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世界中の名コースでのラウンドを楽しみながら、大自然の神秘と歴史・文化の世界遺産も訪ね歩く…。
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五十嵐達也
オーガスタ・ペブルビーチ・パイン
ハースト、セントアンドリュースな
ど世界20ヵ国の夢のコースへ、ゴ
ルフツアー一筋20年の経験でご
案内致します。      

               1962年北海道生まれ

薬師寺輝
2008年よりメジャートーナメントを
中心にUSA担当。中学・高校とフ
ロリダ在住。2000年世界ジュニア
選手権出場（トーリーパインズGC）。
ワンポイントレッスンいたします。

1984年岡山生まれ

木場純一
オーストラリア在住暦5年。世界
38ヵ国渡訪歴。外資系ホテルブラ
イダル担当12年のキャリアで心
をこめておもてなし。愛用のピン
アイIIはビンテージものです。

1966年鹿児島生まれ

加藤三男
JS海外担当マネージャー。スコッ
トランド・アイルランドのヨーロッ
パとアジア全域をご案内。ペブル・
ターンベリー・広野など名門コー
スでの豊富なラウンド経験を生か
して…。        1970年東京生まれ

カンボジア・アンコールワット遺跡群

USA パートンクリーク・パーマーレイクサイドコース

ビンタン島・リアビンタンGC

ボルネオ・ステラハーバーG＆CC

2010年全英オープン開催・セントアンドリュースオールドコース

世界遺産とゴルフの旅シリーズ
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冬でも温暖なコート・ダ・ジュールでクリスマスを祝う

南フランス　コート・ダジュールゴルフ7日間
2009年12月20日（日）　成田・関西発＜3ラウンド＞

アジアの2大世界遺産アンコールワットとハロン湾を見学

アンコールワット＆ハロン湾・ゴルフの旅7日間
2010年2月10日（水）　成田・関西発＜3ラウンド＞

世界最大のお祭り“リオのカーニバル”の優勝パレードを特別席で見物

リオのカーニバル＆ブラジルゴルフ10日間
2010年2月16日（火）　羽田・関西発＜3ラウンド＞

標高1800Mの高原リゾートと世界遺産・麗江古城を巡る

中国　昆明スプリングシティー＆麗江古城・6日間
2010年3月20日（土）　成田・関西発＜3ラウンド＞

2010年お正月スペシャルツアー

P5

P6

P7

P8

冬のゴルフのメッカ・テキサスでゴルフ三昧の8日間。オプションで9ラウンドも可

USA　テキサス・ゴルフ三昧8日間
2009年12月27日（日）　成田発＜5ラウンド＞

シンガポールより高速船で45分、海の美しい3コースをラウンド！

ビンタン島＆シンガポール5日間
2009年12月31日（木）　成田・関西発＜3ラウンド＞

1年中温暖な海南島の三亜ビーチに泊まってリゾートゴルフを満喫！

中国　ビーチリゾート海南島ゴルフ5日間
2009年12月30日（水）　成田発＜3ラウンド＞

マレーシア航空直行便で6時間、豪華シーサイドに泊まって海の美しいコースを3ラウンド！

スーパーゴルフリゾートボルネオ5/8日間＜3ラウンド＞
Aコース5日間：09年12月31日（木）／Bコース8日間：09年12月28日（月）　成田発

2010年ゴールデンウィーク&ハワイクルーズ

P9

P10

P11

陽光注ぐマリーナ地区のリッツカールトンに泊って、全米屈指のコースをラウンド！

ロサンゼルス・ベストコースセレクション6日間
2010年4月28日（水）　成田発＜3ラウンド＞

2010年全英開催前のオールドコースとロイヤルリザム（2012年）＆バークデール（2008年開催）のラウンド！

聖地探訪　セントアンドリュース＆全英オープン開催コース巡り8日間
2010年4月29日（木）　成田・関西発＜4ラウンド＞

豪華客船”プライド・オブ・アメリカ号”で目覚めれば次の島、究極のハワイゴルフの旅

ハワイ4島クルーズ＆ゴルフの旅10日間＜5ラウンド＞
①2010年1月16日（土）／10年2月27日（土）／10年3月27日（土）



＜世界遺産とゴルフの旅シリーズ＞
冬でも温暖なコート・ダ・ジュール海岸でロマンチックにクリスマスを祝う。

南フランス　コート・ダ・ジュールゴルフ・7日間＜3ラウンド＞

－ 1 －

スペイン

フランス

ドイツ

スイス

イタリア

モナコ

ポルトガル

オランダ

ベルギー

パリ

ニース

☆地中海に沿って美しい海岸線の続くコート・ダ・ジュール（紺碧海岸・イタリア名はリビエラ海岸）は年間を通し温暖な気候と降り注ぐ

陽光が魅力の世界屈指のリゾート地です。

☆ニースの5ツ星デラックスホテルのメリディアンニース（海側）に連泊し、クリスマスイブを祝います。

☆巨匠ロバート・トレント・ジョーンズJrやロバート・ボン・ヘギー設計の近代的なコースと歴史と伝統のモンテカルロGCをお楽しみ頂き

ます。

コート・ダジュール海岸

ル・メリディアン・ニース

ロイヤルムージャンゴルフクラブ

3

4

5

12月23日（水）

午前：●ロイヤルムージャンゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

ニースから車で45分、ロバート・ボン・ヘギーの設計で1993年にオープン。フラットな林間コース、8つの池とクリークを活かした美しく戦略的なコース。南フラ
ンスNO.1コースに評価されています。18H 6,569Y P71� 朝ーー＜メリディアンニース泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

1 12月20日（日）
午前：成田・関西発　　　（ヨーロッパ内乗換え）　　
夜：ニース着＝専用車＝ホテルへ�ー機ー＜メリディアンニース泊＞

12月25日（金）6 午前：ニース発　　　ヨーロッパ内乗換え　　　＜日付変更線通過＞� 朝ー機＜機中泊＞

12月26日（土）7 午後：成田着

12月22日（火）

終日：コート・ダ・ジュール海岸観光
ニースの花市場から鷹ノ巣村「エズ」を散策し、F1で有名なモンテカルロでフリータイム。カンヌ映画祭の会場見学等
� 朝ーー＜メリディアンニース泊＞

12月24日（木）

午前：●モンテカルロゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

ニースから車で1時間、地中海とモンテカルロ市内を見下ろす標高800メートルのアンジェル山の頂上付近に広がるややアップダウンのあるパークランドコ
ースです。ヨーロッパツアー「モンテカルロオープン」で青木功が優勝したコース。18H 6,223Y P72�
夕食：☆クリスマスイブ・ディナー� 朝ー夕＜メリディアンニース泊＞

