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Valid July 2017 〜 June 2018

T Galleria Guam by DFS
Tギャラリア グアム by DFS

PRESENT

ショッピング/免税店

グアム最大級のラグジュアリーなショッピングスポット、Tギャラ
リア。各主要ホテルからは無料タクシー、Tギャラリアエクスプレ
スバス(無料)、各種ショッピングシャトルバスを利用すると便利。
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Atlantis Submarine
アトランティス・サブマリン

本物の潜水艦に乗って水
深約 20 〜 40m の大自然を
体験。迫力満点の海底探検
を楽しめる。
※身長92cm以上の方より
参加可能。

US$200以上(レシート合算不可)お
買いあげの方に、
プレゼントを進呈。
※ 一 部 の ブ ラ ン ド は 除 く。他 の 優 待、キ ャ ン
ペーンとの併用不可。

提示タイミング
カスタマーサービスカウンターでJCBカードご利
用控とこのページをご提示ください。

タモン

▼

▼ ▼

日本語可

取り扱いブランド一例
ブティック

ブティック

ブティック

バーバリー

ブルガリ

カルティエ

BVLGARI

CARTIER

ブティック

ブティック

時計

セリーヌ

シャネル

オメガ

CÉLINE

CHANEL
ブティック

ブティック

フェンディ

グッチ

エルメス

GUCCI
ファッション

ブティック

ロエベ

ルイ・ヴィトン

サルヴァトーレ・フェラガモ

LOUIS VUITTON

ブティック

ジュエリー

トリー・バーチ

ティファニー

TIFFANY & CO.

TORY BURCH

SALVATORE FERRAGAMO
その他多数のブランド品、
革製品、宝石、時計などを
揃えています。

BEAUTY

LUXURY GIFT

ファッション

老舗ブランドから最新の人気ブランドまで、スタイリッ
シュなアイテムがチェックできます。バラエティー豊か
な品揃えは訪れる人を魅了します。

アルパン・ビーチ・クラブ

オプショナルツアー

ジェットスキー、パラセーリング、
バナナボート、ドルフィンウォッ
チングなど、太陽の下でさまざま
なマリンスポーツが楽しめる。
タムニング

MAP・2 C-2
997 South Marine Dr.,
Tamuning
671-649-5200
8:00AM～5:00PM
土曜
日本語可、要予約

ABCストア

グアム

MAP・2 ①②③⑥C-7
④C-8 ⑤D-3
⑦C-6 ⑧C-5

PRESENT

①The Plaza Outrigger Plaza Level
②The Plaza South Plaza Level
③The Plaza North Lobby Level
④Micronesia Mall 1F.
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※ 2 歳以上の方が対象。他の優待との併用不可。

提示タイミング
オプショナルツアー料金のJCBカードご利用控
（現地
旅行代理店でお支払いの場合は領収書）
とこのペー
ジを、参 加当日ギフトショップ でご 提 示ください。

オリジナルギフトを進呈。
提示タイミング
オプショナルツアー料金の JCBカードご利用控
（現地旅行代理店でお支払いの場合は領収書）
と
このページを、
参加当日ロゴショップでご提示く
ださい。

US$100以上（レシート合算可）お買
いあげの方に、
プレゼントを進呈。

※グアム島内の ABC ストア全店で優待利用可。
ご利用日から 2 週間以内のレシートのみ有効。
利用日が異なるレシートも合算可。おひとり様
1 回限り。他の優待との併用不可。

提示タイミング

カロネル・ラグジュアリー・ウォッチ

When a customer presents this page and chooses to
pay with a JCB Card, please provide the incentive offer
- free gift with purchases of US$100 or more.(Recipt
s can be combined.) - your establishment has agreed
to provide. *Redeem must be made within 14 days
of the receipt date. Limited to one gift per person.
Cannot be used in conjunction with other offers.

5%

時計

OFF

通常価格の商品をお買いあげの場合、
ご利用代金から5%引き。
※ セ ー ル 商 品、一 部 の 商 品、一 部 の 時 期 は 除
く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

MAP・2 C-7
The Plaza Outrigger Lobby Level
671-646-8400
10:00AM～11:00PM
無休
日本語可

レジ打ち前

■ MERCHANT

CARONEL LUXURY WATCHES

タモン

■ MERCHANT

When a customer presents this page and pays the
optional tour fee with a JCB Card, presents his (or
her) JCB payment receipt from tour agent, or JCB
Card, please provide the incentive offer - free gift
- your establishment has agreed to provide. *This
applies to the customer who pay the tour fee.
Cannot be used in conjunction with other offers.

⑤Guam Premier Outlets
⑥Pacific Place
⑦Grand Plaza
⑧Across from P.I.C.

高級時計ブランドの
チュードルやオリス、モー
リスラクロア、シャリオー
ルなど数多く揃えている。

オリジナルギフトを進呈。

PRESENT

PRESENT

コンビニ
食料品から雑貨、おみやげな
どが揃うコンビニエンス・ス
トア。グアム島内に 8 店舗展
開している。

ラグジュアリーギフト

ギフトアイテムからフードまでTギャラリアが厳選した
こだわりのセレクションをお楽しみください。

Alupang Beach Club

▼
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ABC STORES

世界の有名コスメブランドはもちろん、Tギャラリアで
しか買えない人気の限定ブランドやフレグランスを定
番から最新作まで、豊富に取り揃えています。Tギャラリ
アならではの期間限定のおトクなセットもお見逃しな
く。メイクアップイベントも充実しています。

提示タイミング
アトランティス・サブマリンまたは現地旅行代理
店で、
JCBカードでお支払いされたオプショナル
ツアー料金の領収書とこのページを、
参加当日ギ
フトショップでご提示ください。

■ MERCHANT

無休
日本語可、要予約

ビューティー

※ツアー参加者が対象。他の優待との併用不可。

When a customer presents this page and pays
the optional tour fee with a JCB Card or presents
his (or her) JCB payment receipt from tour agent,
please provide the incentive offer - free gift - your
establishment has agreed to provide.

169 Bishop Flores Street, Tamuning
671-646-2294
8:00AM～6:00PM

▼

各シーズンの新作コレクションがいち早く買えるのは
もちろん、日本未発売のアイテムも豊富に取り揃えてい
ます。旅先でのくつろぎあるショッピングが一流ブラン
ドならではのサービスとともに楽しめます。

FASHION

タムニング

MAP・2 C-2

▼

ラグジュアリー

オプショナルツアー

人気のマリンスポーツが
勢揃い！ ホテル街より車
で約10分。遠浅で穏やかな
ビーチはお子様からお年
寄りまで楽しめる。
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取り扱いジャンル

LUXURY

オーシャン・ジェット・クラブ

HERMÈS

ブティック

LOEWE

OCEAN JET CLUB

OMEGA

ブティック

FENDI

土・日休みの場合あり。
要予約

▼

BURBERRY

オリジナルギフトを進呈。

When a customer presents this page and pays the
optional tour fee with a JCB Card, presents his (or
her) JCB payment receipt from tour agent, or JCB
Card, please provide the incentive offer - free gift
- your establishment has agreed to provide. *This
applies to the customer who pay the tour fee.
Cannot be used in conjunction with other offers.

319 Aqua World Marina Road, Piti
671-477-4166
7:30AM～6:00PM(予約オフィス）
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PRESENT

■ MERCHANT

MAP・1 C-1

Please provide a special gift to a customer who
presents this page and his (or her) receipt of T
Galleria of US$200 or more. (Receipts cannot be
combined.) *Not applicable to certain brand shop.
Can not be combined with another promotion.

1296 Pale San Vitores Road, Tumon
671-646-9640／671-646-9641
10:00AM～11:00PM
無休

ピティ

■ MERCHANT

MAP・1 B-2
MAP・2 C-7

オプショナルツアー

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 5% discount with regular
products - your establishment has agreed to
provide. *Not applicable to sale priced, certain
products and during certain periods. Cannot be
used in conjunction with other offers.

グアム・サイパン
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Breezes Sunset BBQ
ブリージス サンセット バーベキュー

ディナーショー

タモンビーチに面した会
場でサンセットとともに
ポリネシアンダンスや
ファイヤーショーを楽し
める。
タモン

Valid July 2017 〜 June 2018

10 %
OFF

Onward Mangilao Golf Club
オンワード・マンギラオ・ゴルフクラブ

ゴルフ場

雄大な太平洋を望みなが
ら楽しめるシーサイド
コース。グアム名物の海越
えホールがある。

JCBプラザ ラウンジ・グアムを通し
てご予約の場合、
オプショナルツアー
料金から10%引き。

※料金には別途 10 ％のサービスチャージが加算されます。
※一部の時期は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

支払い時

無休
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Coco Palm Garden Beach
ココパーム・ガーデン・ビーチ

オプショナルツアー

グアムの北部にあるプライベートビーチ。波の音を聞きながらハ
ンモックで読書、魚を探しにシュノーケリング、星の砂集めなど、
のんびりと楽しめる。

PRESENT

マンギラオ
▼

MAP・1 B-2
1810 Route 15 Pagat, Mangilao
671-734-1111
6:00AM～6:00PM ※都合により閉店時間が異なる場合あり。
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SandCastle
サンドキャッスル

※ 6 歳以上の方が対象。他の優待との併用不可。

提示タイミング

火曜

06

日本語可

COCOS ISLAND RESORT
ココス・アイランド・リゾート

オプショナルツアー

白いサンゴ礁のビーチに
囲まれたアクティビ
ティーアイランド「ココス
島 」は 野 生 の 動 植 物 の 宝
庫。絶 滅 危 惧 種 に 指 定 さ
れ、ココス島を保護地とし
て自然放鳥されているグ
アムの鳥'ココバード'にも
運がよければ会えるかも。
メリッソ

MAP・1 D-2

無休
日本語可
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Fiesta Beachside BBQ & Dinner show
フィエスタ・ビーチサイド・バーベキュー＆ディナーショー

ディナーショー

シェフはあなた! ビーチフ
ロントにて食べ放題、飲み
放題のバーベキューが楽
しめる。

タモン
▼

MAP・2 C-6
Fiesta Resort Guam
671-646-5880
6:00PM～8:30PM
無休
要予約

日・水

MAP・2 C-7
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日本語可、日本語メニューあり、要予約

Starts Guam Golf Resort
スターツ・グアム・ゴルフ・リゾート

ゴルフ場

グアムではめずらしい広
くてフラットなコース。距
離も長いので初心者から
上級者まで楽しめる。

ポストカードセットを進呈。
提示タイミング
オプショナルツアー料金の JCBカードご利用控
（現地旅行代理店でお支払いの場合は領収書）
とこのページを、参 加当日ココス島でご提 示く
ださい。

ジーゴ

MAP・1 A-2

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
pays the optional tour fee with a JCB Card or
presents his (or her) JCB payment receipt from
tour agent, please provide the incentive offer post card set - your establishment has agreed
to provide.

