
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
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ごあいさつ
人生観も変わる至福の楽園、セブ島ワールドビッグフォーリゾートへ。

南国の大自然が持て成す心地良い環境は、私達の健康長寿にも繫がる笑顔が溢れる
充実したひとときをお届け致します。１年を通して温暖で優しい気候は、老若男女を問わず
お楽しみ頂くこともでき、ご家族やご友人との心に残る最高の思い出づくりとしても大変お喜び
頂いております。近年、旅行ＴＶ番組等で取り上げられ知名度も高くなりましたセブ島、豊富な
自然環境は海外旅行者から絶大なる人気を誇り、安定した治安は今後の観光集客数も増加
していくこととなるでしょう。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！笑顔に満たされた
元気なセカンドライフを存分に楽しめる人生観も変わる優雅な人生設計にお役立て下さい。

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

カモテス海に浮かぶ秘境の島「ワールドビッグフォー・カモテスリゾート」

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！東京オリンピック開催を控え、世界的なコミュニケーショ
ンの場が広がりつつある昨今、英語を公用語とするフィリピンでは、語学留学や企業の海外研修先としてコスト面
と内容両面に優れ、休日にはリゾート気分を同時に味わえる素晴らしい環境が魅力です。そんな（安さ）、（近さ）、
（利便性）と三拍子揃う、フィリピン・セブ島をどこよりも満喫できるワールドビッグフォー・究極のリゾートで、ご家
族・ご友人との大切な思い出の時をお過ごし下さい。ご予約は３６０日前から可能です。ご旅行を計画される際
は出発日より４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期でのご予約をお勧め致します。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

（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３０年３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

０４／０１～０４／３０ ￥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

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

＜編集後記＞

人生観が変わる究極のリゾート！
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はじめての海外旅行ということで期待
を胸に出発しました。マクタン・セブ空
港に通訳さんが迎えに来て下さってい
て、そのままコーラルポイントリゾート
へ。メイドさんが迎えて下さり、まずビ
ックリしたのが部屋の広さとその景色
でした。通訳さんと旅行中のプランを
相談して、１日目はトップスで夜景を見
てその後、初めてのフィリピン料理。新
鮮な海老やホタテが美味しかったで
す。２日目はボホール島へ渡り、めがね
猿（ターシャ）を見てロボック川を船に

乗ってランチ。その後はチョコレートヒルズ、血盟記念碑、蝶々を見て、現地の食材をふんだ
んに使ったビュッフェや自然を堪能することができました。３日目はセレナでマリンスポー
ツ、パラセーリングを体験。空に舞い上がって気分爽快！その後はアヤラショッピングモール
でショッピング、モアエステでオイルマッサージ。４日目はパンダノン島で海に入りサンゴや
貝を拾い、おもてなしのＢＢＱ、夕方はシューマートでディナーをいただきました。常に通
訳さん、ドライバーさんがついていて下さったので不自由が無く、買い物の時は特に言葉が
分からないので、有り難さを実感しました。メイドさん達も朝食の準備や掃除、洗濯など身
の回りの事をして下さったのでとても有難かったです。青い空に青い海、物価が安くご飯も
美味しい。今回の旅は本当に満足で、しっかり充電出来ました。ありがとうございました。

ボホール島へ渡り、めがね猿（ターシャ）
をみてロボック川を船に乗ってランチ！

会社のパンフレットに載っていたコーラル
ポイントリゾートのプールでも泳ぎました！

青い空と青い海を見たくて、初めてセ
ブ島に母と二人旅！フィリピン初体験な
ので不安な部分もありましたが、行って
みたらすごく楽しい！物価も安いのでお
得感満載の大満足の旅でした！セブに
到着するなり陽気な奥様っぽい通訳の
シャローンさんに出迎えして頂き、早速
エステへ。足先のマッサージから顔の
泥パックまで、全身に約３時間にも及
ぶ丁寧な施術をして頂き、気分はもう
バカンス！初セブ島を隅々まで満喫した
いと、そのままの足でニューハーフショ
ーへ！ニューハーフとは思えない程の美貌にうっとりし、その後、旅の最大の楽しみだったコ
ーラルポイントリゾートへ。想像以上に優雅で綺麗なお部屋に驚愕し、メイドさん達もとて
も愛嬌があり、可愛くて優しくてしかも気が利いていて、もうすっかりセレブ気分！朝になる
と、とても豪華でバランスの良い朝ご飯を用意して下さり、日本ではなかなか食べられない
マンゴーやとても濃厚なバナナを使ったフレッシュジュースが私のお気に入りでした。マリ
ンスポーツでは通訳さんが常に付き添ってくれていたので、泳ぎが得意ではない私も、たく
さんの綺麗な魚に触れ大興奮！ボホール島ではターシャを見る事ができたり、アイランドホ
ッピングではシュノーケリングもでき、こんなに至れり尽くせりな旅は初めてで、通訳さんは
勿論、ドライバーさんやメイドさん方には、到底感謝してもしきれないです。本当にありがと
うございました！

