
ファミリ ー に ぴったり の バ カ ン ス！

沖縄



家族の瞬間を
ハッピーに変える魔法のバカンス
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と      き

大切な家族―とりわけ子供たちとの時間はあっという間に過ぎ去ってしまうものです。

家族との“いま”をもっと、楽しく、豊かなものにしませんか？

クラブメッドのバカンスには、家族が幸せになる魔法があります。



バカンスを楽しむために

より気ままに、さらに自由に！ 
あなたとあなたの家族の世界を

ぐーんと広げてください。

*2 G.Oは、Gentle organizerの略

地元沖縄料理はもちろん、フレンチ、イタリアンや中華まで毎日さまざま
なメニューがお楽しみいただけるビュッフェをはじめ、お食事の合間の
軽食も充実。 食事もお酒*1もその時の気分でお楽しみください。

長年の実績に支えられたキッズプログラムは、 
充実のラインナップ。
専任スタッフ「G.O※2（ジーオー）」 がしっかり
見ていてくれるからパパもママも安心。
▶P5-6

沖縄ならではのウォータースポーツはもちろん、
アウトドア、インドアのスポーツ、ヨガなどのリラク
ゼーションプログラムにも気ままに参加できるの
もクラブメッドならでは。 ▶P7-8

クラブメッドにだけ存在するG.O*2という
特別な存在 ― 通常のホテル業務はもちろん、
アクティビティや キッズプログラムの先生、
エンターテイナーとしても活躍します。 彼ら
は世界中から集まってきたバカンスの達人。 
あなたと、あなたの大切な家族に、古くからの
友人のように、 気さくに、そして親身に接します。

宿泊だけではなく、飲食、アクティビティ、キッズプログラムなどが、

旅行代金に含まれた「オールインクルーシブ」だから

家族でも、 それぞれでも安心を超えたリラックスを。
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初めてでも大丈夫！

目の前で料理するパフォーマンスにワクワク！

一緒に乾杯

バカンスにストレスは無用！

それぞれが好きなものを、こころゆくまで

安心とリラックスをサポートするスタッフ「G.O*2（ジーオー）」

Dining & Bar
思いついたら気軽にチャレンジ！
はじめたいこと、どんどんトライ！

Activities

子供たちの最高の笑顔に出会える！

Kids & Family

オールインクルーシブ

*1 ビール、ワイン、
基本的なカクテル
（一部、有料） 

空中ブランコの
イメージ



子供たちに無限の可能性をひらく多彩なプログラム

クラブメッドには、疲れを知らない子供たちにも負けないくらい
たくさんのキッズプログラムが充実！
はじめての料理にチャレンジしてから、ダンスで汗を流した後は、
世界中から集まった友達とプールではしゃぎ回る。
長年にわたって子供向けのアクティビティを手掛けてきた経験と、
専門家の意見を取り入れたクラブメッド独自のノウハウが、
子供たちの可能性を最大限に引き出します。

Kids & Family

Kids Program

＊1 ジュニアクラブは基本的に学校の長期休暇中
のみ開催となります。ミニクラブとジュニアクラブ
の年齢区分はリゾート、シーズンによって異なるた
め、合同プログラムになる場合があります。 
＊2 追加代金が必要です。価格やキャンセル規定な
ど詳細については別冊旅行代金表をご覧ください。
事前予約が優先されますが、空き状況によっては
現地でのお申し込みも承ります。
また、母子手帳（コピー可）を必ずご持参ください 。

● ミニクラブ 4～10歳

● ジュニアクラブ＊1  11～17歳

現地でのお申し込み オールインクルーシブ

オールインクルーシブ ● 赤ちゃん向けサービス“ベビーウェルカム”

● プティクラブ＊2

  2・3歳

追加代金定員制・事前予約可能 追加代金現地でのお申し込み

● パジャマクラブ 
  2～7歳

ベビーベッドやベビーバス、ベビーフードなどをご用意（数に限りがございます）。
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 いろいろな国の友達と9:00

