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カジノが併設された話題のデラックスホテル“マリーナベイ・サンズ”に泊まって、
昼はゴルフ、夜はお洒落な町シンガポールの夜景を眺めながらお食事など・・・。

数々の名勝負を生んだブルーキャニオンと潮騒奏でるミッションヒルズCC
（J.ニクラス設計）の2プレー！ 滞在はアフターゴルフが充実のパトンメルリン。

ビンタン島＆シンガポールステイ 6日

シンガポールより高速船で50分、和食も楽しめるビンタンラグーンに
泊って、J.ニクラスやG.プレーヤーの海の美しい3コースをラウンド！ 

◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：4朝食

午前：各地空港発→午後：シンガポール空港着＝専用車＝フェリー：約50分～
夜：ビンタン島着＝シャトルバス・20分＝

ホテル（朝食）…隣接…★ビンタンラグーン・シービューコース（1.0R）…隣接…

ホテル（朝食） ●フリータイム（ショッピングやオプショナルゴルフなど）
チェックアウト18時まで延長
夜：ホテル発＝車＝深夜：シンガポール空港発→

朝：各地空港着

※空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、シンガポール空港税（1,800円）
    燃油サーチャージ（22,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※空港施設使用料（成田2,540円/羽田2,000円/関西2,650円/中部2,500円）、シンガポール空港税
 （1,800円）燃油サーチャージ（22,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、タイ空港税（2,200円）燃油
    サーチャージ（12,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、タイ空港税（2,200円）燃油
    サーチャージ（12,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※現地にてインドネシアビザ（US25ドル）がビンタン島入国時に必要になります。

※関西・中部発着ご希望の場合は上記代金に10,000円別途加算となります。

●各地～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス） 
●シンガポール～ビンタン島往復フェリー代  ●4泊4朝食付宿泊料（2～3名様1室） 
●3.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

含まれる

も      の
含まれる

も      の

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車・10分＝★リアビンタンG＆CC（1.0R）＝車・10分＝

ホテル（朝食）…隣接…★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（1.0R）
午後：ホテル発＝シャトルバス＝午後：ビンタン島～フェリー～夕刻：シンガポール着
＝専用車＝ホテルへ

3日目

4日目

5日目

6日目

ラウ
ンド3 ラウ

ンド2

                                                 シンガポールの南東約45キロに位置するビンタン島は
1997年シンガポールとインドネシア両国政府による共同プロジェクトで約35億シンガポールドル
の巨費を投じて開発された。4つの豪華リゾートと一流プレーヤー設計によるゴルフコースが
3ケ所（81ホール）が完成、シンガポール・韓国・日本からのゴルファーで賑わっている。
シンガポールより1日6～8往復の高速フェリーで約45分。
◆日本との時差：－2時間 ◆シンガポールとの時差：－1時間 ◆シンガポールドル ＄1≒70円

ビンタン島（インドネシア領）

7/23～8/11
8/17～31、9/16～23

7/16～7/22
9/1～9/15

5/7～7/15
9/24～9/30

8/12～8/16

138,000円 158,000円148,000円

168,000円
173,000円

178,000円

148,000円 158,000円 188,000円
153,000円 163,000円 193,000円

出発日

日～火曜発

木・金曜発

水・土曜発

7/23～8/11
8/17～31、9/16～23

7/16～7/22
9/1～9/15

5/7～7/15
9/24～9/30

8/12～8/16

168,000円 208,000円188,000円

218,000円
218,000円

238,000円

185,000円 193,000円 248,000円
185,000円 198,000円 258,000円

出発日

成田・羽田発

中部発

関西発

成田発（毎日出発）

関西発（火・金曜除く）

 シンガポールゴルフ 5日

◆利用ホテル：マリーナベイサンズ（4泊）

●各地～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2～3名様1室利用） 
●2.0Rプレイ代（グリーンフィー、カートフィー） 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆１人部屋利用追加代金：48,000円 

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。 

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。 
◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

午前：各地空港発→午後：シンガポール空港着＝専用車・30分＝
　　　　　　　　　            　　　　　　          マリーナベイサンズ【泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車＝★下記設定ゴルフ場より（1.0R）＝車＝      【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★下記設定ゴルフ場より（1.0R）＝車＝      【同上泊】