私のセブ

青い空に青い海を満喫♪今回の旅は
本当に満足で、しっかり充電出来ました！

至れり尽くせりな母とのゼブ島旅行
でした♪感謝してもしきれないです！

お得感満載の大満足な旅！ はじめての海外旅行

セブ楽しんじゃいました
ワールドビッグフォーに入会しました
が、どんな会社？「セブ島に行ったらわ
かるかも」と、疑いの目で娘を誘ってセ
ブ島へ。宿泊の費用は気にしなくて良
いので、その分と思い飛行機はビジネ
スクラスで出掛けました。宿泊のコーラ
ルポイントリゾートのドアを開けたとた
ん、息を飲む程の広さと豪華さに驚き、
王様が暮らせそう。でも飛行場からの
道のり、廻りはとても貧しい国なんだと
沈んだ気持ちになりましたが、娘に「私
達観光客が来てくれれば、この国の人
達の暮しが少しずつ良くなるのだから

楽しもう」と言われ元気を取り戻し、未定だった明日からの予定を通訳さんに手伝ってもら
い決めました。先ずは雑誌に載っていたボホール島のチョコレートヒルズ、世界一小さな猿
ターシャを見に行く事に。何と不思議な山の風景！素晴らしいです。娘はターシャが可愛いと
連呼です。そして翌日、この年でも一度は夢見たパラセーリング、台風の合間の急に晴れた
ところをスタッフの方が呼びに来て下さりチャレンジできました。天に昇りました！娘と同い
年になってキャーキャーと楽しみました。又、会社のパンフレットに載っていたコーラルポイ
ントリゾートのプールでも泳ぎ、来た時の不安などスタッフの手厚い対応などで、すっかり
なくなってしまいました。そして最終日前夜、会社側よりレストランでの晩餐。たった２人の
為にこの気遣い。ダブルで不安解消です。こんな素敵な会社が有るの？・・・・・・・アリでした。
ワールドビッグフォーの皆様、充分セブ旅行を満喫しました。ありがとうございました。

マンゴーやとても濃厚なバナナを使った
フレッシュジュースが私のお気に入りでした

行って来ました！１０年ぶりの海外旅
行、それがセブ島。成田空港を発ってセ
ブに到着すると空港で出迎えてくれた
通訳兼ガイドのシャローンさん。先発
隊と後発隊を合わせて７名です。夜は
ロマンチックなレストランでディナー。
朝、目覚めるとそこには一面に広がる
海、そして眩い光を放つ朝日に感動。と
にかくその美しさに同室者を起こして
しまう程でした。生演奏の音楽とダンス
に酔いしれ、ショッピングにエステと心
も身体も癒され続け、Amazing showで
は舞台に上がらせて頂いて、美しい方 と々一緒に踊りました。ボホール島で見たターシャは
本当に可愛らしくて、５匹も見る事が出来たのは幸運だったと思います。一番楽しみにして
いたアクティビティーのシーウォーカーは、金魚鉢をひっくり返した様なヘルメットを被って
海に入るのですが、中に水が入ってこない為、ちゃんと息が出来、歩いて行くと直ぐ近くでお
魚達を見る事が出来て、夢の様な世界を感じられました。セブに来て２度目のエステはハー
ブボールを使ったマッサージ、病みつきになりそうなくらい気持ち良かった。観光最終日は
スペシャルビラを満喫後、ラプラプ公園の見学。皆で購入したお揃いのブレスレットも良い
思い出となりました。目まぐるしくも刺激的でゆっくり癒された私のセブ旅行もあっという間
に帰国の時を迎えてしまいましたが、まだまだ体験したい事が沢山あり、また来たい！と思い
ます。

一番楽しみにしていたシーウォーカー♪
夢の様な世界を感じられました！

最初は理解できず疑いの目で参加
したセブ旅行。不安解消できました！！

目まぐるしくも刺激的でゆっくり
癒された、私のセブ旅行でした！

出発日９月９日（６泊７日）
会員歴１年　渡辺さん

出発日９月２４日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　村越さん

出発日９月６日（５泊６日）
会員歴１年６ヵ月　小林さん

出発日１０月１２日（３泊４日）
会員歴１年４ヵ月　村上さん
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今年２月に主人が一人でセブに行き、