12月21日（月）

午前：●ゴルフ・ド・サンドナ（1.0R）でゴルフ

ニースから車で40分、巨匠ロバート・トレント・ジョーンズJr設計で1993年にオープン。樹木や色鮮やかな花々を活かしアメリカンスタイルのコース。18H 
6,598Y P71　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  朝ーー＜メリディアンニース泊＞
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■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日（2009年）

12月20日（日）～12月26日（土）

エコノミークラス利用旅行代金

498,000円

ビジネスクラス利用旅行代金

898,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

エールフランス・KLMオランダ航空

メリディアンニース（海側）

朝食5回・夕食1回

8名様・添乗員は成田発着で同行致します。

国内空港使用料（成田2,040円／関西2,650円）、海外空港諸税（9,900円）は旅行代金に含まれておりません。
燃油サーチャージ（12,160円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

日程表記載の3回のプレイ代金を含みます。

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

ゴルフ

1人部屋利用追加代金

80,000円

※ゴルフプレイの順序は変更となることがあります。

ホテルの正面には地

中海が広がり、客室

やレストランからの眺

めが素晴らしい。　室

内は白を基調とした

シックでとても上品な

デザイン。また館内

にはカジノも併設され

ており、いつも賑わっ

ている。



＜世界遺産とゴルフの旅シリーズ＞
アジアの2大世界遺産・アンコールワット遺跡群とハロン湾の見学とPGAトーナメントコースをラウンド！

アンコールワット＆ハロン湾・ゴルフの旅7日間3ラウンド

－ 2 －

ベトナム

カンボジア

プノンペン

シエムリアプ

ホーチミン

バンコク

ハノイ
ハロン

☆アンコールワット遺跡があるシェムリアップは外国人観光客でとても賑わっており、治安も問題ありません。

☆ベトナム北部のハロン湾では船での島巡りもお楽しみ頂けます。

☆シェムリアップ及びハノイではPGAトーナメントが開催されたチャンピオンシップコースでのラウンドです。また5スター

ホテルをご用意致しましたので快適にお過ごし頂けます。

アンコールゴルフクラブ アンコールワット遺跡群（カンボジア） ハロン湾（ベトナム）

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日（2010年）

2月10日（水）～2月16日（火）

エコノミークラス利用

328,000円

ビジネスクラス利用

438,000円

1人部屋利用代金

65,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

ベトナム航空

シェムリアップ（3泊）：アンコールパレスリゾート（プレミアルーム）
ハノイ（2泊）：ヒルトン・ハノイオペラ（デラックスルーム）

朝食5回、昼食2回、夕食1回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

国内空港施設使用料（成田2,040円、関西2,650円）、ベトナム空港税（1,300円）及び
燃油サーチャージ（5,200円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

シェムリアップ到着時にカンボジア入国査証を取得します。（写真1葉・US20$
が必要です）
シェムリアップ空港使用料（US25$）が出国時に必要となります

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・
燃油サーチャージ

その他

1 2月10日（水）

2月11日（木）

2月12日（金）

2月13日（土）

2月14日（日）

2月15日（月）

3

4

5

6

2月16日（火）7

午前：●アンコールゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

シェムリアップ市内から車で10分、ニックファルドの設計で2007年にオープン。池とバンカーを巧みに配し、南洋樹に囲まれたトロピカルムー
ド溢れるコース。18H 7,239Y P72
午後：シェムリアップ空港発　　　夜：ハノイ着＝ホテルへ� 朝ーー＜ヒルトン・ハノイオペラ泊＞

午前：●フォキトラーカントリークラブ（1.0R）でゴルフ

シェムリアップ市内から車で30分、Vゴルフデザイン設計で2006年にオープン。アジアンPGAツアー・ジョニーウォーカークラシック等開催した
チャンピオンコース。18H 7,191Y P72
午後：フリータイム（オプショナル：シェムリアップ市内観光）� 朝ーー＜アンコールパレスリゾート泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

午前：成田発／関西発　　　午後：ハノイ空港又はホーチミン乗り継ぎ
夕刻：シェムリアップ空港着＝専用車・20分＝ホテルへ� ー機ー＜アンコールパレスリゾート泊＞

朝：成田着／関西着� 機ーー

午前：●キングスアイランドゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

ハノイ市内から車で60分、ロナルドフリームの設計でオープン。島全体がゴルフ場となっており、専用ボートでコースへ移動。
レイクサイドコース18H 6,454Y P72　マウンテンビューコース。18H 7,100Y P72
チェックアウトは20時まで延長　夜：ハノイ空港発� 朝ーー＜機中泊＞

終日　世界遺産・アンコールワット遺跡群観光
早朝：アンコールワット西参道から日の出を観光。アンコールトムへ　南大門、バイヨン、象のテラスなど見学。
夜：民族ダンスショーを鑑賞しながら夕食� 朝昼夕＜アンコールパレスリゾート泊＞
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終日　世界遺産・ハロン湾観光
幻想的な景勝地・ハロン湾を小型船でクルーズします。帰路、陶器の町・バチャン村を見学。�  朝昼ー＜ヒルトン・ハノイオペラ泊＞

シェムリアップ中心部に位置するホテル。広いロビーはカントリーな雰囲気がただよい木製の家

具が温かみを感じさせる。客室は床や調度品に質感のある木材が使用されゆったりと落ち着いた

空間が広がっている。シェムリアップ空港から車で約10分。

メインストリートに面し

たオペラハウスの隣に位

置するデラックスホテル。

緩やかに弧を描くネオク

ラシック様式の建物。ゆ

ったりとした造りの客室

は、地元の手工芸品や調

度品をあしらったベトナ

ム様式のインテリアで落

ち着いた雰囲気にまとめ

られている。

アンコールパレスリゾート プレミアムルーム ヒルトンハノイ・オペラ



＜世界遺産とゴルフの旅シリーズ＞
世界最大の祭り‘リオのカーニバル’の優勝パレードを特別観覧席（６人用マス席）で見物

リオのカーニバル・チャンピオンパレードとブラジル ゴルフ・10日間

－ 3 －

☆世界中で祝うカーニバルですが豪華絢爛な衣装と熱狂的なサンバのリズムで興奮のるつぼと化すのがリオのカーニバル。近年人気を集めて
いるのがカーニバル・パレードの優勝～５位のチームが出場する「チャンピオンパレード」。優勝・入賞を観客とともに熱狂的に祝います。また、
パレード終了後に衣装などを観客席に贈るのも楽しみです。

☆ブラジルは日本からは地球の裏側、長い空の旅ですが、乗り継ぎでの簡略さ（米国経由では往復とも米国入国手続きが必要ですが、ドバイで
はゲートを移動するのみ、しかも待合ロビーは充実した施設で有名です。）、航空機座席や機内サービスのレベルの高さからエミレーツ航空を
利用します。