▼

Merizo
671-646-2825
9:30AM～4:30PM

PRESENT

タモン

1199 Pale San Vitores Road, Tumon
671-649-7263
5:45PM～10:45PM 【1st】＜開場＞ディナー付き6:00PM、
ショーのみ7:00PM ＜開演＞7:30PM
【2nd】
＜開場＞9:00PM ＜開演＞9:30PM

▼

▼

Urunao
671-477-4166
7:30AM～6:00PM(予約オフィス）

■ MERCHANT
When a customer presents this page and pays the
optional tour fee with a JCB Card, presents his (or
her) JCB payment receipt from tour agent, or JCB
Card, please provide the incentive offer - free gift
- your establishment has agreed to provide. *This
applies to the customer of 6 years old and over.
Cannot be used in conjunction with other offers.

SERVICE

2991 Route 3 Yigo
671-632-1111
6:00AM～6:00PM
無休
日本語可、要予約
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Tarza Waterpark
ターザ ウォーターパーク

オプショナルツアー

流れるプールやスライ
ダーなどアトラクション
がいっぱい。子どもから大
人まで遊べるウォーター
パーク。

トロピカルジュースを1杯サービス。

※5歳以上の方が対象。料金をお支払いされた方のみ適用。
12/31は除く。おひとり様1回限り。他の優待との併用不可。

提示タイミング
オプショナルツアー料金のJCBカードご利用控（現地旅行代
理店でお支払いの場合は領収書）とこのページを、参加当日
フィエスタ・ビーチサイド・バーベキューでご提示ください。

タモン

■ MERCHANT

When a customer presents this page and pay the
optional tour fee with a JCB Card, presents his (or her)
JCB payment receipt from tour agent, please provide
the incentive offer - one free tropical juice - your
establishment has agreed to provide. *This applies
to the customer who pay the tour fee. Except 12/31.
Limited to one free tropical juice per person. Cannot
be used in conjunction with other offers.

提示タイミング

When a customer presents this page and pays
the play fee with a JCB Card or presents his
(or her) JCB payment receipt from tour agent,
please provide the incentive offer - free gift - your
establishment has agreed to provide. *Cannot be
used in conjunction with other offers.

MAP・2 C-7

Behind Guam Plaza Resort & Spa
671-647-1976
10:00AM～5:00PM
水曜

PRESENT
オリジナルギフトを進呈。

※大人料金（ 12 歳以上）のみ対象。おひとり様 1 回限
り。他の優待との併用不可。

提示タイミング
オプショナルツアー料金のJCBカードご利用控
（現地
旅行代理店でお支払いの場合は領収書）
とこのペー
ジを、
参加当日受付カウンターでご提示ください。

■ MERCHANT
When a customer presents this page and pays the
optional tour fee with a JCB Card or presents his (or her)
JCB payment receipt from tour agent, please provide
the incentive offer - original gift - your establishment
has agreed to provide. *This applies to all adult (over
12 years old) customers.Limited to one gift per person.
Cannot be used in conjunction with other offers.

PRESENT
オリジナルギフトを進呈。

※おひとり様 1 回限り。他の優待との併用不可。

提示タイミング
プレーフィーの JCBカードご利用控
（現地旅行代
理店でお支払いの場合は領収書）
とこのページを、
チェックインの際にフロントでご提示ください。

■ MERCHANT
When a customer presents this page and pays the
play fee with a JCB Card or presents his (or her) JCB
payment receipt from tour agent, please provide the
incentive offer - free gift - your establishment has
agreed to provide. *Cannot be used in conjunction
with other offers. Limited to one gift per person.

▼

ウルナオ

オプショナルツアー/ショー
世界的レベルのオリジナル・エン
ターテインメントを提供し続けるサ
ン ド キ ャ ッ ス ル。2016 年 4 月 よ り
「ZUBRICK（ ズ ー ブ リ ッ ク ）」を ス
タートし、内容もバージョンアップ。
いままでのショーのなかでも最高
傑作と呼び声の高いこのショーに
は世界初登場のマジックもあり、お
なじみのホワイトタイガーも登場。

オリジナルギフトを進呈。

ココパーム・ガーデン・ビーチまたは現地旅行代
理店で、
JCBカードでお支払いされたオプショナ
ルツアー料金の領収書とこのページを、
参加当日
ココパーム・ガーデン・ビーチでご提示ください。

MAP・1 A-1

※他の優待との併用不可。

無休
日本語可、要予約

▼

Hyatt Regency Guam Pool Side
671-647-1234
6:00PM～9:00PM

オリジナルギフトを進呈。

■ MERCHANT

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 10% discount your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to use bar only, during certain periods.
Cannot be used in conjunction with other offers.

PRESENT

プレーフィーの JCBカードご利用控
（現地旅行代
理店でお支払いの場合は領収書）
とこのページを、
チェックインの際にフロントでご提示ください。

▼

MAP・2 B-7
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※繁忙期は水曜日でも営業する場合あり。

PRESENT
オリジナルギフトを進呈。

※大人料金（ 12 歳以上）のみ対象。おひとり様 1 回限り。他
の優待との併用不可。

提示タイミング
オプショナルツアー料金のJCBカードご利用控
（現地旅
行代理店でお支払いの場合は領収書）
とこのページを、
参加当日ターザ ウォーターパークでご提示ください。

■ MERCHANT
When a customer presents this page and pays
the optional tour fee with a JCB Card or presents
his (or her) JCB payment receipt from tour agent,
please provide the incentive offer - Tarza original
gift - your establishment has agreed to provide.
*This applies to all adult (over 12 years old)
customers. Cannot be used in conjunction with
other offers. Limited to one gift per person.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

バッグ / 財布 / 靴

②Chloé

バッグ/財布/アクセサリー

洗練されたフェミニンな雰囲気と都会的でスタイリッシュなデザイ
ンで人気。
定番商品から最新コレクションまで幅広くラインアップ。

③GIVENCHY

ジバンシィ

ファッション

バッグ、ファッション小物など品揃え豊富なグアム唯一の
ジバンシィブティック。

④LACOSTE

ラコステ

ファッション

ワニのマークでおなじみのラコステのグアム唯一のブティッ
ク。ウエア、バッグ、小物等、幅広いアイテムが揃う。

⑤LeSportsac

レスポートサック

バッグ

1974年に創立されて以来、実用的でおしゃれなハンドバッグの

ブランドとして人気。グアム・ハワイのみの限定品も取り扱う。

⑥MARC JACOBS

マーク ジェイコブス
ファッション

NYで人気のブランド。バッグを中心に小物、フレグランスが
豊富に揃う。
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BIRKENSTOCK
ビルケンシュトック

靴

①タモン ②デデド
▼

MAP・2 ①C-7 ②C-8
①The Plaza North Lobby Level
②Micronesia Mall 1F. C1
（FONTANA VILLAGE内）
①671-646-2077 ②671-633-2077
①10:00AM～11:00PM ②10:00AM～9:00PM
①無休 ②クリスマス
日本語可

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and chooses
to pay with a JCB Card, please provide the
incentive offer - special offer - your establishment
has agreed to provide. *Not applicable to sale
priced and certain products. Cannot be used
in conjunction with other offers but can be
conjunction with offer 'Tumon Sands Plaza'.

①-❶ ②③Tumon Sands Plaza 1F.
④Micronesia Mall 1F.
①-❷ ⑤⑥The Plaza North Lobby Level
①-❶671-642-4817
①-❷671-647-4817
②671-646-4813
③671-642-4818
④671-646-4815
⑤671-649-5000
⑥671-647-6272
①-❶ ②③10:00AM～10:00PM
④10:00AM～9:00PM
①-❷ ⑤⑥10:00AM～11:00PM
①-❶ ②③無休 ④クリスマス
①-❷ ⑤⑥無休
日本語可

タモン

PRESENT
商品をお買いあげの方に、
オリジナル
ギフトを進呈。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

セレクトショップ/ファッション

無休
日本語可

若 者 に 人 気 の DIESEL、POLO、HYDROGEN、北 欧 か ら 来 た
m a r i m e k k o、ハ ワ イ の 三 大 ア ロ ハ シ ャ ツ ブ ラ ン ド、
TOMMYBAHAMA、TORI RICHARD、REYN SPOONERなどを
揃えたハイセンスなブティック。

ギャップ

①〜④タモン
⑤⑥タムニング
▼

MAP・2 ①C-7
②④B-7
③B-5
⑤C-3
⑥B-3

①Hyatt Regency Guam Lobby Fl.
②Guam Reef & Olive Spa Resort Lobby Fl.
③Hilton Guam Resort & Spa Lobby Fl.
④The Westin Resort Guam Lobby Fl.
⑤Onward Beach Resort Lobby Fl.
⑥Sheraton Laguna Guam Resort Lobby Fl.
8:30AM～10:30PM
無休

レジ打ち前

クリスマス
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Guam Elements
グアムエレメンツ

おみやげ / ギフト
メイド・イン・グアムの商
品の専門店。ここでしか買
えないオリジナルの手作
りココナッツクッキーや
ナチュラルなスキンケア
グッズ、石鹸、オーガニッ
ク商品、雑貨などこだわり
の商品が揃う。
タモン

MAP・2 C-7
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GUESS
ゲス

ファッション

カジュアルでクール＆セクシーなウエアや小物が揃う人気のア
メリカンブランド。

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - US$10 gift
certificate with purchase of ever y US$100
(Receip t s c anno t be c ombined.) - your
establishment has agreed to provide. *Not
applicable to certain products. Cannot be used
in conjunction with other offers.

US$70以上（レシート合算不可）お買い
あげの場合、
ご利用代金から30%引き。
※セール商品は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 30% discount
with purchases of US$70 or more.(Receipts
cannot be combined.) - your establishment has
agreed to provide. *Not applicable to sale priced
products. Cannot be used in conjunction with
other offers.

デデド

MAP・2 C-8

The Plaza South Plaza Level
671-645-4826
10:00AM～11:00PM

提示タイミング

OFF

■ MERCHANT

■ MERCHANT

※一部の商品は除く。他の優待との併用不可。

レジ打ち前

30 %

ファッション
幅広い世代に人気のアメ
リカ発のカジュアル
ファッションブランド。メ
ンズ、レディース、キッズ
などバラエティ豊かなラ
インアップが揃う。

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - free gift - your
establishment has agreed to provide. *Cannot
be used in conjunction with other offers.

US$100（レシート合算不可）お買い
あげごとに、
US$10クーポンを進呈。

提示タイミング

GAP

レジ打ち前

PRESENT

※ セ ー ル 商 品、一 部 の 商 品、一 部 の 時 期 は 除
く。他の優待との併用不可。

When a customer presents this page and chooses
to pay with a JCB Card, please provide the incentive
offer - 5% discount with regular products - your
establishment has agreed to provide. *Not applicable to
sale priced, certain products and during certain periods.
Cannot be used in conjunction with other offers.