とても良い気分で帰って来ました。その

アルバムを友人が見て、今回一緒に行

く事になりました。一組はご主人様と、

もう一組みはお孫さんとで計６名で

す。紹介者ご夫妻とそのお母様とご友

人が広島から合流。総勢１０名のグル

ープになり、楽しい日々を過ごしまし

た。ドライバーさんの運転で市街に行

き、通訳のシャローンさんの案内でマンゴー工場に行きおみやげを買い、デパートでココナ

ッツ石鹸を買いました。全身エステにも行き、肌がスベスベになりました。パンダノン島での

バーベキュー、水上レストランでフィリピン料理、スペイン料理、中華料理、イタリアン料理、

ニューハーフショーと楽しい毎日でした。最後の夜のパーティーでは、私のバースデーケー

キが運ばれて来てびっくり！！皆様に祝って頂きました。紹介者の計らいで沢山楽しめ本当に

有難う御座いました。今回、ご一緒させて頂いたお友達、スタッフの皆様、ドライバーさん、

通訳さん、大変お世話になり感謝です。

水上レストランでお友達と楽しいお食事、
この後、綺麗な夕焼けも見れました！

ベランダからの風景は、目が覚めるくらい美し
く、いつまでも眺めていたいと思う程です♪

今回は１０年振り、２度目のセブ旅行。
長男一家、親戚、総勢７名の家族旅行
です。私以外は、皆初めてのセブです。
宿泊施設は孫達がいつでも泳げるよう
にと、専用プールのあるスペシャルビラ
に部屋を用意して頂きました。１日目
はシーフードレストランで海鮮料理を
堪能。女性陣は深夜までエステ。２日目
はアイランドホッピング、シュノーケリ
ング、白い砂浜で昼食のバイキング。翌
日、１年生の孫とママが帰国する予定
でしたので、この夜前倒しでFarewell パーティーをやって頂き、全員でメイドさんやスタッフ
の皆さんのキレッキレのダンスに混じって踊り、大興奮のひと時を過ごす事が出来ました。
翌日３日目の早朝、親戚お二人が急遽帰国せざるを得なくなり、通訳さんの機敏な行動によ
り、無事８時の便に間に合うことが出来ました。４日目は残った３人で早朝５時半に出発。
フェリーで２時間、ボホール島に渡りました。Loboc Riverの船上レストランでバイキング。ま
た、１７７６個のサンゴの山が隆起して出来たというChocolate Hillsは絶景でした。１０年
前と違い、セブの目覚しい発展で、道路は常に渋滞、移動に時間がかかったのが少し残念で
したが、何処へ行くにもタクシーの心配もなく、スタッフの皆様には大変お世話になりまし
た。今度はパラセーリングとゴルフを体験したいと思います。

初めてのセブ島

バースデーケーキが運ばれてきて！！
皆さん祝ってくれてありがとうございます！

船上レストランでバイキング♪サンゴの山が隆起
して出来たというChocolate Hillsは絶景でした！

１０年振りのセブ セブ島でバースデー

至れり尽くせりの本物のリゾート
今回の旅は、妻より強く誘われ
て参加させて頂きました。多く
の事を体験させて頂きました。
まさに至れり尽くせりのリゾー
ト旅行になりました。始めにハ
ード面、コーラルポイントリゾー
トの立地と自然環境について。
大きな樹木に囲まれて、海のす
ぐ側の建物と庭園。広い庭園は
ゴミ一つ落ちていないほど手入れ
が行き届いている状態です。人気
の海水プールをはじめ、大小の
プール４つ、ジャグジーまであ

ります。A棟６階の眺めは、目が覚めるくらい本当に美しく、素晴らしい庭園
を望めます。A棟６階の客室、ラウンジはピカピカに磨かれた床が非常に
清潔で、常に心地良いやさしい風もあり、過ごし易かったです。ベランダか
らの風景は、海の美しさをいつまでも眺めていたいと思う程です。ソフト
面ではスタッフのメイド、通訳、ドライバー皆様方の接遇は本当にすばらし
かったです。いつも迎えてくれた笑顔に癒やされました。１００％の人が、ま
た来たいと思うことでしょう。温かく接して頂いた事を本当に感謝致しま
す。心より御礼申し上げます。ワールドビッグフォーは、ハード面、ソフト
面共に十分に充実した貴重な時間と喜びと幸せを提供することをモット
ーにしていることが、よく認識できました。最後に、パンダノン島の白い砂
の海で至福の時間を味わったことが最大の思い出です。