☆サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロのベストコースでのゴルフをお楽しみいただきます。
☆日系人の多く住むサンパウロ、世界最大のイグアスの滝、風光明媚なリオ・デ・ジャネイロなど各地の見所もくまなく観光いたします。

最前列のマス席でカーニバルチャンピオンパレードを見物 ガヴェア・ゴルフ＆カントリークラブイグアスの滝

■旅行出発日・旅行代金／羽田・関西発着

旅行期日（2010年）

2月16日（火）～2月25日（木）

エコノミークラス利用旅行代金

818,000円

ビジネスクラス利用旅行代金

1,388,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。
120,000円

エミレーツ航空

以下又は同等のデラックスクラスホテル
インターコンチネンタル（サンパウロ）　ホテル・ダス・カタラタス（イグアスの滝）　ソフィテル（リオ・デ・ジャネイロ）

朝食6回・昼食2回・夕食3回付き

2名様（参加2名様ー5名様の場合は添乗員は同行せず現地日本語係員のお世話で催行、参加6名様以上は日本から添乗員同行）

日本国内空港使用料（2,650円）・国外空港諸税（現行：12,000円）・燃油サーチャージは旅行代金に含まれておりません。★09年9月までは燃油サーチャージは
かかりませんが、10月以降に設定された場合は別途お支払いいただきます。

●リオのカーニバル・チャンピオンパレード観覧席（6人用マス席）代金は旅行代金に含まれております。
●日程表記載の3回のプレイ費は旅行代金に含まれております。（キャディ代・キャディチップは直接お支払いいただきます。）
●ブラジル入国査証取得費用（現行：10,150円）を別途お支払いいただきます。

一人部屋利用追加代金

利用予定航空会社(日本発着）

利用予定ホテル

食事

最少催行人数・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

その他�

1

2

2月16日（火）

2月17日（水）

2月24日（水）

2月25日（木）

9

10

夕刻：羽田発　　　深夜：関空発　　　（ドバイ経由）� 機＜機中泊＞

夜：サンパウロ着、専用車でホテルへ� 機機機＜サンパウロ泊＞

2月18日（木）3

午前：サンパウロ市内観光へご案内
●イビラブエラ公園、東洋人街、ブラジル日本移民資料館など

午後：●PLゴルフクラブでゴルフ

サンパウロ市内から45kmのアルジャー市にある1968年オープンのゴルフ場。マンチケイラ山脈を背景にした豊な森の中に広がる日系のゴルフクラブ。キ
ャディ同伴プレイ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝ーー＜サンパウロ泊＞

2月19日（金）4

朝：空路イグアスへ
午後：世界最大のイグアスの滝をアルゼンチン側から見物
（トロッコ列車に乗りイグアス川へ、川面の遊歩道を歩きイグアス川が滝壺へ流れ落ちる「悪魔ののど笛」を見物）
夕刻：ブラジル側、イグアスの滝の真ん前に建つ国立公園内のホテルへ� 朝昼夕＜イグアスの滝泊＞

2月23日（火）8
午前：リオ・デ・ジャネイロ市内観光へご案内（巨大なキリスト像の建つコルコバードの丘など）
昼：名物シェラスコ料理の昼食の後、ホテルで休憩　夕刻：日本料理の夕食の後空港へ
夜：リオ・デ・ジャネイロ発　　　（サンパウロ・ドバイ経由）� 朝昼夕＜機中泊＞

※時差により飛行中に通過

午後：関空着　　　夜：羽田着

2月20日（土）5

朝：ブラジル側よりイグアスの滝を見物
（イグアスの滝は大小300以上、最大落差80m、全幅4,5kmに及ぶ世界最大の滝。ブラジル側の遊歩道にある数箇所の観爆台からはその全景を眺めること
ができます。）
昼：空路リオ・デ・ジャネイロへ
夕刻：リオ・デ・ジャネイロ着、専用車でホテルへ
夜：カーニバル会場へ「リオのカーニバル」チャンピオンパレードを特別観覧席で見物� 朝機夕＜リオ・デ・ジャネイロ泊＞

2月21日（日）6

午前：フリータイム（午前2時頃までのカーニバル見物となりますのでお休みください。）

午後：●イタニャンガ・ゴルフクラブでゴルフ

リオ市内から車で30分。1933年、バンフスプリングスなどの設計で知られるカナダ人スタンレー・トンプソンの設計でオープン。樹木でセパレートされたフラ
ットなコースですが、数多くクリークや池がある戦略性の高いコースです。キャディ同伴プレイ。
� 　朝ーー＜リオ・デ・ジャネイロ泊＞

2月22日（月）7

午前：リオ・デ・ジャネイロ市内観光へご案内（海とリオ市街を見渡すポン・デ・アスカールの丘など）

午後：●ガヴェア・ゴルフ＆カントリークラブでゴルフ

リオ市内から車で30分。1921年スコット・モーガン・ダヴィッドソンが20歳の時に最初に設計したコース。フロント9は丘陵、バック9は美しいサン・コンラドビー
チ沿いのシーサイドと対照的なレイアウト。ブラジルNO.1コースに評価されるとともにゴルフ誌の選ぶ世界ベスト50コース内に常にランクされています。キャ
ディ同伴プレイ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 朝ーー＜リオ・デ・ジャネイロ泊＞

次 月・日・曜日

※上記プレイ予定ゴルフ場はメンテナンス・ローカルトーナメント等の事由により同等の他ゴルフ場に変更となることがあります。

スケジュール



＜世界遺産とゴルフの旅シリーズ＞
標高1800mの高原リゾート・スプリングシティーと世界遺産・麗江古城を巡る旅

中国　雲南省・昆明スプリングシティー＆麗江古城6日間3ラウンド

－ 4 －

天津

北京

重慶

雲南省
マカオ

香港

福州

広州

上海

青島

大連

南京

西安

成都

麗江

昆明

☆四季常春と言われ、1年中温暖な気候の昆明ですが、3月は最高平均気温23度と過ごしやすく、色とりどりの花が咲き乱れるお勧めのシー

ズンです。

☆中国NO1コースに選ばれたスプリングシティーレイク＆マウンテンコースと造形美に富んだレイクビューGCの3ラウンドプレー。

☆世界遺産を2箇所見学します。（石林・麗江古城）

☆ホテルはすべて5ツ星をご利用頂きます。

スプリングシティーリゾート・マウンテンコース18H＆レイクコース18H 世界遺産・麗江古城と玉龍雪山

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日（2010年）

3月20日（土）～3月25日（木）

エコノミークラス利用

328,000円

ビジネスクラス利用

438,000円

1人部屋利用代金

50,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

中国東方航空又は日本航空

スプリングシティリゾート（2泊）、官房大酒店麗江（2泊）
昆明佳華広場（1泊）

朝食5回、昼食2回、夕食2回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

国内空港施設使用料（成田2,040円、関西2,650円）、中国空港税（4,100円）及び燃
油サーチャージ及び航空保険（2,000円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要と
なります。

