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南国セブ島の魅力を満喫！
マクタン・セブ国際空港から車でわずか１５分。８階建て全５６室の
白亜の建物が、珊瑚礁の海・青い空によく映えるおしゃれなリゾー
トホテルです。フロントに３人、ダイビングショップに２人の日本
人スタッフが常駐しておりますので、滞在中は言葉の心配をするこ
となくお過ごし頂けます。ホテル内には各種マリンスポーツの他、
エステサロン、スポーツジム、ディスコ等が完備。日本食が食べら
れるレストランもあります。大自然の恵み豊かなセブ島、行った人
は皆、人生観・価値観が変ってしまうほどの素晴しさです。

プライベートビーチ

チャペル

ビーチレストラン(225m2）

スポーツジム

カラオケバー

プール
ディスコ

エントランスホール

ダイビングチョップ

プール用トイレ

エントランス

1階フロアー

ＪＷＢホテルのご案内

爽やかな風が通うビーチレストラン　海はマリンスポーツで一日中賑わいます

ダイビング教室風景

中庭にあるプールとチャペル 人生で最高の思い出づくりに充実したウエディングプランをご用意しております

開放感のあるロビー



● 客室56室
● プール
● ビーチレストラン
● イベントホール
● プライベートビーチ
● 結婚式場（チャペル）
● サウナ

●エステサロン
●マッサージルーム
●カラオケバー
●ディスコ
●各種マリンスポーツ
●バンカーボート2艘
●スピードボート（7人乗り）

●グラスボート（１５人乗り）
●ジェットスキー・バナナボート
●体験ダイビング
    （ライセンス取得可）
●スポーツジム
●射撃場

ＪＷＢホテル施設案内

プライベートビーチ

エステサロン

2階フロアー

イベントホール(225m2）

サウナ

ダイビングオフィス

ジャグジー

マッサージルーム

１階・２階フロアーのご案内

豊富なマリンスポーツは勿論、多種多彩なボートをご用意し、楽しい時間を満喫できます

多目的なイベントホール（225m2）

南国情緒溢れるカラオケバー多彩なレジャー施設を完備

珊瑚礁に彩られた海から望む
ＪＷＢホテル全貌



お友達同士やご家族がゆったりと寛げる室内、素晴
しい南国の風景を見渡すことができ、最高の笑顔に
満たされます。贅沢にのんびりと至福の時間をお過
ごし下さい。

2ベッドルーム　　　　  利用料金￥12,000円（2室）
セミダブルベッド４　　　　　　   ￥16,800円（1室）
　 2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥1,200円

爽やかな風が通う快適な室内、豪華に彩られた装
飾品の数々、テラスからは珊瑚礁の海を一望でき、
最高の思い出づくりを演出！

キングサイズベッド１　　利用料金￥12,000円（4室）
                    2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

3階・4階フロアー　23室のご案内

４１４号室スーペリア、テラスから海を望む

デラックス（３４m2・３８.３m2）4室

お一人のお客様やカップルに人気でリーズナブルな
自由空間、明るい室内から見渡す大海原は気分爽快！
南国の楽園セブ島でのハッピーライフを！
セミダブルベッド２　　　 利用料金￥6,000円（6室）
キングサイズベッド１　　 利用料金￥7,200円（2室）
　　　　　　　　　　　　　　 ￥8,400円（4室）
　　　　　　　　　　　　　 　￥9,600円（4室）
　　　　　2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

スーペリア（２９m2～３６m2）１６室

ファミリー（６６m2・７５m2）３室

３１１・４１１号室デラックス（３８.３m2）￥１２,０００円

３１２・４１２号室デラックス（３４m2）￥１２,０００円

プライベートビーチ

3階・4階フロアー

３０１・４０１号室ファミリー（６６m2）￥１２,０００円

３１３・４１３号室スーペリア（３０.５m2）￥８,４００円

３１５・４１５号室スーペリア（３０m2）￥８,４００円

３１４・４１４号室スーペリア（２９m2）￥９,６００円

３１６・４１６号室スーペリア（３６m2）￥９,６００円

３１７・４１７号室スーペリア（２９.５m2）￥７,２００円

４０５号室ファミリー（７５m2）￥１６,８００円

３０４・４０４号室スーペリア（３０m2）￥６,０００円

３０３・４０３号室スーペリア（３０m2）￥６,０００円

３０２・４０２号室スーペリア（３０m2）￥６,０００円



5階フロアー　12室のご案内

５１６号室スーペリアから中庭・海を望む

楽しく過ごせるゆったりとした室内、海を一望でき
自由気ままに寛げる最高の贅沢をご用意してお待ち
しております。南国気分を思う存分満喫して下さい。

キングサイズベッド１　　利用料金￥12,000円（1室）
　　　　　　　　　　　　　   ￥14,400円（1室）
　　           ２名様利用の場合、追加利用￥1,200円