１０年振り、２度目のセブ旅行！ 長男一家、
親戚、総勢７名の家族旅行を満喫しました♪

初めてのセブ島、友人の誘いで７泊８

日のセブ旅行に参加させてもらいまし

た。飛行機からセブ島を見た感想はと

ても美しい眺めでした。セブに到着後、

専属の通訳さん、ドライバーさんには

最後まで面倒を見て頂き、また、お世話

をして頂いたメイドさんは本当に親切

で、何処に行くにも一緒に行動して頂

き有難う御座いました。マリンスポーツ

では友人とバナナボートに乗り、ひっく

り返りそうになりキャーキャー叫び回りとても楽しかったです。パラセーリングは少し怖かっ

たけど、３６０度見渡せる空から見た青い海、島々がとてもきれいでした。さらにシーウォー

カーで海に潜ると足が地に着かず怖い思いをしましたが、スタッフの方に誘導して頂き、安

心して海の魚達の景色を堪能することができました。朝食でのマンゴー、バナナ、パイン。野

菜もたっぷりで美味しかったです。また初めて見たニューハーフショーは楽しいだけでなく、

とても感動しました！当初、７泊８日のセブ島旅行は長いと思っていましたが、あっという間

に時間が過ぎ、本当に楽しい日々でした。ワールドビッグフォーの関係者のお陰で素晴らし

い経験、体験が出来た事に感謝します。また機会があればセブ旅行に参加したいと思いま

す。ありがとうございました。

友人とバナナボートに乗り、ひっくり返りそうにな
りキャーキャー叫び回りとても楽しかったです♪

パンダノン島の白い砂の海で至福の時間を味
わった事が最大の思い出です。温かい海でした！

初めて見たニューハーフショーは楽
しいだけでなく、とても感動しました！

出発日１２月６日（７泊８日）
会員歴２年１ヵ月　山本さん

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴１年６ヵ月　森田さん

出発日１１月１０日（４泊５日）
会員歴１２年９ヵ月　荻野さん

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　川瀬さん
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１２月真冬並みの寒さに成田を出発、
大好きな４人の仲間とワクワク、ドキド
キ、初めてのセブ島に来ました。世界の
大富豪の別荘、コーラルポイントリゾー
トの朝。テラスから眺める日の出、大海
原の景観、緑の木々、咲き乱れる南国
の花々、メインプール、海水プール、専
用の船着場、庭園をお掃除して下さる
方々、敷地内は警備員が常駐しており、
門は出入りをチェックされ、安心安全が
守られていた。朝食は新鮮な果物ジュ
ース、マンゴーやパイナップルのカット
も教えて貰いました。食欲の無い時に

食べたお粥と梅干の美味しさ、あの感激は忘れられません。ありがとうございました。市内
観光やショッピングモール、外食の案内など、ドライバーさん、通訳さんの情報量に感謝で
す。シーウォーカーは泳げなくても顔も髪も濡れないまま簡単に海底の世界を楽しめると
いう事で、ハシゴで深さ５メートルの海の中に降りていく。専用ヘルメットをかぶり、インス
トラクターの助けを借りて、色鮮やかな熱帯魚の群れに入る。手で捕まえられそうなほどの
距離で魚達に囲まれ、海の中って楽しい～！島巡りでは、バーベキューの食材等をスタッフ
の方が船に積み込むと、海風に吹かれながら白い砂浜のパンダノン島に到着しました。お
昼を食べている内に風も強くなり、波も高く激しくなる。船に乗るのに皆ずぶ濡れ状態で、帰
りの船は揺れ、水飛沫がかかる。台風の影響で大荒れでしたが、無事に帰ることが出来まし
た。今回４泊５日の旅でしたが、ドライバーさん、通訳さん、メイドさん他、皆様に大変お世
話になり、ありがとうございました。

