
Adventure Guide
Japanese

AUGUST 2022

MEMBERSHIP CARD
PICカードとしてご宿泊のお客様に発行される
ルームキーは、お求めのミールプラン別に、
ゴールドカード、シルバーカード、ブロンズカードの
各種類に分かれています。
ご滞在中は常に携帯し、ウォーターパークをご利用の
際には係員にご提示ください。
ミールプランのアップデートはフロントにて承ります。
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ウォーターパーク・アクセス
�. ご宿泊のお客様または１日会員のお客様は、
 ウォーターパークをご利用いただけます。
�. ご宿泊のお客様がご入場される際は、おひとり

ずつリストバンドを係員にご提示ください。営業
時間は変更されることがあります。リストバンド
は再発行いたしませんので、退場されるまで外
さないようにしてください。

ウォーターパーク利用規定
�. 未成年者の監督責任は同伴する保護者に帰属

します。��歳以下のお子様は決してひとりにし
ないでください。

�. いかなるときもお客様の貴重品を放置しない
でください。ラケットセンターとビーチセンター
では、利用料金$�で貸しロッカーをご用意して
おりますので、ぜひご利用ください。なお、PICは
紛失盗難等の責任は一切負いかねます。

�. アクティビティーには、身長制限/年齢制限が設
定されているものがあります。

�. PICのウォーターパーク施設内は禁煙です。
 喫煙は指定された喫煙場所をご利用ください。
 

ウォーターパーク
営業時間
�:��AM-�:��PM

スーパーアメリカン
サーカス

サンセットBBQ

シッキースプ
ラッシュプール

トランポリン

泳げる水族館

アーチェリー

ウォータースライド 

カヤックラグーン

パターゴルフ

ヨガ



キッズコーナー

シッキー
もうシッキーに会
いましたか？ シッキーは
ミクロネシアのカワセミ
でPICのオリジナルキャ
ラクターです。
シッキーは施設内の
いたるところに現
れて一緒に写真を
撮ってくれます。ブティキ
ではシッキーがデザイン
されたお土産を扱って
います。ロビーには
シッキーのベンチが設置
されていますので、
記念写真を撮って
くださいね。

キッズクラブ
PICで最も人気あるアクティビティーのひとつ、キッズクラブでは、
お子様はフレンドリーで経験豊かなクラブメイツと一緒に屋外、
屋内のアクティビティーを楽しみます。
詳しくはインフォーメーションセンターでお問い合わせください。
対象年齢　�歳―��歳
場所：地図��番

リトルキッズクラブ
�歳から�歳までの乳幼児を対象
とした安全で楽しい託児施設です
。経験豊富なスタッフがお子様をお預かりいたします。お子様用の食
べ物や衛生用品などはお客様ご自身でご用意ください。
詳しくはインフォーメーションセンターでお問い合わせください。
場所：地図��番

キッズギブアウェイ
PICに滞在中はキッズもバケーション！ご滞在のお子様にはもれなくス
ペシャルギフトを差し上げます。ギフトにはウォーターパークで楽しめる
アイテムや帰国したあとも使えるアイテムをご用意しています。



レストラン

スカイライト
ロイヤルタワーLL階にあるPICのメインダイングレストラン。
朝食・昼食・夕食に豊富に
メニューを取り揃えたインターナショナルビュッフェです。
昼食と夕食ではワインとビールが飲み放題です。
場所：ロイヤルタワー　LL階

花城
休業中
場所：ロイヤルタワー　
グラウンドフロア

ビストロ
ビストロでは、地元の味と融合した現代的なアメリカ料理を提供して
います。お食事と共にタモン湾とPICウォーターパークの美しい景色を
お楽しみ頂けます。事前予約をお勧めします。
場所：ロイヤルタワー　ロビー階

シッキースナックシャック
ウォーターパークでちょっとおなかが空
いたら、シッキースナックシャックへ。
ピザ、ハンバーガー、ホットドックなど、
軽食をご用意しています。
場所はマップ＃��をご覧ください。

らーめんハウス北海道
グアムで本場の味が楽しめると地元の
方に人気のラーメンハウス。札幌から
仕入れた麺を特製スープとともにご
提供します。サイドーオーダーも充実
しています。
場所：ロイヤルタワー　ロビー階

