
開場100周年を記念して、２０１９全米オープン開催迫る憧れのペブルビーチを満喫してください。

大人気のハワイ島直行便に乗って、海越えマウナラニＧＣをお楽しみください。 空路3時間、スリリングな海越えマンギラオＧＣ他3コースからセレクション。

ペブルビーチスペシャル6日間

JAL直行便マウナラニ6日間 グアムゴルフセレクション4日間

出発日 1/4～2/28 10/8～12/20
3/1～31

お正月
12/29～31

①イン・アット・スパニッシュベイ泊 698,000円 758,000円 798,000円
②ロッジ・アット・ペブルビーチ泊 738,000円 798,000円 838,000円

出発日 10/15～12/20
1/7～31

12/21～23
1/4～6

お正月
12/24～1/3

成田発着 248,000円 298,000円 528,000円

出発日 10/15～12/14
1/8～31

12/15～26
1/6・7

お正月
12/27・28、1/4・5 12/29～1/3

成田発着 168,000円 208,000円 278,000円 338,000円

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、米国空港税（7,000円）、燃油サーチャージ
（28,000円／18年9月現在）が別途必要です。※日本発：金・土曜日、現地発：金・土曜発の場合、上記旅
行代金に各10,000円加算となります。※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。　※2/3-
10はトーナメント開催の為、クローズです。

※成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,000円）、燃油サーチャージ（17,000円／18年9月
現在）が別途必要です。
※現地発：金・土曜発の場合、上記旅行代金に各5,000円加算となります。
※現地発：12/10・11は25,000円、1/1-6は50,000円加算となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

※成田空港施設使用料（2,610円）、グアム空港税（2,800円）、燃油サーチャージ（12,000円／18年9
月現在）が別途必要です。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

［利用航空会社］	 全日空又はユナイテッド航空
［利用予定ホテル］	①イン・アット・スパニッシュベイ　②ロッジ・アット・ペブルビーチ
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］	 日本航空
［利用予定ホテル］	ハワイ島（４泊）：フェアモント・オーキッド（ガーデンビュー）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］	 ユナイテッド航空又は日本航空
［利用予定ホテル］	グアム（３泊）：ホテルニッコーグアム、シェラトングアム、アウトリガーグアムのいずれか
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

1日目
成田・関西発（16：50～17：10）→＜日付変更線通過＞→
サンフランシスコ着（10：20～10：35）＝車・約２時間＝	 ペブルビーチリゾート【泊】

2日目 ホテル・・隣接又はシャトル・・★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0Ｒ）・・	【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトル＝★スパイグラスヒルＧＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 ホテル・・隣接又はシャトル・・★ペブルビーチＧＬ（1.0Ｒ）・・	 【同上泊】

5日目 チェックアウト　ホテル＝サンフランシスコ発（11：05～12：15）→
＜日付変更線通過＞→	 【機中泊】

6日目 →成田・関西（14：35～15：25）

1日目 成田発（21:25）→＜日付変更線通過＞→ハワイ島着（10：05）
＝車・約30分＝	 フェアモント・オーキッド【泊】＊チェックイン１５時

2日目 ホテル＝シャトル＝★マウナラニ・ノースコース（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトル＝★マウナラニ・サウスコース（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】
4日目 ●終日フリータイム　オプショナルゴルフや観光	 【同上泊】
5日目 チェックアウト　ホテル＝ハワイ島発（12：05）→＜日付変更線通過＞→	【機中泊】
6日目 →成田着（16：00）

1日目 成田発（09：25～11：00）→グアム着（14：05～16：00）＝車・約30分＝	ホテルニッコーグアム【泊】

2日目 ホテル＝シャトル20～40分＝★下記設定コース（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトル20～40分＝★下記設定コース（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 ●午前フリータイム　ホテル＝グアム発（12：05～17：30）→成田着（15：00～20：15）