シーウォーカーは泳げなくても顔も髪も濡れないまま簡単に
海底世界を楽しめるという事で挑戦♪海の中って楽しい～！

充実した毎日を過ごす事ができました！ フィリピ
ン料理なども頂き朝から晩まで楽しめました♪

平成29年７月末、ワールドビッグフォー
を知りました。セブ島旅行の事も聞き、
私の中では海外旅行はもう行くつもり
はなかったので、聞き流していました。
でも時間が過ぎるにつれて、リゾート施
設の写真や、会報の体験記を見たり、読
んだりする内に私でも行けるような気
になり、お友達の話に乗り、行ってみよ
うと決心しました。それから旅行マニュ
アルが届き読んでいるうちに、そのマ
ニュアルの分かりやすさに惹かれて、セ
ブ島旅行に行く決心が更に強くなりま
した。孫にセブ島旅行の話をしたら、是
非行きたいとの事。まだまだ先だと思っていましたが、１０月、１１月、１２月と過ぎ、１２月
６日の夜中１時１５分のバスに乗り、３時３０分に成田空港到着。お友達との集合時間は
７時。待ち時間３時間３０分は長いと思いましたが、久しぶりの孫との話も弾み、短くも感じ
ました。朝７時にお友達と合流し安心。成田空港を出発、セブ・マクタン国際空港到着。お迎
えに来て下さったドライバーさん、通訳さんの笑顔がとても素敵でした。コーラルポイントリ
ゾートに到着し、メイドさん達の笑顔に疲れも取れ、夜はゆっくりと休む事が出来ました。朝
目が覚めると、見渡す限りの青い海、やっぱり思いきって来て良かったと心から思いました。
毎日毎日が夢の様でした。エステに買い物、観光、食事、海水プールで泳いだり、楽しい時間
が過ぎてしまいました。このセブ島旅行でお友達の大切さ、そしてワールドビッグフォーの皆
様に心から感謝しております。孫共々お世話になりました。ありがとうございました。

大好きなセブ島

大好きな４人の仲間とワクワク、ドキドキ、４泊５日、
初めてのセブ島を満喫することができました♪

孫とお買い物、日本で待っている
孫へのおみやげもゲットしました！

初めての海外孫とセブ島旅行 初めてのセブ島

念願の新婚旅行
結婚して１年半、念願の新婚旅行として

セブ旅行ができました。夫婦２人での

海外旅行は初めてだったので、いろい

ろ不安な事もあったのですが、マクタ

ン・セブ空港で出迎えてくれた通訳のダ

イアナさんとドライバーさんが優しく丁

寧に案内してくれ、私達の日本語や、つ

たない英語を聞き取ってくれて大変助

かりました。私達が提案した観光スケジ

ュールだけでなく、時間が空くからここ

に行ってみてはどうかと通訳さんがアドバイスをくれたお陰で、無駄な時間を過ごす事無

く、充実した毎日を過ごす事ができました。宿泊したコーラルポイントリゾートはとてもきれ

いで、初日に到着した際はたくさんのメイドさんが歓迎してくれてとても嬉しかったです。毎

日朝食を作ってくれた２人のメイドさんにも大変感謝しています。プールでゆっくりする時

間も過ごせて快適でした。パラセーリング、動物園、アメージングショー、マッサージ、フィリ

ピン料理など毎日朝から晩まで楽しめ、ラプラプ公園やデパートではお土産も買う事がで

きました。悔いの無いセブ旅行となり、大切な思い出となりました。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。

エステに買い物、観光、食事、海水プール
で泳いだり、夢のような楽しい時間でした！

今年２回目のセブ島旅行が実現しまし
た。前回の家族で参加した時の写真で
興味を持たれた大好きなお友達に、究
極の旅行をご案内することができ嬉し
いです。台風の影響で雨降りでしたが、
ショッピングやエステなどに時間を使
え、充分に楽しむことができました。通
訳のノバちゃん、ドライバーのベルさん
には本当にお世話になり、有意義な時
間が共有でき感謝の気持ちでいっぱい
です。可愛いメイドさんにパイナップル
のカッティングも伝授して貰い、本当にアットホームで自由なスケジュールで楽しむ事が出
来ました。幸運な私達は、スリルいっぱいのシーウォーカーや島巡りでパンダノン島も満喫
でき、子供に返った様に大はしゃぎでした。安心して心から楽しむことができる旅行に参加し
て、人生観が変わりました。まるで家族に会いに行くような感覚で、別れが辛い気持ちになる
程に、スタッフの皆さんと仲良くなれるご縁に感謝の気持ちでいっぱいです。次回は、家族と
妹達と行く事が決まっています。年に２～３度訪れるライフスタイルになる予感がしてきま
した。大切な人達と至福の時間を過ごせることもワールドビッグフォーとの出会いのお陰で
す。日本のスタッフの皆さんの愛あるサポートも頂き、美味しく良いお店にも行く事ができ、
笑顔の絶えない思い出ができました。ありがとうございました。

別れが辛い程、スタッフさんと有意義な時間
が共有でき感謝の気持ちでいっぱいです！

念願の新婚旅行としてセブ旅行が実現♪悔いの
無いセブ旅行となり、大切な思い出となりました！

今回も自由なスケジュールで楽しむ事が出来ました！ 年に
２～３度訪れるライフスタイルになる予感がしてきました♪

出発日１２月１４日（４泊５日）
会員歴６年８ヵ月　小谷さん

出発日１２月１４日（４泊５日）
会員歴１年　大塚さん

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　須永さん

出発日８月６日（４泊５日）
会員歴１１年９ヵ月　長滝さん
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だいぶ先のことだと思っていたのに、
その日（セブ島旅立ちの日）は突然やっ
て来ました。マクタン・セブ国際空港に
順調に到着したので、出迎えの通訳さ
んの姿がまだありませんでした。１０
分間ほど待ち、諦めてタクシーでコーラ
ルポイントリゾートへ向かおうとしたら
通訳の「ミッシェル」さんの姿が見えた
のでホッとしました。まさに地獄で仏に
会ったような気分でした。途中で日本
円からフィリピンペソに両替して、コー
ラルポイントリゾートへと向かいまし