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

3月23日（火）4

終日　●世界遺産・麗江古城と玉龍雪山観光
どこか懐かしい街並みの麗江古城を見学後、美しい庭園・万古楼を観光し昼食。万年雪が残る玉龍雪山の3000M展望台へ（ロープウェイで約20分）
夜：市内レストランにて夕食（雲南名物料理など）� 朝昼夕＜官房大酒店麗江泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

1 3月20日（土）
午後：成田発／関西発　　　午後：上海空港又は青島乗り継ぎ　　
夜：昆明空港着＝専用車・50分＝スプリングシティーへ� ー機ー＜スプリングシティーリゾート泊＞

3月25日（木）6
朝：ホテル発＝午前：昆明空港発　　　午前：上海空港又は青島乗り継ぎ
夕刻：成田着／関西着� 朝機ー

3月24日（水）5

朝：ホテル発＝朝：麗江空港発　　　午前：昆明空港着＝ゴルフ場へ

午後：●レイクビューゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

市内・空港から車で20分、アメリカ人スコット・ミラーの設計で2005年にオープン。池とバンカーを巧みに配し、自然の造形美に富んだコース。18H 7,260Y 
P72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  朝ーー＜昆明・佳華広場泊＞

3月22日（月）3

午前：●スプリングシティー・レイクコース（1.0R）でゴルフ

1999年にロバート・トレント・ジョーンズJr設計にてオープン。ヤンゾン湖畔のほとりに作られたコースはブッシュ・崖・バンカー等、戦略的かつスリリングなホ
ールの連続。18H　7,204Y　P72
ホテル発＝夕刻：昆明空港発　　　夜：麗江空港着＝ホテルへ� 朝ーー＜官房大酒店麗江泊＞

3月21日（日）

午前：●スプリングシティー・マウンテンコース（1.0R）でゴルフ

1998年にジャック・ニクラス設計にてオープン。コース全面にケンタッキーブルーグラスを敷き詰め、コンディションも素晴らしく世界的にも評価の高いコース
です。99年USゴルフダイジェスト誌で中国ナンバー1に選ばれた。18H 7,453Y P72
午後：●奇岩、石柱が立ち並ぶ景勝地・石林観光へ
夜：ホテルレストランにて夕食� 朝昼夕＜スプリングシティーリゾート泊＞

2

スプリングシティーゴルフ＆レイクリゾート
中国名：春城高　夫湖畔度假村

昆明空港から西に車で1時間、雄大な自然の地形と美しさに彩られたこのゴルフリゾートはJ.ニクラウ

ス設計のマウンテンコースとR・T・ジョーンズ Jr.設計のレイクコースからなる36ホールのゴルフリゾー

トです。グリーン・フェアウェイともトーナメント並みの最高のコンディションに仕上げられており、USゴ

ルフダイジェスト誌でナンバー1に選ばれたこともあります。「春城」と称され、一年を通じて穏やかな

気候の昆明で抜けるような青空の下、壮大な山々をバックに美しく澄んだ湖を眺めながらのゴルフ…。

至高のゴルフリゾートへどうぞ！



＜2010年お正月スペシャルツアー＞
テキサス州は冬のゴルフのメッカです。バートンクリークとラカンテラでゴルフ三昧の8日間を！

USA テキサス・ゴルフ三昧8日間5ラウンド

－ 5 －

コロラドユタ

テキサス州

ダラス

サンアントニオ

テネシー
カンザス

ニューメキシコアリゾナ

アーカンソーオクラホマ
アラバマ

ミシシッピ

ルイジアナ

メキシコ メキシコ湾

オースティン

午後：成田発　　　＜日付変更線通過＞
午前：ロサンゼルス着　　　午後：サンアントニオ着＝専用車・約30分＝ホテルへ
夜：ウェルカムディナー� ー機夕＜ウェスティン・ラカンテラ泊＞

☆テキサスの12月は最高平均気温20℃、雨も少なくゴルフには適したシーズンです。

☆テキサス州はアメリカで屈指のゴルフのメッカです。中でもバートンクリークとラカンテラはPGAトーナメントが開かれるコースが隣接されて

おり、毎年全米各地よりゴルファーが訪れ賑わっています。

バートンクリークリゾートウェスティン・ラカンテラリゾート

■旅行出発日・旅行代金

旅行期日

’09年12月27日（日）～’10年1月3日（日）

エコノミークラス利用

698,000円

ビジネスクラス利用

998,000円

1人部屋利用代金

70,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

全日空、ユナイテッド航空、アメリカン航空、日本航空のうちいずれか

サンアントニオ（3泊）：ウェスティン・ラカンテラ
オースティン（3泊）：バートンクリークリゾート

朝食6回、夕食1回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

国内空港施設使用料（成田2,040円）、米国空港税（6,400円）及び燃油サーチャ
ージ（14,000円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

その他

12月30日（水）4

ホテル発＝車・約90分＝オースティンへ

●バートンクリーク・パーマーレイクサイド（1.0R）でゴルフ

アーノルド・パーマー設計。フェアウェイも広々とし、ビギナーから上級者まで楽しめるリゾートコース。18H 6,645Y P72
� 朝ーー＜バートンクリークリゾート泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

12月28日（月）2

●ラカンテラ・リゾートコース（1.0R）でゴルフ

ジェイ・モリッシュ＆トム・ワイスコフ設計にて1995年にオープン。毎年テキサスオープンの舞台となっており、ゴルフマガジン誌で全米パブリックコース10選
にもランクされたコース。18H 7,021Y P72　　　　　　　　　　　　　　                                                                        朝ーー＜ウェスティン・ラカンテラ泊＞

12月29日（火）3

●ラカンテラ・パーマーコース（1.0R）でゴルフ

アーノルド・パーマー設計にて2001年にオープン。池とクリークをバランスよく配し造形美に富んだリゾートコース。18H 6,926Y P71
� 朝ーー＜ウェスティン・ラカンテラ泊＞

12月31日（木）5

●バートンクリーク・ファジオフットヒルズコース（1.0R）でゴルフ

トム・ファジオの傑作コースと言われ、池とクリーク、フェアウェイのアンジュレーションなどとても印象的なコース。18H 7,125Y P72
� 朝ーー＜バートンクリークリゾート泊＞