MAP・2 C-7
The Plaza North Lobby Level
671-646-0395
10:00AM～11:00PM
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OFF

通常価格の商品をお買いあげの場合、
ご利用代金から5%引き。

■ MERCHANT

無休
日本語可

Bon Voyage
ボンボヤージュ

広い店内には、モーリスラ
クロア等の高級ブランド
から、Gショック、ディーゼ
ル等のカジュアルブラン
ドまで幅広い商品を取り
揃えている。

※セール商品、一部の商品は除く。① - ❶ ②③
は 34 番「 Tumon Sands Plaza 」JCB 優待との
併用可。他の優待は併用不可。

5%

時計

Micronesia Mall 1F.
671-632-4271
10:00AM～9:00PM

おしゃれで履き心地抜群
なドイツの健康サンダル
「ビルケンシュトック」。日
本では、40店舗以上展開し
ており、修理も対応可。

16

カロネル・ウォッチ・センター

商品をお買いあげの方に、
特別優待あり。

提示タイミング

クロエ

CARONEL WATCH CENTER

▼

バレンシアガ

パリ発の洗練されたデザインが人気のブランド。
❶Tumon Sands Plaza ❷The Plaza North Lobby Level

18

▼

①BALENCIAGA

SPECIAL OFFER

▼

MAP・2 ①-❶ ②③C-6 ④C-8
①-❷ ⑤⑥C-7

5%
OFF

&

PRESENT

ⓐご利用代金から5%引き。
ⓑUS$60
以上
（レシート合算不可）お買いあげ
の方に、
プレゼントを進呈。
※ⓐセール商品、一部の商品は除く。他の優待
との併用不可。
（ ⓐⓑ優待併用可）

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and chooses
to pay with JCB Card, please provide the incentive
offer – 5% discount and free gift with purchases
of US$50 or more. (Receipts cannot be combined.)
– your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to sale priced and certain products.
Cannnot be used in conjunction with other offers.

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
①タムニング
②デデド

MAP・2 ①D-3 ②C-8
▼

タモン

▼

14

Valid July 2017 〜 June 2018

①Guam Premier Outlets ②Micronesia Mall 1F.
①671-649-0560 ②671-989-0560
10:00AM～9:00PM
クリスマス

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 10% discount - your
establishment has agreed to provide. *Cannot
be used in conjunction with other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

Honolulu Cookie Company
ホノルル・クッキー・カンパニー

クッキー

パイナップルの形でおなじ
みのハワイ生まれのクッ
キー専門店。チョコレート
やコナコーヒーなど、さま
ざまな味を楽しめる。
①タモン ②デデド
▼

MAP・2 ①C-7 ②C-8
①The Plaza North Lobby Level
②Micronesia Mall 1F.
①671-300-9228 ②671-300-9029
①10:00AM～11:00PM ②10:00AM～9:00PM
①無休 ②クリスマス
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PRESENT

リンズ・ジュエリー

※おひとり様 1 回限り。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - free gift wih
purchase of US$25 or more (Receipts cannot
be combined.) - your establishment has agreed
to provide. *Limited to one gift per person.
Cannot be used in conjunction with other
offers.

5%
OFF

タモン

MAP・2 ①②C-8
③B-5
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①Micronesia Mall concourse 1
②Micronesia Mall concourse 3
③Hilton Guam Resort & Spa Lobby Fl.
①671-637-3888 ②671-649-1688
③671-647-1688
①②10:00AM～9:00PM
③正午～9:00PM
①②クリスマス ③日曜
日本語可

macy's
メイシーズ

百貨店
アメリカ本土で有名なデ
パート。アメリカンブラン
ドの衣類を中心に、雑貨、
寝具、アクセサリーなどが
揃う。

US$100以上(レシート合算不可)お買い
あげの場合、
ご利用代金から5%引き。
※セール商品、一部の商品、一部のブランドは
除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

▼

①Guam Plaza Resort & Spa
②Micronesia Mall 1F.
①671-646-7887 ②671-633-4888
①9:00AM～11:00PM ②10:00AM～9:00PM
①無休 ②クリスマス
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Lani Beach by Mireille
ラニビーチ

ファッション

ハワイアンテイストのビーチリゾートウエアやインテリアグッ
ズを取り扱っている。ほとんどの商品がメイド・イン・ハワイで、
一点物の手作りバッグやアクセサリーも揃う。

12 %
OFF

▼

MAP・2 C-8
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Nine West Outlet
ナイン・ウエスト・アウトレット

レジ打ち前

▼

Micronesia Mall 1F. C4
671-633-5264
10:00AM～9:00PM

MAP・2 D-3
Guam Premier Outlets 1F.
671-647-6463
10:00AM～9:00PM
クリスマス
日本語可

クリスマス
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タムニング
▼

デデド

Levi's Outlet Store
リーバイス・アウトレット・ストア
カジュアルウエア/アクセサリー
流行のスタイルを追いつ
づ け る、リ ー バ イ ス 専 門
店。

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。
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Original Levi's Store
オリジナル・リーバイス・ストア
カジュアルウエア/アクセサリー
流行のスタイルを追いつ
づ け る、リ ー バ イ ス 専 門
店。

※他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

▼

クリスマス

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 10% discount - your
establishment has agreed to provide. *Cannot
be used in conjunction with other offers.

デデド

MAP・2 C-8
▼

タムニング

MAP・2 D-3

レジ打ち前

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - free gift - your establishment
has agreed to provide. *Not applicable to sale
priced products, certain products and brands.
Also not applicable during certain period. Cannot
be used in conjunction with other offers.

PRESENT
ご利用代金が15 ％引きになる優待
カードを進呈。
※ JCB カ ー ド で お 支 払 い の 場 合 に 限 り、優 待
適用。詳しくは優待カード裏面を参照。

20 %
OFF

US$100以上（レシート合算不可）お買い
あげの場合、
ご利用代金から20%引き。
※おひとり様 1 回限り。最大 US$1,500 お買いあげま
で適用。一部の商品は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and chooses to
pay with a JCB Card, please provide the incentive offer 20% discount with purchases of US$100 or more - your
establishment has agreed to provide. *Limited to one time
discount per person and bulk purchase up to US$1,500. Not
applicable to certain products. Cannot be used in conjunction
with other offers. Ringing Instruction : Scan all items first,
ensure total exceeds US$100, enter [F8], [F8], [F5], 20%,
[F1], enter corporate coupon code : 5600116, [F1]. Discount
applicable to sale and promotional merchandise.

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT

■ MERCHANT

Guam Premier Outlets
671-646-0550
10:00AM～9:00PM

バッグ/靴

アメリカで人気のブラン
ド店。洗練された素材を使
い、熟練された技能で作ら
れた流行のスタイルの婦
人靴をリーズナブルな価
格で販売。

■ MERCHANT

MAP・2 C-8

提示タイミング
■ MERCHANT

When a customer presents this page at Fine
Jewelry department or Men's building at the
Ralph Lauren register at macy's Micronesia Mall,
please provide this JCB customer with a 15%
lnternational Savings Card.
PROMO CODE : BC83B4

※時期により閉店時間が異なる場合あり。
感謝祭、クリスマス

※セール商品は除く。おひとり様 1 回限り。他
の優待との併用不可。

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 12% discount your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to sale priced products. Limited to
one time discount per person. Cannot be used in
conjunction with other offers.

※セール商品、一部の商品・ブランドは除く。
一部の時期は除く。他の優待との併用不可。

■ MERCHANT

Micronesia Mall
671-637-9416
10:00AM～9:00PM

ご利用代金から12%引き。
提示タイミング

商品をお買いあげの方に、
プレゼント
を進呈。

メイシーズ1階のジュエリー売場または紳士館の
ラルフ・ローレン売場で JCBカードとこのページ
をご提示ください。

デデド

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 5% discount with
purchases of US$100 or more (Receipts cannot
be combined.) - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to sale priced, certain
products and certain brands. Cannot be used in
conjunction with other offers.

MAP・2 ①C-7 ②C-8

PRESENT

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
①タモン ②デデド

アクセサリー/ジュエリー

グアムの老舗宝石専門店。高品質で多彩
なデザインのジュエリーが豊富に揃う。

いあげの方に、
プレゼントを進呈。

セレクトショップ

グアムで人気のトレンディーなセレクトショップ。アパレル、コ
スメ、おみやげコーナーが充実の品揃え。ユニークな新商品がぞ
くぞくと入荷。

Lin's Jewelry Co.

US$25以上（レシート合算不可）お買

JP Superstore
ジェーピースーパーストア

26

▼

22

Valid July 2017 〜 June 2018

Micronesia Mall 1F.
671-637-0560
10:00AM～9:00PM

クリスマス

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 10% discount - your
establishment has agreed to provide. *Cannot
be used in conjunction with other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

Pink Diamonds AUSTRALIA

10 %

ピンク・ダイアモンド・オーストラリア
アクセサリー/ジュエリー

オーストラリア産の希少
なピンクダイアモンドを
は じ め、真 珠、オ パ ー ル、
ゴールド、プラチナなどを
販売している。
タモン
▼

MAP・2 C-7

OFF

ご利用代金から10%引き。
※一部の商品は除く。

提示タイミング

PRESENT
US$300以上（レシート合算可）お買
いあげの方に、
プレゼントを進呈。

※一部の店舗は除く。おひとり様 1 回限り。ご利
用日当日のレシートの み 有 効 。タモン・サンズ・
プラザ内の他の優待店 ⑭「 BALENCIAGA 」
「Chloé」
「GIVENCHY」㉛「ROLEX」㊽「Joinus
Restaurant Keiyaki」との優待併用可。

提示タイミング
カスタマーサービスでJCBカードご利用控とこの
ページをご提示ください。

タモン

5%

時計

OFF

①The Plaza North Lobby Level
②Tumon Sands Plaza 1F.
①671-646-2591 ②671-642-2222
①10:00AM～11:00PM
②10:00AM～10:00PM
無休
日本語可

Sugar Cookie Nails & Cosmetics

シュガークッキーネイルズ ＆ コスメティックス
ネイルケア・ボディケア用品
「コスメとギフトのシュ
ガークッキー !」グアム最
大級のコスメショップ。ネ
イルで有名な O・P・I を中
心に世界中のコスメが揃
う。プチプラからプロ級コ
スメまで取り扱っている。
①タモン ②デデド
▼

MAP・2 ①C-7 ②C-8
①The Plaza North Lobby Level ②Micronesia Mall 1F. C4
①671-649-3546 ②671-633-2079
①10:00AM～11:00PM ②10:00AM～9:00PM
①無休 ②クリスマス
日本語可

※セール商品、一部の商品、一部の時期は除く。
②でご利用の場合、34番「Tumon Sands Plaza」
JCB優待との併用可。他の優待との併用不可。

When a customer presents this page and chooses
to pay with a JCB Card, please provide the incentive
offer - 5% discount with regular priced products
- your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to sale priced, certain products and during
certain periods. Cannot be used in conjunction with
other offers. Tumon Sands Plaza branch can be
conjunction with offer 'Tumon Sands Plaza'.

