や体験する事がなくなりそうですが、セ
ブには様々な魅力があり、今回も十分
に満足できる旅行になりました。セブ
に行って驚いたことが一つあります。そ
れは街全体が以前に比べて整備され
ていたことです。空港がきれいになり、
交通事情が良くなかった道路の工事が
終ってきれいに整備されていました。
それは、かつて日本が高度経済成長の
時代に都市が整備されていったのと重
なりました。セブ島は今後、観光地とし

て更に人気になることでしょう。今回体験したのは、これまでやったことのなかった乗馬。海
の綺麗なセブに来ているのにという思いはありましたが、パラセーリングや水中散歩など
のアクティビティーは体験していましたし、日本で馬に乗る機会も滅多になかったので挑戦
してみました。やってみて分かったのは、馬に乗って真っ直ぐに体を保つのは思いの外大変
だということ。長時間乗ったわけではありませんが、普段使わない筋肉を使い疲れました。
滞在中に必ず行きたいのはやっぱりマッサージ！日本では考えられない破格値で気持ちい
い時間を過ごす事ができます。薄暗い中でお香の匂いがする空間で受けるマッサージは日
常の疲れを取り、癒しの時間を過ごす事ができます。今回も滞在中に通訳さん、ドライバー
さん、メイドさんに気持ちよく接して頂きました。毎回思い出が多い旅行になるのも、現地
でお世話になるスタッフのサポート体制がしっかり整っているからです。この場をお借りし
てお礼申し上げます。

日本で馬に乗る機会も滅多になかったので挑戦してみ
ました！真っ直ぐに体を保つのは思いの外大変でした！

５日間、気心の知れた友人とやさしい通訳さん、ドライバ
ーさん、メイドさんに囲まれ夢の様な楽しい時間でした！

今回、妻の強引な誘いに推し進められ、
初めてのセブ旅行へ行って来ました。
行く前は躊躇していたセブ旅行でした
が、帰りの飛行機では既にセブロスに
なっていました。マクタン、セブ市内共
に、目に入る人、物全てが衝撃的かつ
躍動感溢れる光景でした。３泊４日の
短い旅でしたので、あらゆる箇所を多
少過密スケジュールでの計画となりま
したが、通訳さん、ドライバーさんには
大変お世話になりました。また、計画変
更等にもスピーディーに対応して頂き
ありがとうございました。また、今回私が体験してお勧めしたいのが、オスロブ島でジンベエ
ザメと一緒に泳ぐオプションです。現地までドライバーさんの運転ですし、受付等は通訳さ
んにお任せなので安心です。泳ぎの苦手な私でもライフジャケット着用なので問題なし。触
れるくらいの距離まで近づいてくるジンベエザメがなんとも可愛らしかったです。マリンアク
ティビティーを経験済みの方には是非体験してもらいたいです。またカワサン滝をセットに
しても半日で終了。ランチはバディアンゴルフリゾートで日本食をいただき、ディナーはシー
フードグリルやフィリピン料理も堪能し別腹のハロハロも美味しかったです。次回は長期の
休暇で訪れたいものです。私にとって、マッサージも初体験でしたが、疲れを感じずに過ご
せたのもマッサージ効果だったのかも知れません。

贅沢な時間に心も身体もリフレッシュ

毎回思い出多い旅行になるのも、スタッフのサポート
のお陰です！この場をお借りしてお礼申し上げます♪

カワサン滝のマイナスイオンを浴びリフレッシュ！ 今回セブでマッサージ
も初体験で癒されました！次回は長期の休暇で訪れたいものです♪

楽しかったセブ旅行 美しく変わりゆく街並み、様々な魅力があるセブ

変わるセブ
今回２度目のセブ旅行。前回は６年
前、その頃は街で信号を見かける事も
なく、道も今より悪かった様に思いま
す。今回新しいショッピングモールへも
行き、コーラルポイントリゾートの近く
にはシェラトンホテルも建設中。これか
らどんどん変わり発展していくのでしょ
う。食事はフィリピン料理を２回、スペ
イン料理、中華料理を頂きました。中で
もＳＭショッピングモール２階のフィリ
ピン料理はリーズナブルで味も最高で
した。マッサージもとても良かった。１
時間のツボマッサージで日本円で８０

０円くらい、チップを入れても千円くらいでした。それとスーパーマーケットの買い物が面白
かったです。日本にはない食材や南国フルーツがいっぱいで、日本のカップヌードルもあり
ました。マンゴスチンとグヤバノが美味しかった。おみやげもドライマンゴーも良いのです
が、今はグヤバノも人気の様です。私は買ってこなかったのですが、粉のマンゴーも濃厚で
美味しいみたいです。この５日間、気心の知れた友人とやさしい通訳さん、ドライバーさん、
メイドさんに囲まれ夢の様な楽しい時間を過ごす事が出来ました。本当にありがとうござい
ました。ボホール島に出かける朝、持たせてくれたサンドイッチ、美味しかったです。ありが
とう、また行きたいと思います。ワールドビッグフォー本部事務局の方もいろいろとありがと
うございました。これからもよろしくお願いします。

オスロブでは、触れるくらいの距離まで近づいてくるジンベエザメに感動！
泳ぎの苦手な私でもライフジャケット着用なので問題なしでした！

４泊５日の日程で、初対面の方も含め
て６人で成田空港を出発しました。日
頃忙しい日々を過ごしている私にとっ
て、今回は優雅でのんびりした旅行で
した。マクタン・セブ国際空港は、昨年
７月に新ターミナルが開港され、免税
店なども充実してとても綺麗になって
いました。コーラルポイントリゾートに
は何度も訪れていますが、毎回スタッ
フにお世話になり、いつも美味しいマ
ンゴージュースを楽しみにしています。
今回は初めてセブを訪れた方が多かっ
たので、今まで行って良かった所、楽し
かった事を紹介してセブ旅行を満足してもらえるようスケジュールを話し合いました。市内
観光をする中で、道路の渋滞が激しくなった事、ラプラプ、マゼラン記念碑の公園がキレイに
なったことなど都市化されてきていると感じました。マリンスポーツでは、シーウォーカー、パ
ラセーリングを楽しみました。また乗馬等、それぞれがやりたい事をして満足したようです。
島でのバーベキューは、地元でとれた貝を購入して、ビールを飲みながら美味しく頂きまし
た。セブで欠かせないのがマッサージ！！ドライ、オイルと毎日行い、日本では経験できない
贅沢な時間に心も身体もリフレッシュできました。毎朝メイドさんが用意して下さるフレッ
シュジュースとサラダの食事はとっても美味しかったです。通訳さん、ドライバーさん、スタッ
フの皆さんには大変お世話になりました。お陰様で楽しい時間を過ごす事ができました。あ
りがとうございました。

今回は初めてセブを訪れた方が多かったので、今まで行って
良かった所、楽しかった事をまとめて皆でセブを満喫しました！

６年振りに訪れ、どんどん発展しているセブには驚きました！ フィリ
ピン料理等のグルメは変わらずリーズナブルで味も最高でした♪

セブは道路事情も変わり都市化されてきていると感じました！
ラプラプ、マゼラン記念碑の公園もキレイになってました♪

出発日１１月９日（４泊５日）
会員歴４年７ヵ月　山浦さん

出発日１１月９日（４泊５日）
会員歴４年４ヵ月　秋森さん

出発日１０月５日（３泊４日）
会員歴２年１１ヵ月　高橋さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴１５年　齋藤さん
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