ホテル（朝食）  ●フリータイム（ショッピングやオプショナルゴルフなど）
チェックアウト18時まで延長
夜：ホテル発＝車＝深夜：シンガポール空港発→

4日目

3日目

5日目 朝：各地空港着

設定ゴルフ場

マリーナベイ ゴルフクラブ

セントーサ ゴルフクラブ

タナ・メラ カントリークラブ 

オーキッド カントリークラブ

18H   7,059Y   P72

36H 14,128Y P144

15,000円

ー

15,000円
タンジョンコース18H、セラポンコース18H

36H 14,049Y P144

27H 10,230Y P108 

約2０分

約15分

約4０分

ラッフルズ カントリークラブ 27H   9,858Y P108 約5０分

約2０分

ホテル～ゴルフ場（片道）�ゴルフ場割増�コースデータ

◆利用予定ホテル ： ビンタンラグーンリゾート（3泊／海側指定）
                               ロイヤルプラザ・オン・スコッツ（1泊／プレミアムルーム）

 

ロイヤルプラザ・オン・スコッツ【泊】

◆1人部屋利用追加代金：48,000円 

ラウ
ンド2

◆利用ホテル ： ミッションヒルズリゾート（3泊／リゾートウィング）
                          ハーバープラザホテル又はシェラトン香港（１泊／部屋指定なし）

ホテル（朝食）　●フリータイム（市内ショッピング等お楽しみ下さい）

香港から陸路で90分。世界最大のゴルフリゾート・ミッションヒルズ（全12コース）で世界国別対抗“ワールドカップ･オブ・ゴルフ”が12年連続で開催されます。

※下記設定コースよりお選び下さい。
ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズGC（※1.0R）

ミッションヒルズリゾート【泊】

※設定コース

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズGC（※1.0R）

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズGC（※1.0R）

午前：各地空港発→午後：香港空港着＝専用車・約90分＝

2日目

1日目

3日目

4日目

5日目
午後：ホテル発＝専用車＝ 午後：香港空港発 → 夜：各地空港着

（各コースには設計者の名前が付けられています。）

午後：ホテル発＝専用車＝ 香港市内へ ハーバーグランド又はシェラトン香港【泊】

◆利用予定航空会社 ： キャセイパシフィック航空又は全日空
ミッションヒルズ・4コース（ホテルに隣接／N.ファルドコースのみシャトルバスで10分）

ミッションヒルズ・4コース（ホテルからクラブハウスまでシャトルバスで20分）

ラウ
ンド3ミッションヒルズ&香港 5日

◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：4朝食

【同上泊】

【同上泊】

Ｄ.デュバルコース 

V.シンコース
18H 7,014Ｙ P72Ｊ.オザキコース18H 7,049Ｙ P72E.エルスコース
18H 7,031Ｙ P72N.ファルドコース18H 7,006Ｙ P72

18H 6,703Y P72A.ソレンスタムコース18H 7,117Y P72D.レッドベターコース
18H 7,356Y P72J.M.オラサバルコース18H 6,499Y P72

※各地空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、香港空港税（2,200円）、
　燃油サーチャージ（5,200円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆１人部屋利用追加代金：50,000円

◆利用予定航空会社 ： タイ航空、日本航空、全日空
◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：3朝食

◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：4朝食

設定ゴルフ場

ゴージャスな“パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ”に泊まって、隣接の“マインズＧＣ”をプレーし、マレーシアオープン開催の“サウジャナGC他3コース”よりセレクション。

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、マレーシア空港税（1,500円）、
　燃油サーチャージ（18,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

クアラルンプール マインズGC +１プレイ セレクション 5日

158,000円 173,000円 228,000円198,000円

173,000円 188,000円 248,000円208,000円

出発日

◆利用航空会社：マレーシア航空

◆利用ホテル：
サウジャナゴルフ＆CC

ロイヤルセランゴールGC

クアラルンプールゴルフ＆CC  

テンプラパークゴルフ＆CC

36H 12,914Y P144 R.フリーム設計

オールドコース 18H 6,742Y P72
ニューコース 18H 6,605Y P72

36H 13,350Y P144 ネルソンライト設計

18H 6,722Y P72 ジャンボ尾崎 設計 

3０分

1０分

5０分

4０分

市内～ゴルフ場（片道）�

●成田／関西～クアラルンプール間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2名様1室利用） ●2.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー） 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

含まれる
も      の

●各地～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）●4泊4朝食付宿泊料
　（2～3名様1室利用） ●3.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー） 
●下記行程に明示された空港～ホテル間の送迎料

含まれる
も      の

◆１人部屋利用追加代金：55,000円 

午前：成田／関西空港発→夕刻：クアラルンプール空港着＝専用車・60分＝
　　　　　　　　　              　　 パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ【泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車＝★下記設定ゴルフ場（1.0R）＝車＝