利用コース コースデータ

ペブルビーチゴルフリンクス 18Ｈ	6,828Ｙ	Ｐ72	1919年開場	Ｊ.ネイビル設計

リンクス・アット・スパニッシュベイ 18Ｈ	6,821Ｙ	Ｐ72	1987年開場	R.T.ジョーンズJr.設計

スパイグラスヒルゴルフコース 18H	6,953Y	P72	1966年開場	R.T.ジョーンズJr.設計

利用コース コースデータ

マウナラニGC・サウスコース 18Ｈ	6,938Ｙ	Ｐ72	1981開場	ネルソン＆ハワーズ設計

マウナラニＧＣ・ノースコース 18Ｈ	6,913Ｙ	Ｐ72	1981開場	ネルソン＆ハワーズ設計

【設定コース】　★下記のうちいずれか２ラウンド

オンワード・タロフォフォゴルフクラブ 18H	6,702Y	P72	ホテルから約40分

オンワード・マンギラオゴルフクラブ 18H	6,904Y	P72	ホテルから約30分

レオパレスリゾートカントリークラブ 36H	14,000Y	P144	ホテルから約30分

スターツグアムリゾート 27Ｈ	9,900Y	P108	ホテルから20分

1人部屋利用追加代金
（１泊／２名様１室・お一人様）

①イン・アット・スパニッシュベイ ②ロッジ・アット・ペブルビーチ
85,000円 95,000円

延泊及び１人部屋利用追加代金
（１泊／２名様１室・お一人様）

右記以外の期間 12/24～1/3
24,000円 50,000円

延泊及び１人部屋利用追加代金
（１泊／２名様１室・お一人様）

右記以外の期間 12/27～1/3
17,000円 30,000円

●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（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●成田～ハワイ島間往復航空運賃（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（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●成田～グアム間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室利用）
●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの
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マウナラニＧＣ・サウスコース 15番ＢＴ196Ｙ PAR3 マンギラオゴルフクラブ　18H 6,904Y P72ペブルビーチゴルフリンクス　1919年開場 ハワイ グアムアメリカ

2019全米オープン開催コース JALハワイ島直行便就航 スリリングな海越え12番

①イン・アット・スパニッシュベイベブルビーチGL 18H 6,799Y P72 ②ロッジ・アット・ペブルビーチ

直行便で５時間３０分、G．ノーマン、C．モンゴメリー等が描いた夢のコースが勢揃い！

バンコクから車で９０分、ビーチリゾート・パタヤでトーナメント開催コースを！

シンガポールから船で５０分、ビンタン島でゴルフ三昧！帰路マリーナベイサンズもお楽しみください。

成田から週2便（月・木）直行便が就航し、スーパーゴルフリゾート復活！

アフターゴルフ充実のチェンマイのリゾートコースをお楽しみください。

開場100年の名門・旧淡水ＧＣとＪ．ニクラス設計ミラマーＧＣの2プレイ。

ベトナム ダナンゴルフ5日間

タイ パタヤビーチステイ5日間

ビンタン島＆シンガポール6日間

ボルネオゴルフ5日間

タイ チェンマイゴルフ5日間

台北ゴルフツアー4日間

旅行代金 10/15～12/22 12/23～27,
1/4～31 2/1～3/31 お正月

12/28～1/3

成田・関西発 158,000円 178,000円 188,000円 258,000円

旅行代金 10/15～31 11/1～12/19 12/20～26
1/5～7

お正月
12/27～1/4

成田・関西・中部発 178,000円 188,000円 248,000円 318,000円

旅行代金 10/15～12/15 12/16～21
1/6～31

12/22～27
1/3～5

お正月
12/28～1/2

成田・関西・中部発 238,000円 248,000円 298,000円 378,000円

旅行代金 10/15～31 11/1～12/19 12/20～26
1/5～7

お正月
12/27～1/4

成田・関西発 148,000円 168,000円 198,000円 278,000円

旅行代金 10/15～31 11/1～12/19 12/20～26
1/5～7

お正月
12/27～1/4

成田・関西・中部発 178,000円 188,000円 228,000円 298,000円

旅行代金 10/15～31 11/1～12/19 12/20～26
1/5～7

お正月
12/27～1/4

羽田・関西・中部発 178,000円 168,000円 218,000円 278,000円

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、ベトナム空港税（2,000円）、燃油サーチャージ
（8,540円／18年9月現在）が別途必要です。
※ゴルフプレー日が土・日曜・ベトナム祝日の場合、上記旅行代金に各5,000円加算となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,540円）、タイ空港税（2,000円）、燃油サー
チャージ（9,000円／18年9月現在）が別途必要です。
※日本発：土・日曜日、現地発：土・日曜発の場合、上記旅行代金に各5,000円加算となります。

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,540円）、シンガポール空港税（2,000円）
が別途必要です。
※日本発：金・土曜日、現地発：金・土曜発の場合、上記旅行代金に各5,000円加算となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、マレーシア空港税（2,000円）
※直行便スケジュール／成田発及び現地発：月・木曜日
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,540円）、タイ空港税（2,000円）、燃油サー
チャージ（9,000円／18年9月現在）が別途必要です。
※日本発：土・日曜日、現地発：土・日曜発の場合、上記旅行代金に各5,000円加算となります。

※空港施設使用料（羽田2,570円／関西3,040円／中部2,570円）、台北空港税（2,000円）、燃油
サーチャージ（4,000円／18年9月現在）が別途必要です。
※ゴルフが土・日・現地祝日の場合、1ラウンドあたり4,000円追加
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

［利用航空会社］ベトナム航空　［利用ホテル］ダナン（３泊）：ノボテルダナン、ブリリアントホテル、グランドメルキュール
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食

［利用航空会社］タイ航空　［利用ホテル］パタヤ（３泊）：ベイビューホテル
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食

［利用航空会社］	 シンガポール航空
［利用ホテル］	 ビンタン島（３泊／海側）：ビンタンラグーンリゾート、シンガポール（１泊／プレミアルーム）：マリーナベイサンズ
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：４朝食