5%
OFF

&

タムニング
▼

MAP・2 D-3

PRESENT

ⓐご利用代金から5%引き。
ⓑUS$60
以上
（レシート合算不可）お買いあげ
の方に、
プレゼントを進呈。
※ⓐセール商品、一部の商品は除く。他の優待
との併用不可。
（ ⓐⓑ優待併用可）

提示タイミング

レジ打ち前
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Tommy Hilfiger
トミー・ヒルフィガー

ファッション

1984年に設立の、創業者トミー・ヒルフィガー氏自身の名前を冠

したブランド。メンズウエアやレディースウエア、キッズウエア、
スポーツウエアのほかにもバッグや小物などを豊富に取り揃え
ている。

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※ 一 部 対 象 外 の 商 品 あ り。詳 細 は 店 頭 で お 問
い合わせください。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer -10% discount your establishment has agreed to provide.
*See storefor more details. Certain restrictions
may apply. PROMO CODE 500012804000

タムニング

MAP・2 D-3

Guam Premier Outlets 1F.
671-969-1310
10:00AM～9:00PM
クリスマス

■ MERCHANT
When a customer presents this page and chooses
to pay with a JCB Card, please provide the incentive
offer - 5% discount and free gift with purchases of
US$60 or more (Receipts cannot be combined.)your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to sale priced and certain products. Cannot
be used in conjunction with other offers.

5%
OFF

時計

カジュアルからクラシッ
ク、フォーマルまで取り揃
えた時計とサングラスの
専門店。G ショック、ゲス、
ディーゼル、アルマーニ、
レイバン、ナイキ、フェン
ディなど人気の時計やサ
ングラスが豊富に揃う。

レジ打ち前

■ MERCHANT

TIME & STYLE BY CARONEL
タイム・アンド・スタイル・バイ・カロネル

無休
日本語可

通常価格の商品をお買いあげの場合、
ご利用代金から5%引き。
※ セ ー ル 商 品、一 部 の 商 品、一 部 の 時 期 は 除
く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 5% discount with regular
priced products - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to sale priced, certain
products and during certain periods. Cannot be
used in conjunction with other offers.
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Cold Stone Creamery
コールドストーン・クリーマリー

カフェ/スイーツ

マイナス9℃の冷たい石板
の上で、注文を受けてから
アイスクリームとナッツ
やフルーツを混ぜたオリ
ジナルアイスを作る人気
のお店。
①デデド ②タムニング

MAP・2 ①C-8 ②D-3
▼

▼

MAP・2 ①C-7 ②C-6

MAP・2 C-6

1082 Pale San Vitores Road, Tumon
671-646-6802
10:00AM～10:00PM

通常価格の商品をお買いあげの場合、
ご利用代金から5%引き。

提示タイミング

タモン

When a customer presents this page and his (or
her) JCB payment receipt of Tumon Sands Plaza,
please provide the incentive offer - free gift with
purchases of US$300 or more.(Receipt can be
combined but redeem must be made same
day of the receipt date.) - your establishment
has agreed to provide. *Not applicable to
certain brand shop. Limited to one gift per
person. Redeem must be made same day of
the receipt date. Can be conjunction with offer
BALENCIAGA, Chloé, GIVENCHY, ROLEX and
Joinus Restaurant Keiyaki.

▼

ロレックス

クリスマス
日本語可

最高級ブランドの店舗が並び、豊富な品揃えと新作の入荷が早い
のが魅力。

■ MERCHANT

ROLEX

Guam Premier Outlets
671-647-2616
10:00AM～9:00PM

ショッピング

■ MERCHANT

グアムの正規ロレックス
専門店。素材、デザイン、サ
イズにいたるまで幅広い
ラ イ ン ア ッ プ で 常 時 200
種類以上の商品を取り揃
える。
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タモン・サンズ・プラザ

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 10% discount your establishment has agreed to provide. *Not
applicable to certain products.

無休
日本語可
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Tumon Sands Plaza

レジ打ち前

The Plaza North Lobby Level
671-646-8847
10:00AM～11:00PM

31

34

▼

30

Valid July 2017 〜 June 2018

①Micronesia Mall 1F. ②Guam Premier Outlets
①671-633-8800 ②671-649-4800
日～木 11:00AM～10:00PM
金・土 11:00AM～0:00AM (深夜)
①感謝祭、クリスマスは営業時間が異なります。
クリスマス
日本語メニューあり

10 %
OFF

シグネチャークリエーションズをご
注文された場合、
ご利用代金から10%
引き。
※一部商品は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to certain products.
Cannot be used in conjunction with other
offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

フーディーズ

コンビニ
スープや自分で作るホッ
トドッグが人気のアメリ
カンスタイルのコンビニ。
ガソリンスタンドのシェ
ルに併設されている店舗
をあわせ、グアム島内に 8
店舗展開している。
タムニング

MAP・2 D-3
▼

Guam Premier Outlets
671-646-1026
10:00AM～9:00PM
クリスマス

Guam Premier Outlets店以外の店舗詳細は、
JCBプラザ ラウンジ・グアムまでお問い合わせください。
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OHANA Beach Club
オハナ・ビーチ・クラブ

アメリカ料理

オープンエアスタイルで
ビーチでのアクティビ
ティの合間にハンバー
ガー、サンドイッチ、各種
ドリンクが楽しめる。

タモン
▼

MAP・2 C-7
Outrigger Guam Beach Resort
671-649-9000
10:00AM～8:00PM

PRESENT

Al Dente
アルデンテ

インターナショナル料理/セミビュッフェ
カフェキッチンのダイニ
ングスタイルは、メイン料
理の前の前菜や新鮮な野
菜、ス ー プ な ど が ビ ュ ッ
フェスタイルで楽しめる
レストラン。

※一部商品は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer -20oz fountain drink with the
purchase all bentos, soup, hotdogs, siopao, nachos
and musubi - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to certain products.
Cannot be used in conjunction with other offers.

MAP・2 C-7
Hyatt Regency guam Lobby Fl.
671-647-1234
＜朝食＞6:30AM～10:00AM
＜ランチ＞11:30AM～2:00PM
＜ディナー＞6:00PM～10:00PM
＜サンデーブランチ＞11:30AM～2:30PM
無休

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※飲み物は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer -10% discount your establishment has agreed to provide.
*Not applicable to drinks. Cannot be used in
conjunction with other offers.
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日本語メニューあり

California Pizza Kitchen
カリフォルニア・ピザ・キッチン

アメリカ料理

2011年にアメリカ・カジュ

アルダイニング部門で消
費 者 推 薦 レ ス ト ラ ン1位

(Nation's Rest aurant
News) を 獲 得 し た、カ リ

フォルニアスタイルのレ
ストラン。
タモン

MAP・2 C-6
Holiday Resort & Spa Guam 1F.

イタリア料理

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※最大 20 名様まで適用。レストランでの支払
いに限る。他の優待との併用不可。

提示タイミング

支払い時

タモン
▼

MAP・2 C-7
Hyatt Regency Guam Lobby Fl.
671-647-1234
6:00PM～10:00PM

When a customer presents this page at the
time of paying and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - a
special 10% discount - your establishment has
agreed to provide. *Limited up to 20 persons.
Not available when charging to the room. Cannot
be used in conjunction with other offers.

無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

BEACHIN' SHRIMP
シーフード/多国籍料理
チャモロ風、スペイン風、
アメリカ風などワールド
ワイドなメニューでプリ
プリのエビを堪能できる。

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※飲み物は除く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
タモン
▼

MAP・2 ①C-7 ②C-5
①The Plaza South Plaza Level
②Flametree Plaza (Across Pacific Island Club)
①671-642-3224 ②671-989-3224
日～木・祝 10:00AM～10:00PM
金・土 10:00AM～11:00PM
無休
日本語メニューあり、平均予算 ～US$20

When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to drinks. Cannot be
used in conjunction with other offers.

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※朝食は除く。一部の時期は除く。レストラン
で の 支 払 い に 限 る。最 大 20 名 様 ま で 適 用。他
の優待との併用不可。

提示タイミング

支払い時

■ MERCHANT

タモン

■ MERCHANT

■ MERCHANT

ビーチンシュリンプ

カフェ キッチン

671-647-4888

日～木・祝 11:00AM～10:00PM／金・土 11:00AM～11:00PM
無休
日本語メニューあり、平均予算 ～US$20

本場のイタリア料理が食
べられることで有名な雰
囲気が良いレストラン。
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Café Kitchen

スープ、ホットドッグ、お弁当、おにぎり、
シューパオ
（焼包）
、
ナチョスをお買いあげ
の方に20oz
（約591ml）
の飲み物を進呈。

無休
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▼

FOODY'S

▼
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Valid July 2017 〜 June 2018

When a customer presents this page at the
time of paying and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - 10%
discount - your establishment has agreed to
provide. *Not applicable to breakfast and during
certain periods. Limited up to 20 persons. Not
available when charging to the room. Cannot be
used in conjunction with other offers.

SERVICE
メインディッシュを2品ご注文の方
に、
アイスクリーム付きチョコレート
スフレをひとつサービス。

※ 1 テーブルにつきひとつ。他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer one chocolate souffle cake with ice cream with
two main dishes order - your establishment has
agreed to provide. *Limited to one free dessert
per table. Cannot be used in conjunction with
other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

地元の方にも人気のファ
ミリースタイルのイタリ
アンレストラン。仲間と一
緒 に 大 皿 料 理 を ど う ぞ。
ディナー時、主要ホテルま
での無料送迎あり。(ハガニ
ア店はオンワード、シェラ
トン、レオパレスリゾート
のみ無料送迎あり)
▼

▼

①②タモン ③ハガニア MAP・2 ①C-7 ②C-5 MAP・1 ③B-1
①Paciﬁc Place ②Royal Orchid Guam Lobby Fl.
③Agana Shopping Center 1F.
①671-647-3746 ②671-646-9653 ③671-472-1009
11:00AM～10:00PM
無休
日本語メニューあり、平均予算 ～US$20
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EAT STREET GRILL
イート・ストリート・グリル

ファストフード

本格的なハンバーガーや
リブが楽しめるレストラ
ン。朝食にはパンケーキや
エッグベネディクトなど
のメニューもおすすめ。

SERVICE

▼

The Plaza South Plaza Level
671-989-7327
日～木・祝 7:30AM～10:00PM
金・土 7:30AM～11:00PM
※7:30AM～11:30AMは朝食メニューのみ。

提示タイミング

シーフード

店内にディスプレイされた
新鮮な海の幸を、お好みの調
理方法でシェフに料理して
もらえるレストラン。
タモン

タモン

10 %
OFF

▼

無休
日本語可、要予約、
平均予算 US$20～40

Hard Rock Cafe Guam
アメリカ料理/ロックショップ

世界のハードロックカ
フェ。アメリカンフィーリ
ング満載のエンターテイ
ンメントレストランと
ロックショップ。

MAP・2 C-7
▼

タモン

The Plaza North Lobby Level
671-648-7625
＜ロックショップ＞10:00AM～11:00PM
＜レストラン＞ 10:00AM～0:00AM
（深夜）
＜バー＞日～木 10:00AM～0:00AM
（深夜）
金・土 10:00AM～翌2:00AM
無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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Joinus Restaurant Keyaki
ジョイナス・レストラン・けやき

オーダー時

■ MERCHANT

日本料理 / 鉄板焼

タモン

MAP・2 C-6

Tumon Sands Plaza 1F.
671-646-4087
＜ランチ＞11:00AM～2:00PM
（L.O.1:45PM）
＜ディナー＞5:30PM～10:00PM
（L.O.9:30PM）
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Nana's Cafe
ナナズカフェ

シーフード / ステーキ
タモンビーチに面した絶
好のロケーション。グアム
では数少ないシーフード
とステーキのレストラン。

ご利用代金から10%引き。

※ ス ペ シ ャ ル メ ニ ュ ー お よ び 飲 み 物 は 除 く。
一部の時期は除く。最大 6 名様まで適用。他の
優待との併用不可。
入店時

When a customer presents this page at the time
of entering and chooses to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - 10% discount your establishment has agreed to provide. *Except
special menu, drinks and during certain periods.
Limited up to 6 persons. Cannot be used in
conjunction with other offers.