1 12月27日（日）

1月3日（日）8 午後：成田着� 機－－

1月1日（金）

●バートンクリーク・ファジオキャニオンコース（1.0R）でゴルフ

トム・ファジオ設計でレッドオークとサイプレスの森の中ひっそりと佇む緑豊かな18ホールです。18H 7,153Y P72
午後オプショナル：クレンショウクリフサイドコース� 朝ーー＜バートンクリークリゾート泊＞

6

バートンクリークリゾート＆スパ＜オースティン＞
オースティンはテキサスの代表的な田園風景が残る田舎町です。ゴルフ場を見

下ろす小高い丘の上にあるバートンクリークリゾートは、A.パーマーやB.クレンシ

ョウ、トム・ファジオなどが設計した4コ

ース（72ホール）のチャンピオンコース

が隣接された一大ゴルフリゾートです。

また澄み切った小川の水を利用した

高級スパがとても有名で世界中よりセ

レブが集う。

ウェスティン・ラカンテラリゾート＜サンアントニオ＞
サンアントニオは石灰岩採掘場跡地の丘の上というユニークな場所にあります。

ぬくもりのある天然カラーの素朴で繊細な木材装飾と伝統的な鉄製装飾がうまく

溶け合うウェスティンリゾートは508戸

のゲストルームがある高級リゾートです。

隣接する2つのコースはいずれもPGA

トーナメントを開催し、特に95年オー

プンのリゾートコースは毎年”バレロテ

キサスオープン”の開場として有名です。

（2009年優勝　ザック・ジョンソン）

1月2日（土）7
ホテル発＝車＝午前：オースティン空港発
ロサンゼルス乗換え＜日付変更線通過＞　　� 朝ー機＜機中泊＞



＜2010年お正月スペシャルツアー＞
シンガポールより高速船で45分、和食も楽しめるシーサイドリゾートに泊まって、海の美しい3コースをラウンド！

ビンタン島＆シンガポール・5日間 3ラウンド

－ 6 －

南シナ海

ビンタンラグーンリゾート

シンガポール

ビンタン島

☆日中の平均気温が27度と常夏のリゾートア
イランドです。
☆リゾート隣接のビンタンラグーン・シービュー
コース＆フォレストコースはどちらも戦略的
なレイアウトでビギナーから上級者まで楽し
めるコース。またリアビンタンGCは常にコン

ディションが上々でアジア屈指の名コースと評される。南シナ
海を望む印象的な3コースをラウンドします。
☆帰路シンガポールではショッピングに便利なオーチャード通
りに面したホテルをご用意しました。

リアビンタンゴルフコース ビンタンラグーンズGC

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

200,000円

全日空、日本航空、シンガポール航空

ビンタン島（3泊）：ビンタンラグーンリゾート
シンガポール（1泊）：ロイヤルプラザ・オン・スコッツ

朝食4回、夕食1回

10名様・添乗員は成田より同行致します。

国内空港施設使用料（成田2,040円、関西2,650円）、シンガポー
ル空港税（1,500円）及び燃油サーチャージ（12,600円／09年10
月現在）が旅行代金の他に必要となります。

インドネシア査証代金（US10ドル）がビンタン島到着時に必要と
なります。

ビジネスクラス利用追加代金

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

その他

1月2日（土）3

午前：●リアビンタンゴルフコース（1.0R）でゴルフ

ビンタンラグーンリゾートより車で5分、'98年にG.プレーヤー設計にてオープン。ゼブラ模様にカットされたフェアウェイとコバルトブルーの海が広がるオーシ
ャンブルー＆グリーンコースの18ホールはアジア屈指の名ホールが続く。27H 10,200Y P108 
� 朝ーー＜ビンタンラグーンリゾート泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

1 12月31日（木）

午前：成田発／関西発　　　午後：シンガポール空港　～高速船・45分～
夜：ビンタン島着＝シャトルバス・20分＝ホテルへ
夜：ホテルレストランにて夕食� ー機夕＜ビンタンラグーンリゾート泊＞

1月4日（月）5 朝：ホテル発＝午前：シンガポール空港発　　　午後：成田着／関西着� 朝機ー

午前：●ビンタンラグーン・シービューコース（1.0R）でゴルフ

ビンタンラグーンリゾートに隣接し、'97年にJニクラス設計にてオープン。アウトコースはゆるやかな丘陵を生かした林間コースで、インコースに入ると爽快
な風が吹き抜けるシーサイドコースが広がる。　18H 7,049Y P72
� 朝ーー＜ビンタンラグーンリゾート泊＞

1月1日（金）2

午後：●ビンタンラグーン・フォレストコース（1.0R）でゴルフ

ビンタンラグーンリゾートに隣接し、'96年にイアン・ベーカー・フィンチ設計でオープン。自然の地形を活かし、うねりのあるフェアウェイと南国特有の植物が
コースの戦略性を高めている。　18H 6,795Y P72 
午後：ビンタン島着～高速船～夕刻：シンガポール＝ホテルへ� 朝ーー＜ロイヤルプラザ・オン・スコッツ泊＞

1月3日（日）4

ビンタン島（インドネシア領）

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

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日

’09年12月31日（木）～’10年1月4日（月）

成田発着エコノミークラス

278,000円

関西発着エコノミークラス

289,000円

1人部屋利用代金

55,000円



＜2010年お正月スペシャルツアー＞
1年中温暖なトロピカルムード漂う海南島・三亜ビーチに泊まってリゾートゴルフを満喫！

中国  ビーチリゾート海南島 5日間 3ラウンド

－ 7 －

海口

海南島

万寧

興隆

三亜

★

★

★

★

バングラディッシュ

ブータン
ネパール

キルギス

タジキスタン

パキスタン

インド

カザフスタン

海南島

広州

ロシア

上海

東京
大阪

北京

西海岸GC

亜龍湾GC亜龍湾GC

サンバレーGCサンバレーGC

☆中国東方航空の上海経由便は、乗り継ぎ時間も短く、海南島に夕方（18：30頃）

には到着できます。

☆日中の平均気温が27度と常夏の島です。

☆近年リゾート開発がすすむ海南島の三亜湾ビーチエリアに’09年オープン、5スタ

ーホテル“グランドソラックス”に連泊します。

☆海南島には現在18のゴルフ場がありますが、特に人気の3コースをラウンドします。

亜龍湾ゴルフクラブ（三亜） 西海岸ゴルフクラブ（海口）

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日

’09年12月30日（水）～’10年1月3日（日）

成田発着エコノミークラス

258,000円

関西発着エコノミークラス

268,000円

1人部屋利用代金

50,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

150,000円

中国東方航空

三亜（3泊）：グランドソラックス・サンアリゾート（オーシャンビュー）
海口（1泊）：メリタスマンダリンホテル

朝食3回、夕食1回

10名様・添乗員は成田より同行致します。

国内空港施設使用料（成田2,040円、関西2,650円）、中国空港税（2,500円）及び燃油サーチャージ（3,600円／09年10月現在）が旅行
代金の他に必要となります。