ホテル（朝食）＝シャトルバス＝★マインズリゾートGC（1.0R）
＝専用車＝

朝：成田／関西空港着

朝：ホテル（朝食）　●出発までフリータイム［オプショナルゴルフ等］
夕刻：ホテル＝車＝深夜：クアラルンプール発→4日目

3日目

5日目

パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ（１泊）
ＪＷマリオット・クアラルンプール（2泊）

コースデータ
◆現地係員 

◆最少催行人員：2名 ◆食事：3朝食

ビンタンラグーンリゾート【泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機中泊】

◆利用航空会社 ： 日本航空、全日空、シンガポール航空
◆利用航空会社 ： 
    日本航空、全日空、シンガポール航空

インドネシア・シンガポール・マレーシア タ イ・中 国

JSDM201104

’90年開場
’08年開場
’05年開場

ラウ
ンド3タイ チェンマイゴルフ 5日 タイ プーケットゴルフ 5日

◆利用予定航空会社 ： タイ航空、日本航空、全日空のいずれか
◆利用ホテル：（3泊） ： チェンマイプラザ（デラックスルームルーム）

◆利用ホテル：（3泊） ： バトンメルリンホテル（バトンビーチ）

●各地～チェンマイ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2名様1室利用） 
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィ、カートフィ、キャディフィ） 
●下記行程に明示された空港～ホテル間の送迎料

●各地～プーケット間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2名様1室利用） 
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィ、カートフィ、キャディフィ） 
●下記行程に明示された空港～ホテル間の送迎料

◆１人部屋利用追加代金：18,000円

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。◆１人部屋利用追加代金：32,000円

18H 7，202Y P72
18H 7，453Y P72
18H 7，222Y P72

◆現地係員 ◆最少催行人員：2名様 ◆食事：3朝食

タイ北部・古都チェンマイのチャレンジングな3コースでラウンド。
タイ式マッサージやナイトマーケット等、アフターゴルフも充実です。

5/6～6/27 9/21～30出発日

日～水曜発

木～土曜発 188,000円 218,000円 238,000円 278,000円

168,000円 198,000円 218,000円 248,000円

6/28～7/31
8/16～9/18

8/1～15
9/19・20

成田・関西・中部発 128,000円 148,000円 198,000円138,000円

8/5～125/7～6/30
7/1～8/4
8/15～9/16

8/13・14
9/17～30

出発日

成田・関西・中部発 138,000円 158,000円 198,000円148,000円

8/5～125/7～6/30
7/1～8/4
8/15～9/16

8/13・14
9/17～30

出発日

チェンマイプラザ【泊】

ホテル（朝食）＝車＝★チェンマイ・グリーンバレーCC（1.0R）＝車＝【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★チェンマイ・アルパインGC（1.0R）＝車＝    【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★チェンマイ・ハイランドGC（1.0R）
チェックアウト17時まで延長
夜：チェンマイ発→深夜：バンコク乗換え→

午前：各地空港発→バンコク乗換え→夜：チェンマイ空港着＝車・約20分＝
1日目

2日目

3日目

5日目 朝：各地空港着

4日目

【機中泊】

チェンマイ・グリーンバレーCC
チェンマイ・アルパインGC
チェンマイ・ハイランドGC

▲
▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

含 ま れ る も の

含まれる
も      の

ー

ー

設      定

ゴルフ場

パトンメルリンホテル【泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ブルーキャニオンCC・キャニオンコース（1.0R）＝車＝
                                                                                          【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ミッションヒルズCC（1.0R）＝車＝             【同上泊】

ホテル（朝食）●出発までフリータイム（オプショナル：ブルーキャニオン・レイクコース）
夕刻：プーケット発→：バンコク乗り換え→

午前：各地空港発→午後：プーケット空港着＝専用車＝
1日目

2日目

3日目

5日目 朝：各地空港着

4日目
【機中泊】

ブルーキャニオンカントリークラブ  加藤嘉一設計 ’91年開場
キャニオンコース 18H 7，179Y P72／レイクコース 18H 6，867Y P72
ミッションヒルズCC  18H 6，806Y P72  J.ニクラス設計  ’05年開場 

▲
   ▲

設      定

ゴルフ場

JWマリオットクアラルンプール【泊】

グレードアップ ホテル：シャングリラチェンマイグレードアップ ホテル：シャングリラチェンマイ

プーケット・ミッションヒルズCC パトンメルリンホテル

マリーナベイ・
サンズ に泊まる

5/5～31
10/1～31

6/1～7/15
8/29～9/30

7/16～8/8
8/17～8/28

8/9～8/16

※ゴルフプレー日が土・日曜・タイ祝日の場合は3,000円の追加代金となります。

※ゴルフプレー日が土・日曜・タイ祝日の場合は3,000円の追加代金となります。
☆ホテルグレードアップ ：
    シャングリラチェンマイご宿泊の場合、上記代金に30,000円別途加算となります。

※日本発及び現地発が土・日曜の場合は2,000円の追加代金となります。

※日本発及び現地発が土・日曜の場合は2,000円の追加代金となります。

パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ

マリーナベイサンズ

チェンマイ・グリーンバレーCC