MAP・2 B-7
Next to Outrigger Guam Resort
671-649-6262
＜朝食＞6:30AM～10:30AM（L.O. 10:15AM）
＜ランチ＞11:00AM～2:00PM（L.O. 1:45PM）
＜ディナー＞6:00PM～10:00PM（L.O. 9:30PM）
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OUTBACK STEAKHOUSE
アウトバック・ステーキハウス

アメリカ料理/ステーキ

オリジナルのスパイスで
味付けをしたステーキが
人気。サイドメニューのフ
ライドオニオンはおつま
みにぴったりの一品。

レストランでUS$35（レシート合算不可）以上
ご利用の方に、クラシックショットグラスを進呈。
※ ア ル コ ー ル は 除 く。お ひ と り 様 に つ き ひ と
つ。他の優待との併用不可。

提示タイミング
ロックショップで JCBカードご利用控とこのペー

SERVICE

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer one free iced tea with main dish order - your
establishment has agreed to provide. *Dinner
time only. Not applicable to certain menu. Cannot
be used in conjunction with offers but can be
conjunction with offer 'Tumon Sands Plaza'.

SERVICE
メインディッシュをご 注 文の方に、
アイスティーまたはノンアルコール
飲料を1杯サービス。
※ディナー時のみ適用。他の優待との併用不可。

■ MERCHANT

MAP・2 B-7
Pacific Place 2F.

671-646-1543

日～木 11:00AM～10:00PM
金・土 11:00AM～11:00PM
感謝祭、クリスマス
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering, and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - one
free iced tea, soda or non alcoholic beverages
with main dish order - your establishment has
agreed to provide. *Dinner time only. Cannot be
used in conjunction with other offers.

SERVICE
メインディシュをご注文の方に、
サン
デーをひとつサービス。
※ 1 グループにつきひとつ。他の優待との併用
不可。

提示タイミング
タモン

ジをご提示ください。

When a customer presents this page at the time of paying
and chooses to pay with a JCB Card, please provide the
incentive offer - a complimentary souvenir with a food
purchases US$35 or more.(Receipts cannot be combined.)
- your establishment has agreed to provide. *Available with
a food and non-alcoholic beverage purchases made at the
Restaurant. *Limited to one free gift per person. Cannot be
used in conjunction with other offers.

入店時

When a customer presents this page at the
time of entering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount - your establishment has agreed
to provide. *Dinner time only. Not applicable to
special menu, drinks and during certain periods.
Limited up to 6 persons. Cannot be used in
conjunction with other offers.

提示タイミング
タモン

無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

PRESENT

※ ス ペ シ ャ ル メ ニ ュ ー お よ び 飲 み 物 は 除 く。
一部の時期は除く。最大 6 名様まで適用。他の
優待との併用不可。

鉄板焼、寿司、すき焼きを
メインディッシュをご注文の方に、
ア
はじめ、日本の味が楽しめ、
イスティーを1杯サービス。
地元の方にも人気の和食
※ デ ィ ナ ー 時 の み 適 用。一 部 の メ ニ ュ ー は 除
レストラン。鉄板焼と和食
く。他 の 優 待 と の 併 用 不 可。34 番「 Tumon
のコーナーに分かれてい
Sands Plaza 」JCB 優待との併用可。
るが、どちらに座っても全
メニューの注文が可能。
提示タイミング
オーダー時

■ MERCHANT

Hilton Guam Resort &
Spa 1F.
671-646-3463
6:00PM～9:30PM

ハードロックカフェ・グアム

MAP・2 B-5

※飲み物は除く。他の優待との併用不可。

OFF

OFF

ディナー時のご利用代金から10%引き。

■ MERCHANT

Hilton Guam Resort & Spa GF.
671-646-3463
＜朝 食＞ 月～土 6:30AM～10:30AM
日・祝 6:30AM～10:00AM
＜ランチ＞ 月～土 11:30AM～1:30PM／日 11:00AM～2:30PM
＜ディナー＞6:00PM～9:00PM
無休
日本語可、要予約、平均予算 US$20～40

ご利用代金から10%引き。

10 %

10 %
提示タイミング

オーダー時

When a customer presents this page at the time
of ordering and chooses to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - one free
Banana Semifreddo with main dish order. - your
establishment has agreed to provide. *Limited to
one free Banana Semifreddo per group. Cannot
be used in conjunction with other offers.

提示タイミング

MAP・2 B-5
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リラックスした雰囲気の
なかで多彩なメニューを
楽しめる。

■ MERCHANT

提示タイミング

ビュッフェ

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

Fisherman's Cove
フィッシャーマンズ コーブ

アイランダーテラス

※ 1 グループにつきひとつ。テイクアウトオー
ダーは除く。他の優待との併用不可。

無休
日本語メニューあり、平均予算 ～US$20
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ISLANDER TERRACE

メインディッシュをご注文の方に、
バ
ナナセミフレッドをひとつサービス。

When a customer present this page at the time
of ordering and chooses to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - 10% discount
- your establishment has agreed to provide.
*Not applicable to drinks. Cannot be used in
conjunction with other offers.

タモン

MAP・2 C-7
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▼

イタリア料理

▼

カプリチョーザ

▼

Capricciosa

▼

43

Valid July 2017 〜 June 2018

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - one free
sundae dessert with main dish order - your
establishment has agreed to provide. *Limited
one per group. Cannot be used in conjunction
with other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

PALM CAFE
ビュッフェ
グアムのローカル料理か
ら、インターナショナル料
理、日 本 食 ま で 幅 広 く
ビュッフェ形式で提供し
ている大人気のメインダ
イニング。
タモン
▼

Outrigger Guam Beach Resort Lobby Fl.
671-649-9000
＜朝食＞月～土 6:30AM～10:00AM / 日 6:30AM～9:30AM
＜ランチ＞月～土 11:00AM～2:00PM / 日 10:30AM～2:00PM
＜ディナー＞5:00PM～10:00PM
（6:00PMまではアラカルト
メニューのみ。）
無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

ステーキ・グリル料理

厳選した特上アンガス
ビーフやリブアイステー
キを、世界中のワインとと
もに味わえる。鉄板焼や炉
辺焼グリルスペース、ピザ
釜も設置しており、本格的
な料理が幅広く楽しめる。

MAP・2 C-7
▼

タモン

Guam Plaza Resort & Spa

671-646-7803

＜朝食＞6:30AM～10:30AM (L.O. 10:00AM)
＜ランチ＞11:30AM～2:00PM (L.O. 1:45PM)
＜ディナー＞6:00PM～9:30PM (L.O. 9:00PM)
無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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Roy's
ロイズ

ヨーロピアン・アジアン料理
ヨーロッパとアジアのテ
イストが融合された料理
とバラエティーに富んだ
ドリンクを、ゆったりとし
た雰囲気のなかで楽しめ
る。

▼

MAP・2 B-5
Hilton Guam Resort & Spa 1F.
671-646-3463
6:00PM～10:00PM（L.O. 9:30PM）

無休
日本語可、スマートカジュアル、要予約
3歳未満は入店不可、平均予算 US$40～

Sejong Korean Restaurant
世宗

Sea Grill
シーグリル

パシフィック・リム料理

くじらのオブジェが目印の、海底をテーマとしたレストラン。

※ランチとディナービュッフェのみ適用。サン
デーブランチ、一部のメニュー、時期は除く。他
の優待との併用不可。

提示タイミング

提示タイミング

SERVICE
メインディッシュをご 注 文の方に、
アイスティーまたはノンアルコール
飲料を1杯サービス。

※ディナー時のみ適用。他の優待との併用不可。
オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - one
free iced tea, soda or non alcoholic beverages
with main dish order - your establishment has
agreed to provide. *Dinner time only. Cannot be
used in conjunction with other offers.

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※スペシャルメニューおよび飲み物は除く。一
部の時期は除く。最大 6 名様まで適用。他の優
待との併用不可。

提示タイミング

韓国料理
韓国焼肉だけでなく、鍋物
や一品料理もリーズナブ
ルな価格で堪能できる、地
元の方にも人気の店。主要
ホテルまでの無料送迎あ
り。

店舗での提示は不要。
（JCBプラザ ラウンジ・グア
ムを通してご予約ください。
）

■ MERCHANT
タモン

MAP・2 C-7

無休
日本語メニューあり、要予約、平均予算 US$20～40

アッパータモン
▼

MAP・2 D-5
Marine Corps Drive, Upper Tumon (Next to K-Mart)
671-649-5556／671-649-5559
＜ランチ＞月～金 11:00AM～3:00PM(L.O 2:00PM)
＜ディナー＞5:00PM～10:00PM(L.O 9:00PM)
無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

10

%
OFF

ご利用代金から10%引き。

※ランチスペシャルおよび飲み物は除く。

When a customer chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - the
JCB Special Menu - your establishment has
agreed to provide. *JCB Special Menu is only
for reservations made through the JCB PLAZA
Lounge Guam. Not applicable during certain
periods.