デラックス（３４m2・４３m2）２室

お一人のお客様やカップルに最適な落ち着きのあ
る室内、充実した設備をリーズナブルな料金で提供！
トロピカルな雰囲気を充分にご堪能下さい。

セミダブルベッド２　　　 利用料金￥7,200円（3室）
キングサイズベッド１　　 利用料金￥7,200円（1室）
　　　　　　　　　　　　　　 ￥8,400円（1室）
　　　　　　　　　　　　         ￥9,600円（3室）
　　　    　2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

スーペリア（２９m2～３６m2）８室

お友達同士やご家族が楽しく寛げる室内、ヨーロッ
パ調を基調にした落ち着きのある室内からはプール、
海が望め、アットホームなサービスもご好評頂いてお
ります。

2ベッドルーム　　　　  利用料金￥12,000円（1室）
セミダブルベッド４　　　　　　   ￥16,800円（1室）  
　  2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥1,200円

ファミリー（６６m2・７５m2）２室

プライベートビーチ

5階フロアー５１１号室デラックス（４３m2）￥１４,４００円

５０１号室ファミリー（６６m2）￥１２,０００円

５１２号室デラックス（３４m2）￥１２,０００円

５１３号室スーペリア（３０.５m2）￥９,６００円

５１４号室スーペリア（２９m2）￥９,６００円

５１５号室スーペリア（３０m2）￥８,４００円

５１６号室スーペリア（３６m2）￥９,６００円

５１７号室スーペリア（２９.５m2）￥７,２００円

５０５号室ファミリー（７５m2）￥１６,８００円

５０４号室スーペリア（３０m2）￥７,２００円

５０５号室ファミリー（７５m2）￥１６,８００円

５０３号室スーペリア（３０m2）￥７,２００円

５０２号室スーペリア（３０m2）￥７,２００円



プライベートビーチ

６０２号室デラックススイート（１１５m2）￥４２,０００円

６０１号室スイート（８５m2）￥２４,０００円

６１６号室スーペリア（３６m2）￥１０,８００円

６１３号室スーペリア（３０.５m2）￥９,６００円

６１５号室スーペリア（３０m2）￥９,６００円

６１７号室スーペリア（２９.５m2）￥７,２００円

６１４号室スーペリア（２９m2）￥１０,８００円

６１１号室スイート（１０６m2）￥３０,０００円

6階フロアー

気品に満ちた豪華な室内、マイナスイオンに包ま
れた環境に癒される至福の時間。穏やかな海か
ら昇る朝日は絶景！海を望めるジャグジー付で心地
良い安らぎに満たされます。
キングサイズベッド１　　利用料金￥24,000円（1室）
セミダブルベッド２　　   利用料金￥30,000円（1室）
（エキストラベッド可）　　　　
      2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥3,000円

リゾート感覚でお寛ぎ頂ける広い室内には広大な
海を見渡せるジャグジーも完備。一面窓に囲まれた
明るい室内の心地良さと絶景は、忘れることのない
感動と喜びに満たされます。

キングサイズベッド１　　利用料金￥42,000円（1室）
（エキストラベッド可）　
     2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥3,000円

6階フロアー　8室のご案内

６０２号室デラックススイートの重厚なる扉

デラックススイート（１１５m2）ジャグジー付 １室

白を基調とした清潔感溢れる素敵な室内、海が
一望できる快適なスペースをリーズナブルな料金
でご利用頂けます。

キングサイズベット１　　  利用料金￥7,200円（1室）
　　　　　　　　　　　　　　 ￥9,600円（2室）
　　　　　　　　　　　　　   ￥10,800円（2室）                         
　　　　　2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

スーペリア（２９m2～３６m2）５室

スイート（８５m2・１０６m2）ジャグジー付 ２室



プライベートビーチ

７０１号室ペントハウス（３２０m2＋屋上３２０m2）￥１２０,０００円

７１１号室スイート（１０６m2）￥３０,０００円

７１４号室スーペリア（２９m2）￥１０,８００円

７１６号室スーペリア（３６m2）￥１０,８００円

７１３号室スーペリア（３０.５m2）￥９,６００円 7階フロアー

７１５号室スーペリア（３０m2）￥９,６００円

７１７号室スーペリア（２９.５m2）￥８,４００円

7階フロアー　7室のご案内

７０１号室ペントハウスから大海原を望む

セブ島にあるホテルの中でNo.１の広さを誇る海を望め
るジャグジー付の豪華絢爛なルームです。ルームフィーも
No.１？その素晴しさに心を奪われてしまうほどの斬新な
室内は皆様を別世界へと誘います。広 と々したリビング、
ベッドルーム（２室）どの部屋からも中庭へ出られ、階段を
上がると専用の屋上（３２０m2）があり海の眺めは格別です。
2ベッドルーム キングサイズベッド２  利用料金￥120,000円（1室）
（エキストラベッド可）2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥6,000円