ビジネスクラス利用追加代金

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

1月2日（土）4

朝：ホテル発＝ゴルフ場（海口）へ

午後：●西海岸ゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

海口市内から車で10分、ダイ・デザイン社の設計で2004年にオープン。自然の地形を活かし、うねりのあるフェアウェイと南国特有の植物がコースの戦略
的を高めている　18H 7,267Y P72　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                               朝ーー＜メリタスマンダリンホテル・海口泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

1 12月30日（水）
午前：成田発／関西発　　　午後：上海空港
午後：三亜空港着＝専用車・20分＝ホテルへ
夜：ホテルレストランにて夕食� ー機夕＜グランドソラックスリゾート・三亜泊＞

1月3日（日）5
朝：ホテル発＝朝：海口空港発　　　午前：上海空港
午後：成田着／関西着� ー機ー

1月1日（金）3

午前：●サンバレーゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

三亜地区より車で30分、2004年にオープン。雄大な山をバックに大小のマウンドで囲まれたコースは戦略性に富んでおり、中国唯一のパー6ホールある             
（828Y）18Ｈ 7,173Ｙ P72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                   朝ーー＜グランドソラックスリゾート・三亜泊＞

12月31日（木）

午前：●亜龍湾ゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

三亜市内から車で20分、1999年にR.T.ジョーンズJr設計にてオープン。池と白砂バンカー、コース内をセパレートする南洋樹がトロピカルムード満点のコー
スです。USゴルフダイジェスト誌で中国ベスト10に選ばれた。18H 7,186Y P72 
� 朝ーー＜グランドソラックスリゾート・三亜泊＞

2

三亜は南中国海に面し、海南島の最南端に位置し、“東洋のハワイ”と呼ばれています。年間を通し気候がいつも穏やかで春のように感じられ、青空

に碧海、どこまでも続く白いビーチ、南国ならではの開放的雰囲気・爽やかさなど、自然環境やレジャー施設などの旅要素が揃っています。思い出に

残る、最高なバカンスを、パラダイス・三亜で過ごしてみませんか。

サンバレーGC（三亜）

グランドソラックスホテル&リゾート



＜2010年お正月スペシャルツアー＞
マレーシア航空直行便で6時間、時差1時間のゴルフパラダイスのお正月！

スーパーゴルフリゾート・ボルネオ 5日間 ＆ 8日間

－ 8 －

■旅行出発日・旅行代金／成田発着

旅行期日

’09年12月31日（木）～’10年1月4日（月）

エコノミークラス利用

238,000円

ビジネスクラス利用

438,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。
45,000円

マレーシア航空・直行便利用

ステラハーバー・マゼランホテル（デラックスガーデンビュー）

朝食4回、夕食1回

10名様

添乗員は成田より同行致します。

成田空港施設使用料（2,040円）、マレーシア空港税（1,600円）及び燃油サーチャージ（4,000
円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

1人部屋利用追加代金

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員

添乗員

空港税・燃油サーチャージ

75,000円

マレーシア航空・直行便利用

ステラハーバー・マゼランホテル（デラックスガーデンビュー）

朝食7回、夕食1回

2名様

現地係員がご案内致します。

成田空港施設使用料（2,040円）、マレーシア空港税（1,600円）及び燃油サーチャージ（8,000
円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

1人部屋利用追加代金

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員

添乗員

空港税・燃油サーチャージ

1 12月31日（木）

1月1日（金）

1月2日（土）

1月3日（日）

1月4日（月）

3

4

5

午前：●ダリットベイゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

ホテルから車で40分、EGパースローの設計で99年にオープン。18ホール中16ホールに水のハザードが絡む。晴れた日の早朝には東南アジア最高峰Mt.キナバル（4095m）
が時折雄姿を現す…。18H 6,904Y P72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

成田（13：30発）　　　直行便5.5時間　　　コタキナバル空港（18：20着）＝専用車・10分＝ホテルへ
夜：ホテルレストランにて夕食（ガラディナー）� ー機夕＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

午前：ホテル発＝コタキナバル空港（12：50発）　　　直行便・5時間　　　成田（19：20着）� 朝機ー

午前：●ボルネオゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

ホテルより車で70分、96年にジャック・ニクラス設計にてオープン。インコース11番から続く通称ボルネオアーメンコーナーは海とつながる巨大なラグーン越えのスリリングな
ホールの連続。18H 7,162Y P72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

2

午前：●ステラハーバーゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

ホテルに隣接。97年にグラハム・マーシュ設計にてオープン。南洋樹に囲まれたトロピカルムード漂うリゾートコース。＊ナイトゴルフは夜11時迄プレーが出来る。27H 
10,242Y P108　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

■旅行出発日・旅行代金／成田発着

旅行期日

’09年12月28日（月）～’10年1月4日（月）

エコノミークラス利用

298,000円

ビジネスクラス利用

498,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

1 12月28日（月）

12月29日（火）

12月30日（水）

12月31日（木）

1月1日（金）

1月2日（土）

1月3日（日）

1月4日（月）

3

4

5

6

7

8

次 月・日・曜日 スケジュール

成田（13：30発）　　　直行便5.5時間　　　コタキナバル空港（18：20着）＝専用車・10分＝ホテルへ� ー機夕＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

午前：ホテル発＝コタキナバル空港（12：50発）　　　直行便・5時間　　　成田（19：20着）� 朝機ー

午前：●ステラハーバーゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

� 朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

午前：●ボルネオゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

� 朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

午前：●ダリットベイゴルフ＆CC（1.0R）でゴルフ

夜：ホテルレストランにて夕食（ガラディナー）� 朝ー夕＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

2

●フリータイム　オプショナル：ネクサスゴルフリゾート（12,000円）� 朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

●フリータイム　オプショナル：世界遺産・キナバル公園見学（8,000円）� 朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