＜US$25スペシャルランチメニュー＞
ミックスガーデンサラダ・オリエンタルドレッシング／ニューヨークステーキ
（約226g）
・味噌照り焼きソース
（ライス、
野菜付）
またはシーフードパスタポロモード・トマトバジルソース
（ガーリックブレッド付）
／シェフの日替わりデザート／アイスティー、
ソーダまたはコーヒー
＜US＄38スペシャルディナーメニュー＞
ミックスガーデンサラダ・オリエンタルドレッシング／本日のスープ／海老とカニのすり身で覆ったサーモン・サフロン・ディル
ソース
（ガーリックマッシュポテト、
野菜付）
またはジャンボ海老のグリルポロモード
（ガーリックブレッド付）
または牛ローストプ
ライムリブ
（ライス、
野菜付）
／シェフの日替わりデザート／アイスティー、
ソーダまたはコーヒー
＜US＄60スペシャルディナーメニュー＞
ゴマで覆ったマグロのサラダ・ワサビ味噌ビネグレット／本日のスープ／牛フィレミニョンとジャンボ海老のコンポ・アンチョ
デミグレース
（マッシュポテト、
野菜付）
／チョコレートガナッシュケーキ・ベリーがけ／アイスティー、
ソーダまたはコーヒー
※メニュー内容は変更になる場合あり。
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Tony Roma's
トニーローマ

アメリカ料理

アメリカ本土に本店がある、ベイビーバックが有名なバーベ
キューリブステーキ専門店。ディナー時、主要ホテルまでの無料
送迎あり。(ハガニア店はオンワード、シェラトン、レオパレスリ
ゾートのみ無料送迎あり)

入店時

When a customer presents this page at the
time of entering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to special menu,
drinks and during certain periods. Limited up to
6 persons.Cannot be used in conjunction with
other offers.

提示タイミング

US$25(ランチ時のみ)、US$38また
は US$60(デ ィナ ー 時 の み ) の ス ペ
※ 一 部 の 時 期 は 除 く。メ ニ ュ ー 内 容 は 変 更 に
なる場合あり。

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 10% discount - your
establishment has agreed to provide. *Lunch and
dinner buffets only. Not applicable sunday brunch,
certain menu and during certain periods. Cannot
be used in conjunction with other offers.

提示タイミング

SPECIAL MENU
シャルメニュー。

オーダー時

SPECIAL
MENU

or

SERVICE

ⓐUS$28、
US$38またはUS$48のス
ペシャルメニュー。 ⓑメインディ
ッシュを２品ご注文の方にフライドオ
ニオンリングをひとつサービス。
※ⓐ各メニュー 2 名様以上適用。ⓑ1 グループ
につきひとつ。ⓐⓑ優待併用不可。テイクアウ
トオーダーは除く。他の優待との併用不可。

■ MERCHANT

タモン

54

ご利用代金から10%引き。
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The Plaza South Second Level
671-649-6637
11:00AM～10:00PM (5:00PMまではランチタイム)

Rootz Hill's Grillhouse
ルーツ ヒルズ グリルハウス

OFF

■ MERCHANT

MAP・2 C-7

52

10 %

▼

パームカフェ

提示タイミング

①タモン
②ハガニア
①MAP・2 C-5
②MAP・1 B-1
▼ ▼

51

Valid July 2017 〜 June 2018

①Royal Orchid Guam 1F.
②Agana Shopping Center 1F.
①671-646-0017 ②671-477-4071
①日～木・祝 11:00AM～10:00PM／金・土 11:00AM～10:30PM
②11:00AM～10:00PM
無休
日本語メニューあり、要予約、平均予算 US$20～40

ⓐ店舗での提示不要。(JCB プラザ ラウンジ・
グアムを通してご予約ください。）
ⓑオーダー時および支払い時

■ MERCHANT
When a customer chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - the
JCB Special Menu or one free Onion rings with
two main dishes order - your establishment has
agreed to provide. *JCB Special Menu is only
for reservations made through the JCB PLAZA
Lounge Guam and for more than 2 persons. One
free Onion rings for limited one per group. Cannot
be used in conjunction with other offers.

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to lunch special and
drinks.

＜US$28スペシャルメニュー＞
フライドオニオンリング／本日のスープ(ボウル)／オリジナルベイビーバックリブ(ハーフサイズ、
ライス・コールスロー付)／ア
イスクリーム
＜US$38スペシャルメニュー＞
フライドオニオンリング／シーザーサラダ／本日のスープ(カップ)／セントルイスリブ＆海老フライセット
（ライス・コールス
ロー付）
／フライドオレオクッキー
＜US$48スペシャルメニュー＞
フライドオニオンリング／アジアンサラダ
（海老）
／本日のスープ(カップ)／オリジナルベイビーバックリブ
（フルサイズ、
ライス・
コールスロー付）
／チョコレートブラウニー／ホットコーヒー
※メニュー内容は変更になる場合あり。

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan
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Chinese Restaurant Toh-Lee
桃李

中国料理

タモン湾の雄大な景色を楽しみながら、本格的な中国料理を堪能
できるレストラン。

Valid July 2017 〜 June 2018

SPECIAL
MENU

&

SERVICE

US$48＋10%サービス料のスペシャル

メニューまたは通常コースメニューを
ご注文の方に、ドリンク（指定ビール、
ソーダ、ジュース、
ウーロン茶、グラスハ
ウスワインのなかから1杯）
をサービス。

60

WAGAYA 88
ワガヤ ハチハチ

韓国料理 / 焼肉

焼肉とローカルバーベキュー、アジアフュージョン料理が楽しめ
るお店。

When a customer presents this page at the
time of entering and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - One
free iced tea - your establishment has agreed
to provide. *Dinner time only. Cannot be used in
conjunction with other offers.

＜JCBスペシャルメニュー＞店舗での提示不要。
（JCBプラザ ラウンジ・グアムを通してご予約く
ださい。
） ＜通常コースメニュー＞オーダー時

■ MERCHANT

＜US$48スペシャルメニュー＞
銘々盛り 前菜／海老団子と青のりのとろみスープ／飲茶3種盛り／海
老料理 2つの味わい チリソースとマヨネーズソース／牛リブロースの
黒胡椒炒め／干し貝柱とイタヤ貝柱のレタス炒飯／本日のデザート
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弁慶

日本料理

南国風の庭園を望みながら、ゆっくりと四季折々の日本料理を楽
しめるレストラン。

SPECIAL
MENU

&

SERVICE

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

無休 ※寿司バーは月曜定休。
日本語可、日本語メニューあり、要予約、平均予算 US$40～

＜US$48スペシャルメニュー＞
季節の小鉢／お造里二種盛り／本日の焼魚／海老と野菜の天婦羅／野
菜サラダ／酢の物／ご飯・味噌汁・香の物／水物
※メニュー内容は変更になる場合あり。

59

T.G.I. Friday's

ティー・ジー・アイ・フライデーズ

アメリカ料理

アメリカを代表するカジュアルレストラン。アメリカンクラシッ
クな店内でボリューム満点の料理とドリンクをエンターテイン
メントあふれるサービスと一緒に楽しめる。

メニューまたは通常コースメニューを
ご注文の方に、ドリンク（指定ビール、
ソーダ、ジュース、
ウーロン茶、グラスハ
ウスワインのなかから1杯）
をサービス。

＜JCBスペシャルメニュー＞店舗での提示不要。
（JCBプラザ ラウンジ・グアムを通してご予約く
ださい。
） ＜通常コースメニュー＞オーダー時

■ MERCHANT
When a customer chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - the
JCB Special Menu or Regular Set Menu with
one glass of drink.(beer, soda, juice, oolong
tea or house wine) - your est ablishment
has agreed to provide. *JCB Special Menu
is only for reser vations made through the
JCB PLAZA Lounge Guam. Dinner time only.
Except 12/31,1/1,1/2 and 1/3. Cannot be used in
conjunction with other offers.

10 %
OFF

ご利用代金から10%引き。

※アルコールは除く。他の優待（他のクーポン
やランチメニュー等、特別価格の商品）との併
用不可。

提示タイミング

支払い時

■ MERCHANT

タモン
▼

MAP・2 C-7
Guam Plaza Resort & Spa
671-647-8443
10:00AM～11:00PM（L.O. 10:00PM）

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 ～US$20

スパ＆フェイシャルマッサージ

タムニング

When a customer presents this page at the
time of paying and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - 10%
discount - your establishment has agreed to
provide. *Not applicable to alcoholic beverage,
lunch special and special priced menu. Cannot
be used in conjunction with other offers.

MAP・2 B-3

Sheraton Laguna Guam
Resort 1F.
671-646-2222
10:00AM～11:00PM
無休
日本語可、要予約

＜US$145スペシャルコース
（120分）
＞
フルボディマッサージ（60 分）、ミニフェイシャル（30 分）、リラク
セーション（30分）

62

Island Sirena
アイランド セレナ

スパ＆フェイシャルマッサージ

体を開放する心地よさを味わえる
スパ。主要ホテルまでの無料送迎
あり。
タモン

MAP・2 C-7
▼

▼

Hotel Nikko Guam Lobby Fl.
671-646-0064
＜朝食＞7:00AM～10:00AM、＜ランチ＞11:30AM～2:00PM
＜ディナー＞6:00PM～10:00PM

アンサナ・スパ

US$48＋10%サービス料のスペシャル

提示タイミング

MAP・2 B-7

Angsana Spa

プロの技で施される、植物と伝統療法を組み合わせた7種類の多
国籍マッサージ、ラップ、トリートメント、フェイシャルからなる
オリジナルテラピーが堪能できる。

※ デ ィ ナ ー 時 の み 適 用。12/31 〜 1/3 は 除 く。
他の優待との併用不可。

タモン

MAP・2 C-6

Grand Plaza Hotel 2F.
671-647-8880
＜ランチ＞11:00AM～2:00PM
＜ディナー＞5:00PM～10:00PM

61

※メニュー内容は変更になる場合あり。

Japanese Restaurant Benkay

タモン

▼

無休
日本語可、日本語メニューあり、要予約、平均予算 US$40～

When a customer chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - the
JCB Special Menu or Regular Set Menu with
one glass of drink.(beer, soda, juice, oolong
tea or house wine) - your establishment has
agreed to provide. *JCB Special Menu is only
for reservations made through the JCB PLAZA
Lounge Guam and for more than 2 persons.
Dinner time only. Except 12/31,1/1,1/2 and 1/3.
Cannot be used in conjunction with other offers.

オーダー時

▼

▼

MAP・2 B-7

※ディナー時のみ適用。他の優待との併用不可。

提示タイミング

提示タイミング

Hotel Nikko Guam 16F.
671-642-8877
＜ランチ＞11:30AM～2:00PM
＜ディナー＞6:00PM～10:00PM

アイスティーを1杯サービス。

■ MERCHANT

※ 2 名 様 以 上、デ ィ ナ ー 時 の み 適 用。12/31 〜
1/3 は除く。他の優待との併用不可。

タモン

SERVICE

Hyatt Regency Guam
Lobby Fl.
671-647-4245／
671-647-4247
10:00AM～10:00PM
無休
日本語可、要予約

＜US$80 スペシャルコース（ 60 分）＞
フルボディマッサージ
＜US$160スペシャルコース
（120分）
＞
ボディマッサージ（45分）、フェイシャル（45分）
、フットマッサージ
（30分）

SPECIAL
COURSE

&

20 %
OFF

ⓐJCBプラザ ラウンジ・グアムを通して事
前予約の場合、US$145のスペシャルコー
スをご提供。 ⓑロゴショップで商品購入の
際、ご利用代金から20%引き。
※ ⓑ セ ー ル 商 品 は 除 く。他 の 優 待 と の 併 用 不
可。
（ ⓐⓑ優待併用可。）

提示タイミング
ⓐ店舗での提示不要。 ⓑ支払い時

■ MERCHANT

ⓐUS$145 JCB Special Course *JCB Special
Course is only for reservation made through
the JCB PLAZA Lounge Guam.
ⓑ When a customer chooses to pay logo
shop product with a JCB Card, please provide
the incentive offer - 20% discount - your
establishment has agreed to provide.
*Not applicable to sale priced products. Cannot
be used in conjunction with other offers.