食後のお昼寝も
G.O先生にお任せ12:30

昨日出会った子と
ラリーを楽しむ14:00

走り回った後は、みんなで読書10:00

大自然のもとアーティストになってみる16:00

G.O（ジーオー）先生がガッチリ
守ってくれるから怖くない
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11:00

※母子手帳をお持ちください。

オールインクルーシブ



やりたいことを、いつでも自由に
石垣島ならではの
貴重な経験を家族と共に

手つかずの自然が残る石垣島には、独自の沖縄文化が受け継がれています。
世界有数の透明度を誇る川平湾の海や、
八重山諸島の美しく雄大な自然がバカンスを彩ります。

Activities 
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ランドスポーツ
◉アーチェリー/マウンテンバイク /パワーウォーク/
　空中ブランコ(5~10月下旬予定)/テニス(5面/ナイター設備付き)
●ビーチバレー /サッカー /ペタンク /バレーボール /バスケットボール

ウォータースポーツ
◉ウインドサーフィン/ アクアフィットネス/
　シュノーケリングボートトリップ （潮位の状況によっては中止となる場合があります。 また、 1~3月は実施されません。)
●カヤック/スタンドアップパドル/水球 (夏季のみ)

インドアスポーツ
●スカッシュ(2面) /卓球 /バドミントン

リラクゼーション
◉ヨガ など

エンターテイメント
◉G.Oショー

カルチャー
◉自然探索ツアー(冬季11~4月の開催となります。)/三線(さんしん)教室 /琉球料理教室

※スポーツアクティビティの詳細はwebサイトまたは現地にてご確認ください。 ※アクティ
ビティによっては年齢制限がございます。お子様の年齢によりご参加できない場合がござい
ます。 ※ビーチタオルはレセプションにて貸し出しております。 ※ウエアや運動靴、水着の貸
し出しはございませんのでご自身でご用意ください。 ※シュノーケリングセットはシュノーケ
リングボートトリップにご参加の方に優先的に貸し出しております。数に限りがございますの
でご了承ください。 ※天候により、ご参加いただけないアクティビティもございます。

※◉はレッスンやG.Oの同行があります。

マンタが集まる場所として知
られるスポットにご案内。海
中で、彼らの漂う姿を眺める
貴重な体験を。

沖縄では魔除けに用いられるシーサーにあ
なたならではの絵付を行ってください。
世界でひとつだけのシーサーは末永く家族
の守り神になるでしょう。

地元の食材を使ったクッキングを、
シェフの案内のもとで行います。ここ
で得られた味も家庭へのお土産に。

潮風を受けながら駆け抜ける、果てしなく広が
る海、八重山諸島の美しく雄大な景色は、いつ
までもあなたと家族の心に残り続けるでしょう。

マンタとの出会い
三線体験教室

シーサー絵付教室

沖縄料理体験教室

ウインドサーフィン

誰に気兼ねすることもなく心
も体も解きほぐす。リゾートス
パの醍醐味をクラブメッドで。

スパ
Club Med Spa by MANDARA

別途料金

オプション

別途料金

オプション

別途料金

オプション

子供を預けた後は、ひとりでも、ふたりでも、普段はできなかったことにチャレンジ。
G.Oがコーチのスポーツを楽しむも、ヨガでの癒しも、好きな時に好きなように。
自分を解き放ち、自由を謳歌するひとときを。

オールインクルーシブ

沖縄に古くから伝わる
「三線（さんしん）」の奏で
る旋律が、旅の思い出に
彩りを添えます。
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アクセス ： 石垣空港から約20km、車で約40分
気　　候 ： 亜熱帯海洋性気候。年間平均気温は24℃、冬でも最低気温が16℃前後。
ロケーション ： 石垣島は沖縄県南西部の八重山諸島に属しており、世界でも有数のダイビングポイントと