た。たった一人の私を大勢のメイドさん達が迎えてくれたので大変感動しました。サンキュ
ウ・ベリーマッチ！今回お世話になったのは、Ａ棟１階の超豪華な部屋で８日間、リッチな
気分で快適に過ごすことが出来ました。日本の美味しいお米を食べてもらいたいと思って、
魚沼産コシヒカリ３ｋｇを用意して、ドライバーのベルナルドさん、通訳さん、メイド長のア
イリーンさん、部屋付メイドのエンジェルさんとクリフトジニーさん、その他ゲストのいない
メイドさん達総勢約１０人の皆さんから、大変美味しいと言って食べてもらえたので、私も
嬉しかったです。毎日、海水プールで泳いだり、マッサージをしてもらったりして幸せの頂上
を平衡移動している気分でした。セブ島で初めて経験したディスコやカラオケetc...夢心地
でした。本当に楽しいセブ島旅行をプレゼントして頂いたワールドビッグフォーの行方会長
さんやスタッフの皆様に感謝申し上げます。

外食も美味しいけど、準備して持って行っ
た魚沼産コシヒカリは皆から喜ばれました♪

今回も楽しく過ごさせて頂きました！ ワールド
ビッグフォーにご縁させていただいたお陰です！

秋になりかけた夏の終わりに、私達夫
婦はセブ島に行く事になりました。行く
前に色々調べたり、セブに行った事の
ある友人から情報を得たりして、いざセ
ブ島へＧＯ！空港に着いて右も左も分
からず、人の流れに身を任せて歩いて
行くと出口付近で妻の名前を書いたパ
ネルを持った通訳さんと運転手さんに
出会いました。この時ばかりは、お二人
が神様に見えました（笑）。初日のディナ
ーは地元料理で、オーダーした物全て
が美味しく、一夜にしてセブの虜になっ
てしまいました（私は食い道楽なの
だ！）。次の日は友人からのギターファクトリーが数十軒あるとの情報を元に街に繰り出しま
した。月に１～２回ライブを演っている私達夫婦としては絶対行きたい場所でした。お店に
着くと！なんと！その場でギターを作って販売をしているではないか！マンドリンやウクレレ等
も音色が良く、しかも安価！数軒回って遂に恋人に出逢ってしまったような感覚で一本Ｇｅ
ｔしました！もうこれで満足！後は当然、妻の言うなりの行動で三日間を満喫しました！コーラ
ルポイントリゾートの部屋は贅沢そのもので、部屋から見える朝焼けの海。こんな風景を観
ていると、何か悪い事でもしていれば「すみません私がやりました。」と直ぐに白状してしまう
のではないかと思うくらい心が洗われました。朝も可愛いメイドちゃんに朝食をベランダに
運んでもらい海を観ながら食べました！本当に夢の様な５日間でした！私達夫婦に関わって
くれた全ての人の御尽力に感謝致します。ありがとうございました。あぁ楽しかった！！

“はじめてのセブ旅行”

毎日、海水プールで泳いだり、マッサージをしてもらっ
たりして幸せの頂上を平衡移動している気分でした！

ベランダで朝日を浴び、海を観ながら
朝食は最高！贅沢！心も洗われます♪

憧れのギターファクトリー ２度目のセブ島観光旅行

４年ぶり７回目のセブ
今回は４名で出発。１０月は雨季と聞
いていたのですが、５日間晴天に恵ま
れ、毎朝太陽が昇って来るのを見る事
が出来、大満足。外では写真を撮りなが
ら散歩。爽やかな潮風を肌に感じ、あぁ
ー又セブに来れたのだなーと実感。昼
はパンダノン島でバーベキュー。次の日
はマリンスポーツのパラセーリングと
バナナボート、波しぶきに当たりながら
海の上を走るのはとっても楽しく、皆で
若さを取り戻したかの様にテンション