SPECIAL COURSE
JCB プラザ ラウンジ・グアムを通
して事前予約の場合、US$80または
US$160のスペシャルコース(飲み
物付）をご提供。

※妊娠されている方は要相談。他の優待との併
用不可。

提示タイミング
店舗での提示不要。

■ MERCHANT
US$80 or US$160 JCB Special Course is only
with refreshment drink.
＊JCB special course is only for reser vation
made through the JCB PLAZA Lounge Guam.
Need to discuss for pregnancy.
＊Cannot be used in conjunction with other
offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan
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Mandara Spa
マンダラ・スパ

スパ＆フェイシャルマッサージ

ワールドクラスの技術と設備を備えた南国ムードたっぷりのリ
ゾートスパ。

Valid July 2017 〜 June 2018

SPECIAL
COURSE

20 %

&

OFF

66

SandCastle Saipan

サンドキャッスル・サイパン

ショー

マジシャンによる本
格的なイリュージョ
ン、華麗なダンスな
ど、ラスベガススタ
イルの魅惑的な
ショーが楽しめる。

ⓐ JCB プラザ ラウンジ・グアムを
通して事前予約の場合、US$90また
はUS$85のスペシャルコースをご
提供。 ⓑスパトリートメントのご
利 用 代 金 か ら 20% 引 き。 ⓒ ロ ゴ
ショップで商品購入の際、ご利用代
金から20%引き。
※ 他 の 優 待 と の 併 用 不 可。ⓑ JCB ス ペ シ ャ ル
コースは除く。ⓒセール商品は除く。ⓐⓒ優待
併用可。ⓑⓒ優待併用可。

閉店しました

ガラパン

提示タイミング

ⓐ店舗での提示不要。
（ JCB プラザ ラウンジ・
グアムを通してご予約ください。）
ⓑⓒ支払い時

The Westin Resort Guam
671-648-0026
9:00AM～10:00PM
無休

要予約

＜スペシャルコース＞
Ⓐ US$90 フェイス＆ボディパッケージ（60分）
Ⓑ US$85 マッサージ＆ギフトパッケージ（50分）
Ⓒ US$85 リフレクソロジーマッサージ＆ギフトパッケージ
（50分）

MAP・3 A-1
Hyatt Regency Saipan Lobby Fl.

■ MERCHANT

ⓐUS$90 or US$85 JCB Special Course *JCB

Special Course is only for reservation made
through JCB PLAZA Lounge Guam. ⓑWhen
a customer chooses to pay for spa treatment
with a JCB Card, please provide the incentive
offer - 20% discount. *Not applicable to JCB
Special Course. ⓒWhen a customer chooses
to pay logo shop product with a JCB Card,
please provide the incentive offer - 20%
discount - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to sale priced
products. Cannot be used in conjunction with
other offers.

670-233-8585

【1 s t 】＜開場＞ディナー付き6:00PM、
ショーのみ7:00PM
＜開演＞7:15PM
【2nd】＜開場＞8:45PM ＜開演＞9:00PM
※予約受付は9:00AM～10:00PM
月・木
日本語可、日本語メニューあり、要予約
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Hertz Rent A Car

ハーツ・レンタカー

レンタカー

人気のムスタングのオープンカーをはじめとするアメリカ車が
豊富に揃う。主要ホテルまでの無料送迎あり。
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Navasana Spa
ナヴァサナ・スパ

スパ＆フェイシャルマッサージ

心身ともにいやされるトリートメントを提供しているスパ。
世界各国の伝統的な技術を取り入れた施術が受けられる。

20 %

①空港内
②⑤ガラパン
③ススペ
④サン・ロケ

OFF

スパトリートメントのご利用代金から
20%引き。

MAP・3 ②B-2
⑤B-1

When a customer presents this page upon
check in and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer
- 20% discount - your establishment has
agreed to provide. *Not applicable to make
reservation from tour agency. Not applicable
during certain periods. Cannot be used in
conjunction with other offers.

65

SPA ayualam
スパ アユアラン

68

要予約

スパ＆フェイシャルマッサージ

自然のなかで育まれた素材を用いて、深いリラクセーションへと
導くトリートメントが人気。
タモン
▼

MAP・2 ①B-5 ②B-7
①Hilton Guam

Resort & Spa

②Hotel Nikko Guam
①671-646-5378
②671-648-1007
10:00AM～10:00PM
無休
日本語可、要予約
＜US$90 スペシャルコース（ 60 分）＞
バリニーズマッサージ40分、デコルテマッサージ20分

SPECIAL COURSE

National / Alamo / enterprise

ナショナル / アラモ / エンタープライズ

①②ガラパン
③空港内

シャルコースをご提供。

提示タイミング
店舗での提示不要。

■ MERCHANT
US $ 9 0 JCB Sp e c i al c our s e. *Onl y f or
reser vation made through the JCB PLAZA
Lounge Guam. Cannot be used in conjunction
with other offers. Not accept for pregnancy.

レンタカー

全米で大きなシェアを誇るレンタカー。魅力あるラインアップの
車種を揃えている。

JCB プラザ ラウンジ・グアムを通
し て ご 予 約 の 場 合、US$90 の ス ペ
※妊娠されている方は利用不可。通常コースで
マタニティーマッサージ（60分、US$130）あり。
他の優待との併用不可。

※大人料金（ 12 歳以上）のみ対象。他の優待と
の併用不可。

提示タイミング
オプショナルツアー料金の JCBカードご利用控
（現地旅行代理店でお支払いの場合は領収書）
と
このページを、
参加当日受付カウンターでご提示
ください。

When a customer presents this page and
pays the optional tour fee with a JCB Card
or presents his (or her) JCB payment receipt
from tour agent, please provide the incentive
offer - original gift - your establishment has
agreed to provide. *This applies to all adult
(over 12 years old) customers. Cannot be used
in conjunction with other offers.

15 %
OFF

基本料金から15%引き。

※ 通 常 料 金 の レ ン タ ル の 場 合 の み 適 用。他 の
優待との併用不可。

提示タイミング

契約時(貸出時)

■ MERCHANT
When a customer presents this page upon
making agreement and paying with a JCB
Card, please provide the incentive offer - 15%
discount - your establishment has agreed to
provide. *Regular rental rate only. Cannot be
used in conjunction with other offers.

①Saipan International Airport
②Comete Center (Next to Tony Roma's)
③Kanoa Resort Saipan ④Kensington Hotel
⑤Fiesta Resort & Spa Saipan
①670-234-8336 ②670-234-7141 ③670-234-0043
④670-322-4722 ⑤670-233-4722
①24時間営業 ②8:00AM～正午、1:00PM～8:00PM
③④⑤8:00AM～正午、1:00PM～5:00PM
無休
要予約

MAP・3
①B-1 ②D-1
▼

▼

MAP・2 B-7

Outrigger Guam Beach Resort
671-647-9720
10:00AM～10:00PM
無休

①③④地図外

入店時

■ MERCHANT

タモン

▼

※旅行代理店経由でのご予約は除く。一部の時
期は除く。他の優待との併用は不可。

提示タイミング

オリジナルギフトを進呈。

■ MERCHANT

▼

MAP・2 B-7
▼

タモン

PRESENT

③地図外
①Misa Bldg. Paseo de Marianas, Garapan

(Across Fiesta Resort & Spa Saipan)

②Grandvrio Resort Saipan
③Saipan International Airport
①670-233-0111 ②670-234-6950 ③670-288-4400
①②8:30AM～5:30PM ③24時間営業
要予約

25 %
OFF

基本料金から25%引き。

※ 通 常 料 金 の レ ン タ ル の 場 合 の み 適 用。お ひ
とり様 1 回限り。他の優待との併用不可。

提示タイミング

契約時(貸出時)

■ MERCHANT
When a customer presents this page upon
making agreement and paying with a JCB
Card, please provide the incentive offer - 25%
discount - your establishment has agreed to
provide. *Regular rental rate only. Limited to
one time only. Cannot be used in conjunction
with other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

CARONEL WATCH CENTER Saipan
サイパン最大級の種類を
誇る有名ブランド認可の
時計専門店。オリス、タグ・
ホ イ ヤ ー、G シ ョ ッ ク、ロ
レックス、チュードル、ブ
ライトリング、モーリス・
ラクロアなどが揃う。

ガラパン
▼

MAP・3 C-1
Kase Ⅱ Building
670-233-4422
10:00AM～10:00PM
無休
日本語可

70

Gentle Brook Cafe
ジェントル ブルックカフェ

5%
OFF

時計

多国籍料理

人気のステーキをは
じめ、フレンチ、イタ
リアン、メキシカンな
ど、バラエティー豊か
で素材を生かした料
理が楽しめる。
ススペ
地図外

Susupe Marianas Business Plaza 1F.
670-234-2233
＜ランチ＞11:30AM～2:00PM
＜ディナー＞5:30PM～9:30PM

73

Coco Restaurant
ココ・レストラン

石釜を使ってじっくりと
焼きあげるステーキと
シーフードが人気のレス
トラン。ワインのレパート
リーも豊富。

通常価格の商品をお買いあげの場合、
ご利用代金から5%引き。
※ セ ー ル 商 品、一 部 の 商 品、一 部 の 時 期 は 除
く。他の優待との併用不可。

提示タイミング

レジ打ち前

When a customer presents this page and
chooses to pay with a JCB Card, please
provide the incentive offer - 5% discount
with regular products - your establishment
has agreed to provide. *Not applicable to sale
priced, certain products and during certain
periods. Cannot be used in conjunction with
other offers.

SERVICE

Royal Palm Ave., Garapan
670-233-2626
5:00PM～10:00PM（L.O. 9:00PM）

ババ・ガンプ・シュリンプ

アメリカ料理 / シーフード
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Countryhouse Restaurant
カントリーハウス・レストラン

有名映画をテーマにした
シーフードレストラン。エ
ビを中心としたアメリカ
南部料理が楽しめる。

オーダー時

ガラパン

MAP・3 B-1
Coconut Street, Garapan
670-233-1908

＜ランチ＞11:00AM～2:00PM
＜ディナー＞5:30PM～10:30PM
不定休
日本語メニューあり
平均予算 US$20～40

▼

MAP・3 C-1
Serenti Hotel Saipan 1F.
670-233-8592
11:00AM～10:00PM (L.O. 9:30PM)
無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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Capricciosa
カプリチョーザ

イタリア料理
大勢でワイワイ食べるの
が楽しい、本場南イタリア
のトラットリアレストラ
ン。海外店舗だけの特別メ
ニューもある。
ガラパン
▼

MAP・3 B-2
Comete Center 1F.
670-233-9194
11:00AM～11:00PM (L.O. 10:00PM)

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 ～US$20
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Hard Rock Cafe Saipan
ハードロックカフェ・サイパン

メインディッシュをご注文の方に、
ア
イスクリームを1皿サービス。
オーダー時

■ MERCHANT

SERVICE
メインディッシュをご注文の方に、
ア
イスクリームを1皿サービス。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer
- one free scoop of ice cream with main dish
order - your establishment has agreed to
provide. *Cannot be used in conjunction with
other offers.