［利用航空会社］マレーシア航空　［利用ホテル］マゼンラステラハーバー（ガーデンビュー）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食

［利用航空会社］タイ航空　［利用ホテル］チェンマイ（３泊）：メリディアンチェンマイ
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食

［利用航空会社］	 チャイナエアライン、エバー航空
［利用ホテル］	 ミラマーガーデンホテル
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食

1日目 成田発（09：30～10：00）→ダナン着（12：05～13：40）＝車＝	 ダナン【泊】
2日目 ホテル＝車＝★ダナンＧＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】
3日目 ホテル＝車＝★モンゴメリーリンクス（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 チェックアウト２０時まで延長　●フリータイム	オプショナルゴルフ：バーナーヒルズＧＣ
ホテル＝ダナン発（24：10～24：20）→	 【機中泊】

5日目 成田・関西着（07：00～07：35）

1日目 成田・関西発（09：30～10：10）→KUL乗り換え又は直行便→
コタキナバル着（15：00～21：35）＝車・約10分＝	 マゼランステラハーバー【泊】

2日目 ホテル＝シャトル＝★ステラハーバーＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】
3日目 ホテル＝車・約50分＝★ダリットベイＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 ●フリータイム　お部屋は出発までご利用頂けます。
ホテル＝コタキナバル発（19：45～00：50）→KUL乗り換え又は直行便→	【機中泊】

5日目 成田・関西着（05：40～07：15）

1日目 成田・関西・中部発（09：45～11：45）→バンコク着（15：00～17：05）＝車＝	パタヤ【泊】

2日目 ホテル＝車＝★サイアムＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

3日目 ホテル＝車＝★レムチャバンＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 チェックアウト１１時　●フリータイム
夕刻：ホテル＝バンコク発（22：10～24：05）→	 【機中泊】

5日目 成田・関西・中部着（06：20～08：10）

1日目 成田・関西・中部発（10：30～11：00）→シンガポール着（16：50～17：15）
～フェリー～ビンタン島着（20：00頃）＝車＝	 ビンタンラグーンリゾート【泊】

2日目 ホテル・・隣接・・★ビンタンラグーン・シービューコース（1.0Ｒ）　・・	 【同上泊】
3日目 ホテル＝車＝★リアビンタンＧＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 ホテル・・隣接・・★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（1.0Ｒ）＝
午後：ビンタン島～フェリー～夜：シンガポール着＝	 マリーナベイサンズ【泊】

5日目 チェックアウト１１時　●フリータイム　夜：ホテル＝シンガポール発（23：55～01：30）	【機中泊】
6日目 →成田・関西・中部着（07：30～08：45）

1日目 成田・関西・中部発（09：45～11：45）→乗り換え→チェンマイ着（18：15～20：00）
＝車＝	 メリディアンチェンマイ【泊】

2日目 ホテル＝車・約40分＝★アルパインチェンマイＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

3日目 ホテル＝車・約50分＝★チェンマイハイランドＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 チェックアウト１２時　●フリータイム
夕刻：ホテル＝チェンマイ発（19：20～20：50）→乗り換え→	 【機中泊】

5日目 成田・関西・中部着（06：20～08：10）

1日目 羽田・関西・中部発（07：25～14：15）→台北着（10：25～17：15）＝車・約20～60分＝
	 ミラマーガーデンホテル【泊】

2日目 ホテル＝車・約50分＝★ミラマーＧＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

3日目 ホテル＝車・約40分＝★旧淡水ＣＣ（1.0Ｒ）＝	 【同上泊】

4日目 ホテル＝車＝台北発（14：20～18：25）→成田・関西・中部着（17：50～22：05）

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

右記の期日以外 12/20～1/7

12,000円 15,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

右記の期日以外 12/20～1/10

10,000円 15,000円
延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

右記の期日以外 12/20～1/10

13,000円 19,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

利用ホテル 右記の期日以外 12/22～1/3
ビンタンラグーン 12,000円 22,000円
マリーナベイサンズ 30,000円 45,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

右記の期日以外 12/27～1/4

12,000円 17,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊/2名1室利用・お一人様）

右記の期日以外 12/20～1/10

13,000円 18,000円

各地～ダナン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室利用）　
●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：３朝食
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●各地～バンコク間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室利
用）　●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：３朝
食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●各地～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス）　●４泊宿泊料（２名様１室利
用）　●フェリー代　●3．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　
●食事：４朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●各地～コタキナバル間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室
利用）　●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：３朝食
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●各地～バンコク間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室利
用）　●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：３朝
食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●各地～台北間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室利用）
●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：３朝食
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料
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旅行代金に 
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2名様からお好きな日に出発可能な秋の海外ツアー特集 ★全コース延泊・ビジネスクラスのアレンジ可能です。 お正月出発掲載