して高い人気を誇っています。また空気が澄んでおり、夜には満天の星を見ることができます。
リゾートは島随一の景勝地「川平湾＊」に隣接しています。 

＊川平湾：日本百景のひとつ。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で三ツ星を獲得しました。

Location

冬の間も天気の良い日はTシャツで過ごせますが、雨が降るとひんやりするので、
パーカーやウインドブレーカーなどをお持ちいただくと安心です。
また、海面水温は年間を通して20度以上あります。

● 冬の気候について

Guest Rooms

デラックス ガーデンビューの一例
（一例）

バス

洗面所洗面所
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★コネクティングルームとは、2部屋が中扉でつながり、自由に行き来ができる部屋タイプです。ご利用の場合、追加代金がかかります。詳しくは別冊旅行代金表
をご覧ください。ご利用については別冊旅行代金表の「ご案内とご注意」をご覧ください。また、人数によってはご利用いただけない場合がございます。
※クラブメッドではプラスチック廃棄物の削減を目的とした Bye-Bye Plasticsポリシーの一環として、歯ブラシなどのお部屋の使い捨てアメニティーの設置を中止
し、リクエストに応じてのみのご提供とさせていただいております。ご利用ご希望のかたは、ご到着後フロントまでお申し付けください。環境を保護する取り組みにご理
解のほど、お願い申し上げます。　※全室禁煙となります。　※上記のご利用特典は、ルーム内でのご利用に限ります。　※エレベーター、エスカレーターはございま
せんので階段のご利用になります。

● 総客室数　181室　● 基本客室設備　エアコン　バスタブ　シャワー（可動式）　シャワートイレ　テレビ　電話　ミニ冷蔵庫　
セーフティボックス　ドライヤー　湯沸しポット　コーヒー／ティーセット　バスタオル　フェイスタオル　ビーチタオル（貸し出し制）
シャンプー／コンディショナー　石鹸　ゆかた（大人用のみ）　スリッパ　除湿器　Wi-Fi利用可

（一例）

＊1 ハネムーンプレゼントとの併用はできません。　
＊2 滞在中はミニバーを追加代金なしでご利用いただけます。
※ご利用人数についてはお問い合わせください。

フラワーサービス（1回）　
ボトルシャンパン（1本）＊1　
朝食のルームサービス　ミニバー（毎日補充）＊2　

バスアメニティセット　ハンドタオル　バスローブ

スイートの一例
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リビングルーム

クローゼットクローゼット

トイレトイレ

朝食のルームサービスの一例

スイート　52m2　

ロケーション お部屋

施設

〔お部屋にご用意〕

〔お部屋にご用意〕

〔お部屋にご用意〕

3F

ミニバー＊4　バスアメニティセット　ハンドタオル　

デラックス シービューの一例

デラックス シービュー  26m2  （コネクティングルームあり★） 

（一例）
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ミニバー＊3　バスアメニティセット
ハンドタオル

＊3 滞在中はミニバーを追加代金なしで
ご利用いただけます（到着時1回のみ、
補充はございません）。

3F デラックス ガーデンビュー＊5  26m2  （コネクティングルームあり★） 1F

＊4 滞在中はミニバーを追加代金なしでご利用いただけます
（到着時1回のみ、補充はございません）。

＊5 ご利用人数により、旅行代金が変わる場合があります。別冊旅行代金表でご確認ください。

（一例）
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スーペリアルームの一例
※予約時に階数の指定は
　できません。

1F 3F2Fスーペリアルーム＊5  26m2   （コネクティングルームあり★） 

敷地面積はなんと東京ドーム約4個分。

西表島 宮古島

沖縄本島

クラブメッド・
石垣島 カビラ

石垣島

石垣空港石垣市街・
石垣港

Facilities

● メインレストラン　● バー「TINGARA」　● クラブメッド・スパ 「AN」 （現地でのお申し込み・追加代金）  ● シアター　
● プール（子供用あり）　● フィットネスセンター　● オプショナルツアーデスク　● ブティック　● コインランドリー　● ビリヤード（追加代金）　
● 会議室（約60名収容）　● 駐車場（11台）