上々。最後の日はセブ市街地へ行ったのですが、街の景色が前と全く違って見えました。新
しい車が多く、道路は整備され、歩道も出来、工事もあらゆる所で行われ、高いビル、ホテ
ル、マンションが立ち並び、またマクタン空港もすごく広く立派になっていました。セブリゾ
ートとしての受け入れ態勢バッチリで目覚ましい発展を感じました。又、お別れ会はホテル
の１３階で行われました。ホテルで食事を頂くのは初めてで気分は盛り上がり、またお誕生
日の方がいらっしゃり、バースデーケーキをプレゼントして頂き更に盛り上がりました。美し
い夜景を見ながら贅沢な一時を過ごさせて頂きました。これもワールドビッグフォーにご縁
をさせていただいたお陰と改めて感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござい
ました。又、旅行中お世話になりました皆々様に感謝致します。ありがとうございました。

ギターファクトリーを数軒回ってギター
をＧｅｔ！ 恋人に出逢ったようでした！

９月２５日、マクタン・セブ国際空港に
降り立った私達４名を迎えてくれたの
は、ワールドビッグフォーのＴシャツを
着た通訳のノバさんでした。すぐにお
出迎えの車に乗り、コーラルポイントリ
ゾートに案内され、ここを基点にセブ観
光をすることになりました。翌日の予定
を決め就寝し、天候に恵まれた翌日は、
シーウォーカー、パラセーリングを楽し
み絶景に感激！更に異国でのイタリア
料理を楽しんだりもしました。翌日も快
晴に恵まれ白い砂浜が眩しい“パンダ
ノン島”へ。クルー４名、メイドさん２名、運転手に通訳さん、そして我々の総勢１２名で珊
瑚礁の無人島の白い浜辺脇でバーベキューを楽しみ、更に翌日はボホール島を訪れ、世界
最小のメガネ猿のターシャに逢い、その可愛いらしさに感動し、チョコレートヒルズの雄大
さに圧倒され、帰路の夕焼けに大感動し、忘れられない旅行となりました。又、QQEnglishを
訪ね、倉田マネージャに案内を頂き、ありがとうございました。帰国前日はお土産を買った
り、セブ市内の観光を楽しみました。又フィリピン料理をはじめ、スペイン料理、日本料理を
頂き大変良い思い出となりました。最後に運転手のフランシスさん、通訳のノバさん、メイド
の皆さん、連日大変お世話になり本当に感謝致します。又、統括代理店の高橋さん、ワールド
ビッグフォーの関係者の皆さん、そして御社の素晴らしいシステムに感謝し、“はじめてのセ
ブ旅行”の報告と致します。大変ありがとうございました。感謝、感謝、感謝！！！

ボホール島ではチョコレートヒルズの雄大さに圧倒され、
帰路の夕焼けに大感動し、忘れられない旅行となりました！

１０月は雨季と聞いていたのですが、
５日間晴天に恵まれ大満足でした！

はじめてのセブ旅行！ マリンスポーツではシーウォー
カーやパラセーリングを楽しみ、その絶景に感激！

出発日９月２５日（７泊８日）
会員歴１年４ヵ月　小瀬さん

出発日９月４日（７泊８日）
会員歴１年７ヵ月　長谷川さん

出発日９月１１日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　中井さん

出発日１０月３日（４泊５日）
会員歴１１年７ヵ月　佐々木さん
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今回の旅の企画は体の不自由な主人
を連れて行く事でした。杖を使っての旅
ですので、主人は不安いっぱいであっ
たと思います。でも私だって心配ばか
り。でも池上さんの「私がついているか
ら…」との声に励まされて何とかなるだ
ろうとの思いで出発しました。空港では
車イスを用意して頂きました。飛行機
がとても空いており、３席を１人で使う
事ができ、体が楽だったと思います。次
の日、主人を池上さんに見て頂いて、カ
オハガン島へ島巡りに出かけました。

その帰り、コーラルポイントリゾートのプールでの出来事です。一緒に旅していた中に「どこ
かで見た顔だな」と思い声を掛けて見ました。すると高校時代の同級生でした。４０年振り
の再会。プールサイドでゲラゲラと長い時間大笑い。遠い昔の話をし、青春時代が頭の中を
蘇えって、若い気持ちであれやこれやと、とても楽しい時間でした。そんな同級生と若くなっ
た気分で主人を連れてボホール島へ。チョコレートヒルズをバックに何年ぶりかな？主人と
カメラに納まってきました。主人もジンベエザメを見に行けましたし、プールで泳ぐ事もで
きました。さよならパーティーでは大きな声を出し、杖もなく腰を振っている姿は、日本では
想像も出来ない姿でした。歩くのがやっとの主人でも皆の協力があり楽しい旅が出来たよ
うで、連れて行って良かったと思います。セブから帰って来て、以前より明るい顔を少し見る
事ができます。池上さん、またスタッフの皆さん本当にありがとうございました。