カフェエスプレス
香りたかいコーヒー、ジュース、ソーダ、
サンドイッチ、ペイストリーなどを取
りそろえています。
場所：ロイヤルタワー　ロビー階

サンセットバー＆BBQ
目の前に広がる美しいタモン湾を望む
ビーチフロントで、ご自身での自由な
スタイルのバーベキューをお楽しみく
ださい。ご予約可能な時間は、午後�時、
午後�時��分、午後�時です。事前予約
が必要です。 

場所:ウォーターパーク(ビーチフロント)
場所はウォーターパーク地図(地図#��)
を参照してください。



ロイヤルタワーカスタマーサービスセンター
休業中
ロイヤルタワーの客室をご利用のお客様専用のサービスカウンターです。
チェック・イン、チェック・アウトとコンシェルジュサービスを行います。

ゲストサービスカウンター 
メインロビーのフロント横にあるカウンターデスクにて、レストランやサー
カスのご予約を承ります。　PICの情報はこちらでお尋ねください。

ブティキ
グアムのお土産、リゾートウェア、アクセサリー、スナック、ドリンク、
サンダルなどを取り揃えています。ロイヤルタワーのロビーの下の
フロアにあります。

コインランドリー（オセアナＡ＆ロイヤルタワー）
宿泊者用のコインランドリーをご用意しています。お部屋のキーを使って
入室してください。
場所： ロイヤルタワー�階
 オセアナタワー�階

ロイヤルクラブラウンジ
ロイヤルクラブラウンジでは、ソフトドリンク、おつまみスナック、WIFI を午
前�時から午後�時までの営業時間内終日ご利用いただけます。ハッピー
アワーではビール、ワイン、おつまみが午後�時から午後�時までの間お楽し
み頂けます。ご利用対象はロイヤルクラブにご宿泊のお客様のみとなります。
営業時間と場所は変更される場合がございますので、ご確認ください。

禁煙規定
客室内は電子タバコを含み禁煙
です。バルコニーで喫煙される際
はドアを確実に閉めていただきま
すようお願いいたします。規定に
反し、タバコ臭が認められた場
合は、消臭のための清掃費として
$���を申し受けますのでご了承
ください。

館内電話
利用方法
客室間相互：� + 部屋番号
グアム島内通話：� + 電話番号
グアム島内電話番号問合せ：� + 
���
国際通話：� + ��� + 国番号 + 
電話番号

国際電話
国際通話のご利用には別途利
用料がかかります。くわしくは
オペレーター（内線�）にお尋ね 
ください。

メッセージ
メッセージをお預かりすると電話
機のライトが点滅します。下記手順
に従ってメッセージをご確認
ください。

• [�]を押してボイスメッセージに
 アクセス
• 音声ガイドのあと、[�]を押
 した後、[客室番号]と[#]を押す
• 音声ガイドのあと、再度
 [客室番号]を押す

その他のサービス

210 Pale San Vitores Road
Tumon Bay, Guam 96913

 
Tel: 1(671) 646 9171   |    Fax: 1(671) 648 2474

www.picresorts.com

       PICresortsguam       picguam

PACIFIC ISLANDS CLUB





Waterpark Information

 �  ラグーン
南国ムード���％のジャングルをカヤック
で漕ぎ出すと冒険気分。

 �� メインプールとウォーター
  スライダー
長さの異なる�本のスライダーがあります。

 �� ゲームプール
プールの中でバスケットボールやバレー
ボールなどのゲームが楽しめます。

 �� 競泳用プール＆
  チャレンジプール
本格的に泳ぎたい方のためのレーンを備
えたプールです。横には水上綱引きで遊
ぶエリアもあります。

 �� 泳げる水族館  ◉◊
世界中で�つしかない泳げる水族館の
ひとつがPICにあります。ミクロネシアの
美しいラグーンを再現したこの水族館
では��種類�,���匹の魚が見られます。

ウォーターパーク

  � ウォーターパーク入口
ウォーターパーク入口ではリストバンドをご
提示いただきご入場ください。

  � インフォーメーションセンター
プールタオルの貸し出しや、アクティビティー
のスケジュールなどウォーターパークのご
案内を行っています。

 �  ロッカー
ロッカーのほかシャワー、トイレが完備
されています。貸しロッカーはPICにご宿泊の
お客様は無料、１日会員のお客様は＄�です。
ロッカーのカギはラケットセンターでお受け取
り下さい。貸しロッカーはビーチセンター