※エレベーター、エスカレーターはございません。　※バリアフリールームはご用意がございません。  
※敷地内での喫煙は、お部屋のバルコニーやテラス、屋外の灰皿がある場所でのみ可能です。

客室

客室

テニス

サッカー

バー

シアター

レセプション オプショナルツアーデスク
コインランドリー

シャワールーム

ミニ・プティクラブ

ミニ・プティクラブ専用プール

アーチェリー

メインレストラン（2階）
スカッシュ／卓球

フィットネスセンター
クラブメッド・スパ
コインランドリー

デラックス シービューは、 　　  と      　　  の3階（一部除く）、
デラックス ガーデンビューは、 　　  の1階（一部除く）となります。

ウインドサーフィン／カヤック／
シュノーケリングボートトリップ（サマーシーズンのみ）
シュノーケリング／スタンドアップパドル

ブティック

空中ブランコ
（サマーシーズンのみ）

プール

※全館禁煙となります。



1950年、フランス生まれのVACANCES

オールインクルーシブ

お問い合わせ・お申し込みは、クラブメッド コンタクトセンターへ （お客様専用）
営業時間 ： 月～土／10：00～18：30　日・祝／11：00～18：000120-790-863フリーコール 

2020.8 請求コード：6455140clubmed.co.jp

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、右記の取扱管理者におたずねください。

※このパンフレットに使用している写真は宿泊施設であるクラブメッドとその周辺、
　滞在中にお楽しみいただけるアクティビティなどのイメージ写真です。また、
　パンフレットに記載のインフォメーションは2019年11月現在のものです。予告なく
　変更となる場合がございます。
※パンフレットに記載されている名称などは、各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ・お申し込みは取扱旅行会社まで（受託販売）

旅行企画・実施　株式会社 クラブメッド

観光庁長官登録旅行業第536号

本社 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 6F

旅行代金に含まれるもの

● 往復の航空運賃、 空港～クラブメッド間の送迎＊　● 宿泊費　● 滞在中のお食事や軽食　
● 昼食・夕食時のワイン&ビール　● バーでの各種アルコール、ソフトドリンク　● キッズプログラム
● 種類豊富なスポーツアクティビティ&レッスン　● エンターテイメントショーやイベント、パーティーなど　
 
＊飛行機つきのパッケージプランをお申し込みの場合。
※一部の高級アルコール類、オプショナルツアー、特別なイベントなどは有料となります。

モーリシャス アルビオン

モーリシャス カノニエ

モルディブ カニフィノール

メキシコ カンクン

バハマ コロンバス

アメリカ サンドパイパー・ベイ

タイ 
プーケット

インドネシア ビンタン

インドネシア バリ

中国 桂林

北海道
トマム／サホロ

沖縄 
石垣島 カビラ

ドミニカ共和国 プンタカナ

中国 ヤブリ

中国 サンヤ

モルディブ フィノール ヴィラ

モロッコ マラケシュ

フランス ペイジー・ヴァランドリフランス ヴァルモレル

フランス ヴァルディゼール

フランス
オピオ・アン・プロバンス

マレーシア チェラティンビーチ

人生の目的は幸せであること。幸せでいられる場所はここにあり、
そして幸せな時間とは、まさに今なのです。

ジェラール・ブリッツ（クラブメッド創始者）

“Le but de la vie c'est d'être heureux, le lieu pour être heureux,
c'est ici.  Le moment pour être heureux c'est maintenant.”

イタリア チェファル

本誌パンフレットだけでのお申し込みは受け付けておりません。「別冊旅行代金表」とあわせてご確認の上、お申し込みください。

地中海・マジョルカ島で設立されたことから、
「Club Méditerranée（地中海クラブ）」と
称してスタートしたクラブメッド。今日では、
約70カ所のリゾートにまで広がっています。
すべてのリゾートが、現地の環境と調和
しながら、持続可能なバカンスを提供し
続けています。

rediscover
the world

世界約70カ所に広がるクラブメッド