ペントハウス（３２０m2）ジャグジー・屋上付 １室

窓から望む景観と調和した爽やかな室内はお一人
様でも楽しめます。リーズナブルな料金で利用でき
気軽に寛げる最高のひとときをお届けします。

キングサイズベット１　　  利用料金￥8,400円（1室）
　　　　　　　　　　　　　　 ￥9,600円（2室）
　　　　　　　　　　　　　   ￥10,800円（2室）
　　　　　2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

スーペリア（２９m2～３６m2）５室

広いスペースを贅沢に使用した開放感溢れる室内
は皆様に最高をもてなします。セブ島の魅力を醍醐
味を存分に満喫して下さい。絶景の海を見渡せる
ジャグジー付です。

キングサイズベッド１　　　利用料金￥30,000円（1室）
（エキストラベッド可）　　　
      2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥3,000円

スイート（１０６m2）ジャグジー付 １室



プライベートビーチ

8階フロアー８１３号室スーペリア（３２m2）￥１０,８００円

８１５号室スーペリア（３２m2）￥１０,８００円

８１７号室スーペリア（２８m2）￥８,４００円

７０１号室ペントハウス専用屋上（３２０m2）

８１１号室デラックススイート（１０６m2+屋上１０６m2）￥４２,０００円

８１４号室スーペリア（３０m2）￥１０,８００円

８１６号室スーペリア（３８m2）￥１０,８００円

楽しい会話も弾む快適な室内、南国の優しい気候
に触れ合い、自由気ままに寛げる元気空間。
リーズナブルな料金で楽しさも広がります。

キングサイズベッド１　　  利用料金￥8,400円（1室）
　　　　　　　　　　　　　   ￥10,800円（4室）                    
　　　　　2名様利用の場合、追加利用￥1,200円

海を望めるジャグジー付の明るい室内、最上階か
ら見渡す大海原の絶景は感動の一言！南国情緒
溢れる華麗なルームで癒しのひとときを思う存分ご
堪能下さい。リビングから階段を上がると専用の
屋上（１０６m2）があり海の眺めは絶景です。
キングサイズベッド１　　利用料金￥42,000円（1室）
（エキストラベッド可）　　　
　  2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥3,000円

8階フロアー　6室のご案内

ペントハウス専用屋上からプール・チャペルを望む

新館８階の扉

デラックススイート（１０６m2）ジャグジー・屋上付 １室

全室オーシャンビューでエアコン・温水シャワー・バスタブ・ケーブルＴＶ

・冷蔵庫等を完備。

オプション（各種マリンスポーツ・ウエディングプラン等）の利用料金は

お気軽に当社へお問い合わせ下さい。

URL ht tp: / /www.jwbhotel . jp

珊瑚礁の大海原に包みこまれた多彩な全館５６室

スーペリア（２８m2～３８m2）５室



別館  豪華・華麗に彩る最高級別荘タイプ

プレジデンシャルスイート
（３６５m2）

デラックススイート
（１８０m2）

プレジデンシャルスイート  リビング132m2穏やかな景観に包まれる敷地内は至福な時間を演出します

大富豪の気分を満喫できる想像を遥かに超えた夢
と感動の世界。心地良い環境に包まれ、ゆっくりと流
れる上質な時間をどうぞお寛ぎ下さい。

リビング132m2   大型テラス付
４ベッドルーム（キングサイズベッド76m2・クイーンサ        
　　　　　　イズベッド30m2x２室  20m21室）
　　　　　　　　　 利用料金￥120,000円（１室）
　 ４名様以上の場合、1名様追加利用毎￥6,000円

プレジデンシャルスイート（３６５m2）１室

新鮮な喜びに満たされるその洗練された豪華な室内、
テラスから望む景観の素晴しさは一味違うセブ島
の魅力を醸し出します。

リビング122m2　大型テラス付
2ベットルーム（キングサイズベッド41m2・シングル
　　　　　　ベッドツイン25m2）
　　　　　　　　　   利用料金￥60,000円（2室）
　  2名様以上の場合、1名様追加利用毎￥6,000円

