
ペブルビーチゴルフリンクス 18H  6,799Y P72   J.ネ－ビル／D.グラント設計 1919年開場 スパイグラスヒルGC 18H 6,855Y P72   R.T.ジョーンズSr .（ジュニアの父）設計 PGAウエスト・TPCスタジアムコース   18H 7,266Y P72  P.ダイ設計 ’86年開場

ラウ
ンド2

◆利用予定ホテル：
　ペブル〈2泊〉ジ・イン・アット・スパニッシュベイ （ガーデンビュー）
　サンフランシスコ〈2泊〉ニッコーサンフランシスコ（スタンダードルーム）

●成田・関西～サンフランシスコ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●2.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

含まれる
も      の

ペブル＆サンフランシスコ 6日間

◆利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。

◆1人部屋利用追加代金：110,000円  

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、米国空港税（6,400円）、燃油
　サーチャージ（48,000円／2012年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ペブルビーチとスパニッシュベイで2ラウンド。帰路サン
フランシスコに泊まってリーズナブルにペブルを満喫！

ラウ
ンド3

ラウ
ンド3

◆利用予定ホテル：ペブル〈4泊〉ロッジ・アット・ペブルビーチ（ガーデンビュー）

ロッジ・アット・ペブル ステイ 6日間

◆1人部屋利用追加代金：160,000円  

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

含まれる
も      の

●成田・関西～サンフランシスコ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●3.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

含まれる
も      の

成田～ロサンゼルス間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●3.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

◆利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、米国空港税（6,400円）、燃油
　サーチャージ（48,000円／2012年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

☆18番ホールのグリーンをお部屋から望む、オーシャンビュールームへのアップグレード
    4泊で1ルームあたり140,000円追加

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

ニッコーサンフランシスコ 【泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田・関西空港発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ空港着
＝専用車＝ペブルへ

午後：成田・関西空港着

朝：ホテル発＝専用車＝午前：サンフランシスコ発→〈日付変更線通過〉→

ホテル・・隣接・・★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）・・隣接・・ 

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

ホテル  ●フリータイム（オプションで観光等）

ホテル＝専用車＝★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝専用車＝
ホテル・・隣接・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）・・

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田・関西空港発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ空港着
＝専用車＝ペブルへ

午後：成田・関西空港着

朝：ホテル発＝専用車＝午前：サンフランシスコ発→〈日付変更線通過〉→

ロッジ・アット・ペブルビーチ【泊】

ホテル＝シャトル＝★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）＝

ホテル＝シャトル＝★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0R）＝

ロッジ・アット・ペブルビーチに贅沢に4連泊して、憧れの
ペブルビーチ3コースをゆったりとお楽しみ下さい！

ペブルビーチスペシャルペブルビーチスペシャル 2名様から
出発可能

458,000円 468,000円 528,000円 598,000円 400,000円

出発日

旅行代金

6/1～30 7/1～13,9/1～30 7/14～8/31☆ランドオンリー5/6～31

月・水発6日間

金・日発7日間

158,000円 198,000円178,000円 218,000円 120,000円

178,000円 218,000円198,000円 238,000円 140,000円

出発日 6/1～30 7/1～13,9/1～30 7/14～8/31☆ランドオンリー5/6～31

358,000円 368,000円 398,000円 478,000円 300,000円

出発日

旅行代金

6/1～30 7/1～13,9/1～30 7/14～8/31☆ランドオンリー5/6～31

20122012

◆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。

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。 ☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

6/1～30 7/1～13,9/1～30 7/14～8/315/6～31

358,000円 378,000円 398,000円 498,000円

出発日

旅行代金

アメリカゴルフの聖地アメリカゴルフの聖地

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ

ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ

ペブルビーチリゾートにある、ジ・イン・アット・スパニッシュベイは、美しい外観と極め細やかなサービス
で知られるワールドクラスのホテルです。17マイルドライブ沿いの大平洋を望む素晴らしい景色が自慢
で超一流のゴルフ場に囲まれた緑いっぱいのリゾートで美しい自然をご堪能いただけます。