アメリカ料理/ロックショップ

世界のハードロックカ
フェ。アメリカンフィーリ
ング満載のエンターテイ
ンメントレストランと
ロックショップ。

※他の優待との併用不可。

When a customer presents this page at time
of ordering and chooses to pay with a JCB
Card, please provide the incentive offer - one
free scoop of ice cream with main dish order
- your establishment has agreed to provide.
*Cannot be used in conjunction with other
offers.

提示タイミング

オーダー時

ガラパン

MAP・3 D-1
T Galleria by DFS
670-233-7625
10:30AM～10:30PM

無休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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Isla Café
イスラカフェ

SERVICE
アイスクリームを1皿サービス。

※ディナー時のみ。他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT

ガラパン

■ MERCHANT
When a customer presents this page at
ordering and chooses JCB Card, please
provide the incentive offer - one free scoop
of ice cream with main dish order - your
establishment has agreed to provide. *Dinner
time only. Cannot be used in conjunction with
other offers.

提示タイミング

ステーキ

最高級アンガスビーフを炭火で豪
快に焼きあげる、サイパンで人気
のウエスタンスタイルステーキレ
ストラン。

※ディナー時のみ。他の優待との併用不可。

SERVICE

※他の優待との併用不可。

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

▼

Bubba Gump Shrimp

ウエルカムドリンク
（ソフトドリンク）
を1杯サービス。

When a customer presents this page at
time of ordering and choose to pay with a
JCB Card, Please provide the incentive offer
- one free welcome drink (soft drink) - your
establishment has agreed to provide. *Cannot
be used in conjunction with other offers.

MAP・3 B-1

メインディッシュをご注文の方に、
ア
イスクリームを1皿サービス。
提示タイミング

SERVICE

■ MERCHANT

ガラパン

■ MERCHANT

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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ステーキ＆シーフード

▼

カロネル・ウォッチ・センター・サイパン

▼
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西洋料理 / 多国籍料理
さまざまなビュッフェス
タイルの食事とアラカル
トメニューも充実。リゾー
ト感あふれるテラス席も
あり、南国でのひとときを
楽しめる。
ススペ
地図外

Kanoa Resort Saipan Lobby Fl.
670-234-6601
＜朝食ビュッフェ＞7:00AM～10:00AM
＜ランチビュッフェ＞11:00AM～2:00PM
＜ディナービュッフェ＞6:00PM～9:30PM
無休
日本語可、平均予算 US$20～40

When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with
a JCB Card, please provide the incentive
offer - one free scoop of ice cream - your
establishment has agreed to provide. *Dinner
time only. Cannot be used in conjunction with
other offers.

PRESENT
レストランでUS$35以上（レシート合算不可）ご
利用の方に、クラシックショットグラスを進呈。
※ ア ル コ ー ル は 除 く。お ひ と り 様 に つ き ひ と
つ。他の優待との併用不可。

提示タイミング

ロックショップで JCBカー

ドご利用控とこのページをご提示ください。

■ MERCHANT

When a customer presents this page at the time
of paying, and chooses to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - a complimentary
souvenir with a food purchases totaling US$35
or more.(Receipts cannot be combined.) - your
establishment has agreed to provide. *Available with
a food and non-alcoholic beverage purchases made
at the Restaurant. Limited to one free gift per person.
Cannot be used in conjunction with other offers.

10 %
OFF

ビュッフェをご注文の場合、
ご利用代
金から10%引き。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

支払い時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of paying and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer 10% discount with buffet - your establishment
has agreed to provide. *Cannot be used in
conjunction with other offers.

グアム・サイパン

2017 年 7 月 1 日〜 2018 年 6 月末

Guam • Saipan

KINPACHI RESTAURANT
金八レストラン

日本料理
和洋定食からサイパン郷
土料理まで楽しめるレス
トラン。5:00PM からは隣
接するビアガーデンも
オープンする。
ガラパン
▼

Coral Tree Ave., Garapan
670-234-6900
7:00AM～11:00PM

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 ～US$20

Moby Dick Restaurant
モビー・ディック・レストラン

シーフード

3種類のロブスターをはじ

め、新鮮な海の幸をカジュ
アルに楽しめる人気のア
メリカンシーフードダイ
ニング。
ガラパン
▼

MAP・3 B-2
Coconut Street, Garapan
＜ランチ＞11:00AM～2:00PM
＜ディナー＞6:00PM～10:00PM

670-233-1910

ローカル料理 / アメリカ料理
目の前にビーチが広がる
好立地。テラス席やガゼボ
席もあり、景色を楽しみな
がら食事ができる。

チャランカノア
地図外

Beach Rd., Chalan Kanoa
11:00AM～10:00PM

トロングス

本場のベトナム料理が気軽に味わ
え、リーズナブルでボリューム満点。
地元の人にも人気のレストラン。

※ランチ、ディナー時のみ適用。他の優待との
併用不可。

提示タイミング

ススペ

オーダー時

アイスクリームを1皿サービス。

※ディナー時のみ。他の優待との併用不可。

提示タイミング

※他の優待との併用不可。

提示タイミング

無休
日本語可、日本語メニューあり、
平均予算 ～US$20
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メインディッシュをご注文の方に、
ア
イスクリームを1皿サービス。

地図外

Beach Rd., Susupe (Between
Kanoa Resort Saipan and
Saipan World Resort)
670-235-8050
11:00AM～10:00PM
(L.O. 9:00PM)

When a customer presents this page at the
time of ordering and to pay with a JCB Card,
please provide the incentive offer - one free
dessert with meal order - your establishment
has agreed to provide. *Lunch and dinner time
only. Cannot be used in conjunction with other
offers.

SERVICE

SERVICE

ベトナム料理

When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer
- one free scoop of ice cream with main dish
order - your establishment has agreed to
provide. *Cannot be used in conjunction with
other offers.

T Galleria Saipan by DFS
Tギャラリア サイパン by DFS

PRESENT

ショッピング

ショッピングエンターテインメント、Tギャラリア。各主要ホテル
からは無料タクシー、Tギャラリアエクスプレスバス(無料)、各種
ショッピングシャトルバスを利用すると便利。

オーダー時

■ MERCHANT

670-235-1122

無休
平均予算 US$20～40

US$200以上(レシート合算不可)お
買いあげの方に、
プレゼントを進呈。

※ 一 部 の ブ ラ ン ド は 除 く。他 の 優 待、キ ャ ン
ペーンとの併用不可。

提示タイミング

When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with
a JCB Card, please provide the incentive
offer - one free scoop of ice cream - your
establishment has agreed to provide. *Dinner
time only. Cannot be used in conjunction with
other offers.

カスタマーサービスカウンターでJCBカードご利
用控とこのページをご提示ください。

■ MERCHANT

ガラパン

MAP・3 D-1
Beach Rd., Garapan
10:30AM～10:30PM
無休

670-233-6602

日本語可

When a customer presents this page and his(or
her) JCB payment receipt of T Galleria, please
provide the incentive offer - free gift with
purchases of US$200 or more.(Receipts cannot
be combined.) - your establishment has agreed
to provide. *Not applicable to certain brand shop.
Can not be combined with another promotion.

SERVICE
メインディッシュをご注文の方に、
アイスクリームを1皿サービス。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer
- one free scoop of ice cream with main dish
order - your establishment has agreed to
provide. *Cannot be used in conjunction with
other offers.

化粧品

ブティック

ブティック

ボビー・ブラウン

ブルガリ

カルティエ

BOBBI BROWN

BVLGARI
ブティック

ブティック

ディオール

フェンディ

グッチ

DIOR

FENDI

GUCCI

ブティック

ブティック

ブティック

エルメス

ロエベ

ルイ・ヴィトン

HERMÈS

LOEWE

化粧品

M・A・C
マック

LOUIS VUITTON

ファッション

ブティック

KATE SPADE

RALPH
LAUREN

ケイト・スペード

TIFFANY & CO.

Tony Roma's
トニー・ローマ

アメリカ料理 / バーベキューリブ
柔らかくジューシーに焼
きあげた自慢のリブをは
じめ特製オニオンリング
など、アメリカンレストラ
ンならではの味とボ
リュームが楽しめる。
ガラパン
▼

MAP・3 B-2
Comete Center 1F.
670-233-9193
11:00AM～11:00PM (L.O. 10:00PM)

無休
日本語可、日本語メニューあり、平均予算 US$20～40

SERVICE
メインディッシュをご注文の方に、
ア
イスクリームを1皿サービス。
※他の優待との併用不可。

提示タイミング

オーダー時

■ MERCHANT
When a customer presents this page at the
time of ordering and chooses to pay with a
JCB Card, please provide the incentive offer
- one free scoop of ice cream with main dish
order - your establishment has agreed to
provide. *Cannot be used in conjunction with
other offers.

CARTIER

ブティック

ジュエリー
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オーダー時

■ MERCHANT

取り扱いブランド一例

Surf Club
サーフ クラブ

TRUONG'S

お食事ごを注文の方に、
デザートを1
皿サービス。

不定休
日本語メニューあり、平均予算 US$20～40
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■ MERCHANT

MAP・3 B-1
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SERVICE

▼
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ティファニー

ラルフ・ローレン

その他多数のブランド品、革製品、宝石、時計などを揃えています。

取り扱いジャンル

BOUTIQUE GALLERY ブティックギャラリー

BEAUTY

各シーズンの新作コレクションがいち早く買えるのは
もちろん、日本未発売のアイテムも豊富に取り揃えて
います。旅先でのくつろぎあるショッピングが一流ブ
ランドならではのサービスとともに楽しめます。

世界の有名コスメブランドはもちろん、
Tギャラリアで
しか買えない人気の限定ブランドやフレグランスを定
番から最新作まで、豊富に取り揃えています。Tギャラ
リアならではの期間限定のおトクなセットもお見逃し
なく。メイクアップコーナーもお試しください。

FASHION

LUXURY GIFT

ファッション

老舗ブランドから最新の人気ブランドまで、スタイ
リ ッ シ ュ な ア イ テ ム が チ ェ ッ ク で き ま す。バ ラ エ
ティー豊かな品揃えは訪れる人を魅了します。

ビューティー

ラグジュアリーギフト

ギフトアイテムからフードまでTギャラリアが厳選した
こだわりのセレクションをお楽しみください。