デラックススイート（１８０m2）２室



バディアンゴルフリゾートのご案内

アットホームなサービスをご提供 楽しい会話が弾む海上レストラン ７つの顔を持つカワサン滝

ホテル前に広がる感動の大海原

ダイビングスポットでも有名な珊瑚礁の海と一体になったプールで上質な時間をお過ごし下さい

セブ国際空港から９０キロ、車で３時間。セブ本島南西にある総合リゾート。
リゾート内には、海に面した宿泊施設（全１２室、全室エアコン・温水シャワー・
冷蔵庫を完備）（バスタブ5室）や１８ホールのシーサイドゴルフコース・プール・
マッサージルーム等が有り。海を見下ろせる日本食レストランではカラオケも出
来ます。近くには世界的に有名なダイビングスポット・ペスカドール島や、７種類
の滝を楽しめるカワサン滝もあり、大自然と戯れることのできる素晴しい秘境です。
新館全14室増設中！平成20年4月オープン予定（全室エアコン・バスタブ完備）

スタンダード１（２名様）ゴルフ場側

スタンダード２（２名様）海側

デラックスルーム（キングベッド２名様）

スイート１（２名様）

スイート２（４名様２ベッドルーム）

￥５,４００円

￥８,１００円

￥１３,５００円

￥２１,６００円

￥２７,０００円

楽しさ溢れる秘境の楽園

ホテルのご案内



セブ島秘境の楽園リゾート

心身共に癒されるマッサージルームと展望露天風呂 海を見下ろせる日本食レストラン

プライベートビーチ

リゾート内ゴルフ場から望む大パノラマは感動の一言！

●１８ホールゴルフコース

●客室１２室（１４室増設中）

●プール

●プライベートビーチ

●各種マリンスポーツ

●シーサイドレストラン

●海上レストラン

●展望露天風呂

●マッサージルーム

●カラオケ

バディアンゴルフリゾート施設案内

グリーンフィー

キャディーフィー

カート（１台２人乗）

貸クラブ

￥５,４００円

￥１,３５０円

￥２,７００円

￥１,３５０円

ゴルフコースのご案内
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ＪＷＢホテル　　  ：フィリピン国セブ州ラプラプ市マリバゴ
バディアンゴルフリゾート：フィリピン国セブ州ランボック・バディアン
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只今オープン記念につき全客室が定価の半額にてご利用

頂けます。（提示料金は５０％OFFされた金額です。）

尚、大きな為替変動により提示料金を予期なく変更する

場合がありますことをご了承下さい。全室朝食付きです。

全階防犯カメラ設置。

ＪＷＢホテル宿泊価格

811　106㎡ 813　32㎡ 815　32㎡ 817　28㎡

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

814　30㎡ 816　38㎡

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

711　106㎡ 713　30.5㎡ 715　30㎡ 717　29.5㎡

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

714　29㎡ 716　36㎡

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

611　106㎡ 613　30.5㎡ 615　30㎡ 617　29.5㎡

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

614　29㎡ 616　36㎡

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

10,800円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

511　43㎡ 513　30.5㎡ 515　30㎡ 517　29.5㎡

14,400円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

512　34㎡ 514　29㎡ 516　36㎡

12,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

411　38.3㎡ 413　30.5㎡ 415　30㎡ 417　29.5㎡

12,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

412　34㎡ 414　29㎡ 416　36㎡

12,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

311　38.3㎡ 313　30.5㎡ 315　30㎡ 317　29.5㎡

12,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

8,400円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

312　34㎡ 314　29㎡ 316　36㎡

505　75㎡ 504　30㎡ 503　30㎡ 502　30㎡ 501　66㎡

12,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

9,600円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

16,800円
ﾌｧﾐﾘｰ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

7,200円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

12,000円
ﾌｧﾐﾘｰ

405　75㎡ 404　30㎡ 403　30㎡ 402　30㎡ 401　66㎡

16,800円
ﾌｧﾐﾘｰ

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

12,000円
ﾌｧﾐﾘｰ

305 304　30㎡ 303　30㎡ 302　30㎡ 301　66㎡

ビジネス
センター

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

6,000円
ｽｰﾍﾟﾘｱ

12,000円
ﾌｧﾐﾘｰ

サウナ
エステ
サロン

ディスコ
95㎡

バー ロビー

42,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽｽｲｰﾄ

イベントホール

30,000円
ｽｲｰﾄ

225㎡

225㎡

120,000円
プレジデンシャルスイート

本館

別館（別荘タイプ）

３Ｆ　365㎡

60,000円
デラックススイート

24,000円
ｽｲｰﾄ

701　320㎡

601　85㎡

42,000円
ﾃﾞﾗｯｸｽｽｲｰﾄ

30,000円
ｽｲｰﾄ

120,000円
ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ

602 115㎡

新館

60,000円
デラックススイート

２Ｆ　180㎡ ５Ｆ　180㎡

ビーチレストラン

スポーツ
　ジム

マッサージ
　ルーム
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