（地図��番）にもご用意がございます。

 ��  ラケットセンター
ラケットセンターでは、ラケット、シューズ、
ボールなどのレンタルをご用意しています。
貸しロッカーのお申し込みやコートの予約
もでこちらで受け付ています。

 �� ビーチセンター  ◉◊
シュノーケルの貸し出し、ウィンドサーフィン、
アウトリガーカヌー、カヤック、セイリングの
お申し込みはこちらでどうぞ。貸しロッカー
もございます。

◉ 身長制限
◊ 要予約

 �� キッズスノーケリング
  プール ◊

＊保護者の方が必ず付き添ってください。

  �� シッキースプラッシュ
  プール
深さ��センチの幼児用プールです。

 
 �� キッズウォーター・ズー
水に浮かぶ動物のフロートに乗って楽
しく遊べるお子様用の浅いプール。

  �� 水中バレーボール
お友達やクラブメイツと楽しく遊
びましょう。

  ��  アクティビティプール
プカプカ浮かぶ動物に乗って遊んだり、
ウォーターハンモックや水中
バレーボール、水中バスケットボール
などがあるから遊ぶのに大忙し。



スポーツ＆アクティビティ

 � シッキーファウンテンショー
休業中

 � パシフィックファンタジーショー
休業中
場所: アンフィシアター
場所はウォーターパーク地図(地図#�)を参照してください。
Visit the Guest Services Counter for reservations. 

 � フィットネスセンター
ご宿泊のお客様はご自由にご利用に
なれます。午前�時以降、お部屋のキーで
入場してください。

 � ゲームルーム
卓球、ビリヤードなどをお楽しみください。

 �� エンターテイメントステージ
ライブバンドやエンターテイメントをお楽しみください。

 �� パターゴルフ
トロピカルガーデンの中に配された��ホール、パー��の
パターゴルフです。セルフサービスです。

 �� トランポリン  ◉◊
安全器具を装着してご利用いただきます。

   ��  スーパーアメリカンサーカス
PICのパシフィックパビリオンは、スーパーアメリカンサーカスの本拠地
になりました！スーパーアメリカンサーカスでは、水曜日を除く毎晩午
後�時��分からショーを開催しています。ロビー階のボックスオフィス
またはゲストサービスカウンターで予約を承ります。

 �� アーチェリー  ◉◊ 
アーチェリーを体験してみてください。
クラブメイツが基本的な射かたをお教えします。

 �� テニスコート ◊
テニスコートを�面完備しています。ご予約は
ラケットセンターで受け付ています。

�� カルチャーハット
休業中

 �� ヨガパビリオン
詳しくはインフォーメーションセンターでお問い合わせください。



 �� シッキースナックシャック
ウォーターパークでちょっとおなかが空いたら、シッキー
スナックシャックへ。ピザ、ハンバーガー、ホットドックなど、
軽食をご用意しています。

 �� サンセットバー＆BBQ
目の前に広がる美しいタモン湾を望むビーチフロントで、ご自身での自由
なスタイルのバーベキューをお楽しみください。ご予約可能な時間は、
午後�時、午後�時��分、午後�時です。事前予約が必要です。

  ��  リトルキッズクラブ
�歳から�歳までの乳幼児を対象とした安全で楽しい託児施設です。
経験豊富なスタッフがお子様をお預かりいたします。お子様用の食
べ物や衛生用品などはお客様ご自身でご用意ください。
詳しくはインフォーメーションセンターでお問い合わせください。

 �� キッズクラブ
PICで最も人気あるアクティビティーのひとつ、キッズクラブでは、
お子様はフレンドリーで経験豊かなクラブメイツと一緒に屋外、
屋内のアクティビティーを楽しみます。
詳しくはインフォーメーションセンターでお問い合わせください。

  �� キッズプレイグラウンド
滑り台や大きなジャングルジムを備えたキッズ向け野外プレイグラウンド。 

  �� キッズアーチェリー
お子様向けのアーチェリーです。

Kids Activities

レストラン＆リフレッシュメント
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