チョコレートヒルズをバックに何年ぶり
かな？主人とカメラに納まってきました！

バディアンゴルフリゾートではゴルフ組と別れ、私達は４名
で滝を楽しんできましたが、近づくとものすごい迫力でした！

今回は４人の女子会です。幼馴染みの

まっちゃんをはじめ、２人はセブ島が初

めてです。海で泳いで、プールで泳いで

童心にかえりました。マリンスポーツも

ワクワクして楽しみました。ランチがお

まけで付いている３点セットです。パラ

セーリングではキャーキャー言いなが

ら大空に舞い上がりました。お天気もと

ても良くて、はるか彼方まで見渡せました。シーウォーカーでは小さな魚がよってきて可愛か

ったです。水中ガイドさんが手で空気の輪を作り楽しませてくれました。バナナボートは自分

の想像ではゆっくりフワフワ浮くイメージでしたが、水上バイクで物凄いスピードで引っ張ら

れビックリでした。ランチもシーフードで美味しかった。ショッピングも楽しく、あっという間

に時間が過ぎました。最後の夜は、私の誕生日もして頂きました。通訳さん、ドライバーさん、

メイドさん、会社の方々ありがとうございました。

９人のセブ旅行

コーラルポイントリゾートのプールで高校時代の同級生と４０年
振りの再会！ 思わぬ出来事にゲラゲラと長い時間大笑い♪

シーウォーカーでは小さな魚がよってきて可
愛かったです。水中ガイドさんも楽しかった！

笑いの絶えない旅でした！ 楽しかったセブの旅

楽しかった初めてのセブ旅行
ずっと楽しみにしていたセブ旅行。紹介
者の池上さん、会員仲間９名でセント
レア空港から出発して、マクタン・セブ
空港に到着。通訳のシャローンさん、ド
ライバーさんが迎えに来ていました。コ
ーラルポイントリゾートに着くと、メイド
さん達が笑顔で出迎えてくれました。翌
日はバンカーボートに乗り、カオハガン
島に行きました。小さな島にも学校や
教会もあり、人々の生活ものどかな感じ
がしました。年配の女性たちがキルトを

製作していて素晴らしい作品があり、注文も沢山来るのだそうです。３日目は、早朝に出発し
て高速船に乗りボホール島に行き、小さなメガネ猿を見たり、チョコレートヒルズを眺望し
ました。この時期フィリピンは「お盆」で墓参りの人々や帰省客で道路が渋滞していました。
お墓に泊まる人も多いと聞き、驚きました。バディアンゴルフリゾートではゴルフ組とカワサ
ン滝観光組に別れて、私達は４名で滝を楽しんできました。マリバゴではパラセーリング、
水上バイク、バナナボートなどのマリンスポーツを楽しみ、パラセーリングは最高でした。バ
ナナボートは意外とハードでしたが、皆でキャーキャー言いながら楽しみました。さよなら
パーティーでは生バンドが入り、皆でダンスをして楽しい一時を過ごしました。シャローンさ
ん、ドライバーさん、メイドの皆さん大変お世話になりました。

幼馴染みの２人はセブ島が初めて。海で泳
いで、プールで泳いで童心にかえりました♪

１年半ぶりのセブ旅行。台風の接近で

心配しましたが、定刻通りセントレア

（中部国際空港）を出発です。今回２日

目はキルトの島カオハガン島とナルス

アン島で船上バイキングとシュノーケリ

ング。３日目はボホール島へ。４日目は

中休みでショッピング。５、６日目、バデ

ィアンゴルフリゾートでゴルフを楽し

み、ジンベエザメ（whale sharks）の船上見学。夜は早めのサヨナラパーティー。７日目はマリ

ンスポーツで初体験のバナナボートに６人で乗り、まるで馬に乗ったようなスリルを味わ

い、実質６日間を楽しんできました。また、コーラルポイントリゾートからは満月が海に浮か

び、感激してシャッターを切りました。ニワトリの声で目覚めるフィリピンの朝。ヤギ、牛、犬、

猫が人々に溶け合い、一緒に生活している姿に心が洗われ、小さかった頃を思い出しまし

た。最後にベットに忘れたパスポートを空港までバイクで届けてくれたスタッフの皆さんに

心より感謝申し上げます。

コーラルポイントリゾートからは満月が海に
浮かび、感激してシャッターを切りました♪

ずっと楽しみにしていたセブ旅行！ 施設
内にある海水プールはミネラルたっぷり！！

９人のセブ旅行！ 連日島巡りを楽しみ、
ボホール島では下船して島内を堪能しました！

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴９年１１ヵ月　三室さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴４年３ヵ月　飯島さん

出発日１０月３日（４泊５日）
会員歴７年３ヵ月　高橋さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴２年７ヵ月　関さん