●フリータイム� 朝ーー＜ステラハーバー・マゼランホテル泊＞

Aコース：マゼランホテル5日間3ラウンド　4朝食1夕食付

Bコース：ボルネオロングバケーション8日間3ラウンド　7朝1夕食付

ステラハーバーG＆CC ボルネオゴルフ＆CC ダリットベイゴルフ＆CC

ステラハーバーリゾート・マゼランホテル

台北

東京関西

マニラ

セブ

コタキナバルコタキナバル

ボルネオ島

高雄

ソウル

香港

バンコク

クアラルンプール

シンガポール

サバ州

マレーシア
ブルネイ

香港
復路

往路 火・金曜日発

毎日発
クアラルンプール経由

11：10発

19：15発

15：20着

07：15着

関西⇔コタキナバル直行便

月・木曜日発往路

復路 月・金曜日発

13：30発

12：50発

18：15着

19：20着

成田⇔コタキナバル直行便



＜2010年GWスペシャルツアー＞
燦々とさわやかな太陽注ぐマリーナデルレイのリッツカールトンに泊まって全米屈指のゴルフ場をお楽しみ下さい。

ロサンゼルス・ベストコースセレクション6日間

－ 9 －

5

5

110

10

ウェスト
ハリウッド

サンタ
モニカ湾

マンハッタン
ビーチ

ロングビーチ

太平洋

ニューポート
ビーチ

ビバリーヒルズ

ロストキャニオンGC

ロサン
ゼルス

至サンフランシスコ

至パームスプリングス

至サンディエゴ

アナハイム

ロサンゼルス
空港

トランプ
ナショナルGC

リッツ・
カールトン
マリーナ・
デル・レイ

ペリカン
ヒルGC

☆全米有数のヨットハーバー、マリーナデルレイのリッツカールトンに4連泊いたしま

す。フリータイムには観光、追加ゴルフ等お楽しみください。

☆太平洋を望む絶好のロケーションが魅力のトランプナショナルとペリカンヒル、自

然の地形を生かした大変評価の高いロストキャニオンGCの計3ラウンドプレー。

☆5月の最高平均気温は25度、雨も少なく湿度も低いので快適なゴルフをお楽しみ

頂けます。

トランプナショナルゴルフクラブ ペリカンヒルゴルフクラブ ロストキャニオンGC

リッツカールトン・
マリーナデルレイ

■旅行出発日・旅行代金

旅行期日（2010年）

4月28日（水）～5月3日（月）

エコノミークラス利用

398,000円

ビジネスクラス利用

598,000円

1人部屋利用追加代金

65,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

ノースウエスト航空、ユナイテッド航空、シンガポール航空、全日空、日本航空

のうちいずれか

マリーナデルレイ （4泊）：リッツカールトン （スタンダード）

朝食4回、夕食1回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

成田空港施設使用料 （2,040円）、米国空港税 （6,400円） 及び燃油サーチャージ

（14,000円／09年10月現在） が旅行代金の他に必要となります。

成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

その他

4月30日（金）3 フリータイム　（オプション：モナークビーチGC）� 朝ーー＜リッツカールトン・マリーナデルレイ泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

1 4月28日（水）

午後：成田発　　　＜日付変更線通過＞

午前：ロサンゼルス空港着⇒専用車・60分＝ゴルフ場へ

午後：●ロストキャニオンゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

設計はピート・ダイ、監修フレッド・カプルスによる36Hは自然の岩山をダイナミックに取り入れたロス近郊で話題のコース。2001年ゴルフマガジン誌・新コー

スベスト10にランクされた。

夜：ウェルカムディナー� ー機夕＜リッツカールトン・マリーナデルレイ泊＞

5月3日（月）6 午後：成田着� 機ーー

5月2日（日）5 午前又は午後：ロサンゼルス空港発　　　＜日付変更線通過＞⇒� 朝ー機＜機中泊＞

5月1日（土）4

午前：●ペリカンヒルゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

ホテルから車で40分、トム・ファジオ設計でオーシャンサウス18H＆オーシャンノース18Hの海の美しい36ホール。　

サウスコース　6,580Y P70 ノースコース 7,000Y P71� 朝ーー＜リッツカールトン・マリーナデルレイ泊＞

4月29日（木）

午前：●トランプナショナルゴルフクラブ（1.0R）でゴルフ

ホテルから車で約50分、大富豪ドナルド・トランプが2006年に総工費2億5千万ドルをかけて造った超高級ゴルフコース。全ホールから美しい太平洋を望

むことが出来る。18H 7,311Y　P72� 朝ーー＜リッツカールトン・マリーナデルレイ泊＞

2

マリーナを見渡す5エーカーの
敷地内に建つ5ツ星ホテル



セントアンドリュース・オールドコース ロイヤルリザム＆セントアンズ ロイヤルバークデールゴルフクラブ

＜2010年GWスペシャルツアー＞
2010年開催セントアンドリュースとロイヤルバークデール（2008年開催）、ロイヤルリザム（2012年開催）　数々の名勝負を生んだ本場リンクスコースに挑戦！

聖地探訪・全英オープン開催コース巡り8日間4ラウンド

－ 10 －

ロンドン

エジンバラエジンバラ

セントアンドリュース

マンチェスター

グラスゴー

☆セントアンドリュース・オールドコースのスタートを確実に保証する公式プログラ

ム「オールドコースエクスペリエンス」を利用しますので、出発前にスタート時間

も確定しております。また2010年の全英オープン開催前のオールドコースを一

足先に！

☆5月のスコットランドは日本の11月頃の気候と同じです。日中で最高15度前後

まであがりますので、ゴルフに適した陽気です。

☆ロイヤルバークデールとロイヤルリザムのプレーをお楽しみ頂けます。どちらも全英オープン

はじめ全英女子や全英シニア、ライダーカップなど数々のトーナメントが開催された英国中西

部のリンクスコースです。

■旅行出発日・旅行代金／成田発着

旅行期日（2010年）

4月29日（木）～5月6日（木）

エコノミークラス利用

798,000円

プレミアムエコノミー利用

958,000円

ビジネスクラス利用

1,198,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

英国航空

140,000円

セントアンドリュース（3泊）：オールドコースホテル（エデンコースビュー）
ブラックプール（3泊）：ザ・インペリアルホテル（デラックスルーム）

朝食6回、昼食3回、夕食1回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

成田空港施設使用料（2,040円）、英国空港税（19,500円）及び燃油サーチャージ（21,500
円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

利用予定航空会社

1人部屋利用追加代金

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

1 4月29日（木）

4月30日（金）

5月1日（土）

5月2日（日）

5月3日（月）

5月4日（火）

3

4

5

6

5月5日（水）7

5月6日（木）

＜申込金・取消料に関する特別規定＞

8

午前：●セントアンドリュース・オールドコース（1.0R）でゴルフ

約600年以上の歴史があるといわれるゴルフの聖地。過去に全英オープンを27回開催し、2010年7月　第139回全英オープンの開催を控えている。18H 
6,609Y P72
午後：オプショナルでニューコースプレー� 朝昼夕＜オールドコースホテル泊＞

午前：●セントアンドリュース・キャッスルコース（1.0R）でゴルフ

ホテルから車で20分、セントアンドリュースの7番目のコースとして2008年にオープン。各ホールからセントアンドリュース湾の絶景が広がる。18H 7,188Y 
P72
午後：オプショナルでキングスバーンズコースプレー� 朝昼－＜オールドコースホテル泊＞