山本克之山本克之

モントレー在住20年の 
VISIT USA 日本人スタッフ

ロサンゼルスロサンゼルス

ペリカンヒルCCペリカンヒルGC

トランプナショナルGC

パームスプリングスパームスプリングス

ラ・キンタ＆PGAウェストラ・キンタ＆PGAウェスト

ロサンゼルス空港ロサンゼルス空港

トランプナショナルGC

ニューポートビーチニューポートビーチ
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モントレーの街

至・サンフランシスコ

スパイグラスヒルGC

ポピーヒルズGC

サイプレスポイントC

ペブルビーチゴルフリンクス

クエールロッジGC

モントレイ・ペニンシュラCC

ランチョカナダGC
カーメルの街

カーメル海岸

至・ロサンジェルス

モントレー空港

デルモンテ
ショッピングセンター

デルモンテGC

USA  PEBBLE BEACH 「生涯であと一回だけスイングを許されるとしたら、私は迷わず
ペブル8番ホールのセカンドショットを選ぶだろう。」  ジャック・ニクラス 太陽が海から昇り、海に沈む・・・。ちょっと不思議な体験“トランプナショナルGC”

太平洋
1 2

サンフランシスコ空港から陸路で２時間半、太平洋の荒海砕ける風光明
媚なモントレー半島は、アメリカゴルフの聖地です。毎年AT&Tプロアマ
が開催されている スパイグラス、ポピーヒルズなど憧れのペブル4コー
スのほか、美しい18ホールが全9コースも・・・。
　全コース2名様から出発可能で、モントレー在住20年ベテラン現地日
本人スタッフが24時間対応で皆様の旅のサポートをさせて頂きます。

USA

1日目

2日目

3日目

4／5日目

6日目

7日目

●成田～ロサンゼルス間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4又は5泊宿泊料（2名様1室利用）  ●3又は4日間フリーラウンド
●下記に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間の送迎料金

含まれる
も      の

フリーラウンド

設定コース

パームスプリングスを代表するリゾートホテル“ラキンタ”に泊まって
隣接の5コースを日が暮れるまでラウンド！

パームスプリングス PGAウエスト＆ラ・キンタ 6/7日間 ペリカンヒル＆トランプナショナル 6日間

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田空港発→〈日付変更線通過〉→午前：ロサンゼルス空港着
＝専用車・2時間＝パームスプリングスへ

午後：成田空港着

朝：ホテル発＝車＝午前：ロサンゼルス空港発→〈日付変更線通過〉→

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ラ・キンタリゾート＆スパ【泊】

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田空港発→〈日付変更線通過〉→午前：ロサンゼルス空港着＝車・60分
＝★トランプナショナルGC（1.0R）＝車・60分＝

トランプナショナルGC   18H 7,311Y P71  P.ダイ＆ D.トランプ設計 ’96年開場

午後：成田空港着

朝：ホテル発＝車＝午前：ロサンゼルス空港発→〈日付変更線通過〉→

ホテル ・・隣接・・ ★ペリカンヒルGC・サウスコース（1.0R）・・ 

ペリカンヒルGC・サウスコース

ホテル ・・隣接・・★ペリカンヒルGC・ノースコース（1.0R）・・ 

ホテル 　●終日フリータイム
☆オプショナルにて‘09年全米オープン開催・トーリーパインズGCなど

ペリカンヒルリゾート【泊】

ペリカンヒルリゾート

◆利用航空会社：マレーシア航空

◆1人部屋利用追加代金：月・水発6日間 55,000円／金・日発7日間 65,000円

◆利用ホテル：ラ・キンタリゾート＆スパ

◆利用航空会社：デルタ航空、日本航空

◆利用ホテル：ペリカンヒルリゾート

PGAウエスト・TPCスタジアムコース　18H 7,266Y P72  ’86年開場　P.ダイ
PGAウエスト・J.ニクラスリゾート　 18H 7,204Y P72  ’87年開場　J.ニクラス
PGAウエスト・G.ノーマンリゾート　18H 7,156Y P72  ’99年開場　G.ノーマン
ラ・キンタGC・マウンテンコース　18H 6,756Y P72  ’80年開場　P.ダイ
ラ・キンタGC・デューンズコース　18H 6,747Y P72  ’81年開場　P.ダイ

ペリカンヒルゴルフクラブ  サウスコース 18H ＆ ノースコース 18H　T.ファジオ設計
トランプナショナルゴルフクラブ　18H 7,311Y P71   P.ダイ ＆ D.トランプ設計

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
　（32,000円／2012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：150,000円  

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
　（30,500円／2012年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ラ・キンタリゾート＆ホテル

※PGAウエスト・TPCスタジアムコースをご希望の場合は上記料金に5,000円別途加算となります。

※

陽光眩しい南カリフォルニアで壮大なアメリカンドリーム”トランプ
ナショナルＧＣ”と”ペリカンヒルＧＣ”の36ホールをお楽しみ下さい。

海の想い出
▲
▲設    定

ゴルフ場