午前：●ロイヤルリザム＆セントアンズGC（1.0R）でゴルフ

ブラックプール市内から車で20分、1896年にオープンした英国中西部のリンクスコースで全英オープン・全英女子オープン等メジャー大会を数多く開催し、
2012年の全英オープンの開催が決定している。18H 6,576Y P71　　　　　　　 朝－－＜ザ・インペリアルホテル泊＞

午前：リバプール市内観光（ビートルズの故郷と訪ねて）

午後：●ロイヤルバークデールGC（1.0R）でゴルフ

ブラックプール市内から車で40分、1897年にオープンしたロイヤルリザムと並ぶリンクスコースです。08年全英オープンでのGノーマンとの死闘を征し、Pハ
リントンが連覇したコース　18H 6,881Y P70　　　　　　　　　　　　　　　  朝－－＜ザ・インペリアルホテル泊＞

次 月・日・曜日 スケジュール

午前：成田発　　　午後：ロンドン空港
夜：エジンバラ空港着　⇒専用車・70分＝セントアンドリュースへ� ー機機＜オールドコースホテル泊＞

午前：ホテル発⇒専用車＝エジンバラへ
●エジンバラ市内観光（エジンバラ城、ホーリールード宮殿等）　観光終了後、専用車・約2時間＝ブラックプールへ�
� 朝昼－＜ザ・インペリアルホテル泊＞

2

朝：マンチェスター空港発　　　午後：ロンドン空港発� 朝－機＜機中泊＞

午前：成田着� 機－－

当ツアーはセントアンドリュース・オールドコースのプレーを確実に保証するプログラム「オールドコースエクスペリエンス」のパッ
ケージ（3泊＋2ラウンド）代金を旅行代金に含めております。予約と同時にデポジット（予約金）が必要となりますので、詳しくは
別途用意した詳細資料でご確認下さい。

有名な17番（ロードホール）に面した
オールドコースホテル
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ホノルル

ナウィリウィリ
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ワイレアGC

コオリナGC

カパルアGC

マウナラニGC

ポイプベイGC

実
　
　
施
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企
画 FAX.03-3535-2230

株式会社ジェットアンドスポーツ 〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-2 タツビル2F

総合旅行業務取扱管理者 加藤三男・五十嵐達也営業時間 月～金 9:30～19:00（日祭休）

（社）日本旅行業協会正会員 国際ゴルフツアーオペレーター協会会員観光庁長官登録旅行業第1076号

詳しい旅行条件を説明したパンフレットをお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込みください。

IAGTO

世界中にゴルフの旅を…　SINCE 1986

TEL.03-3535-5111
www.jetgolf.co.jp

豪華客船“プライド・オブ・アメリカ号”のオーシャンビューに７泊（　　　     ）して、４島の代表的コースを巡る究極の
ハワイゴルフの旅。毎日開催されるディナーショーやアトラクションもアロハやムームーの軽装でお楽しみ頂けます。

8朝7夕食
バルコニー付

1日目（土）

2日目（日）

3日目（月）

4日目（火）

5日目（水）

6日目（木）

7日目（金）

8日目（土）

9日目（日）

10日目（月）

朝 昼 夕食事

船

船船 ー

船船

船船

船船

船船

船船 船

船

機

ー

機

機

ー

船

ー

ー

ー ー

ー

ーー

ホテル

ー ー機

プライド・オブ・アメリカ 81,000トン  全長：280m  総客室数：1,072室  定員：2,144名

船内には８ケ所のレストランと10のバーラウンジ 3ケ所のプールやスポーツジムも・・・。

1日目：コ・オリナゴルフクラブ

2日目：カパルアゴルフクラブ

6日目：ポイプベイGC

サウスコース 18H ・ ノースコース 18H

エメラルドコース・ゴールドコース・ブルーコース 各18H

プランテーションコース・ベイコース・ビレッジコース 各18H

18H

3日目：ワイレアゴルフクラブ

オーシャンビューステートルーム・バルコニー付 リバティーレストラン ハリウッドシアター

ハワイ島

マウイ島

マウイ島

オアフ島

カウアイ島

オアフ島

マウイ島

ハワイ島

カウアイ島

5日目：マウナラニゴルフクラブ
夜：成田／関西発→（日付変更線通過）→午前：ホノルル空港着　着後専用車でゴルフ場へ

★コ・オリナGC（1.0Ｒ）  ＝クルーズチェックイン（18時頃）　夜：ホノルル港（20時出航）

朝：マウイ島・カフルイ着（8時）＝車＝　★カパルアGC（1.0Ｒ）

ラハイナ散策後クルーズ船へ

★ワイレアゴルフクラブ（1.0Ｒ）

午後：マウイ島・カフルイ発（14時頃）

朝：ハワイ島・コナ着（7時頃）＝車＝　★マウナラニゴルフクラブ（1.0Ｒ）

＝クルーズ船へ　夕刻：ハワイ島・コナ発（18時）

朝：オアフ島・ホノルル着（7時頃）＝車＝ホテルへ（お部屋はすぐに利用できます。）
オプショナル：カポレイゴルフコース等

朝：カウアイ島・ナウィリウィリ着（8時頃）＝車＝　★ポイプベイゴルフクラブ（1.0Ｒ）
＝クルーズ船へ

●フリータイム：オプショナルでワイメア渓谷ツアー
正午：カウアイ島ナウィリウィリ発（12時頃）※船上より、断崖絶壁のナ・パリコーストを見学

朝：ハワイ島・ヒロ着（8時頃）　オプショナルツアー（ボルケーノGCや火山観光など）
夕刻：ハワイ島・ヒロ発（18時頃）※溶岩の流れる迫力のキラウエア火山を船上から見学

ホテル発＝車＝午前：ホノルル空港発→（日付変更線通過）→

午後：成田／関西着

【機中泊】

【船泊】

【船泊】

【船泊】

【船泊】

【船泊】

【船泊】

【船泊】

【ワイキキビーチ・マリオット泊】

日程表

洋上からのナ・パリコースト

＜特別企画・クルーズ&ゴルフ＞
目覚めれば次の島、起きたらゴルフの4島めぐり！　オプションで10ラウンドも可能です。

ハワイ4島 クルーズ&ゴルフの旅 10日間5ラウンド

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着

旅行期日（2010年）

1月16日（土）～1月25日（月）

2月27日（土）～3月8日（月）

3月27日（土）～4月5日（月）

エコノミークラス利用

598,000円

638,000円

658,000円

ビジネスクラス利用

758,000円

798,000円

838,000円

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。

195,000円

ノースウエスト航空、ユナイテッド航空

クルーズ（7泊）：プライド･オブ･アメリカ号
［キャビン：オーシャンビュー・バルコニー付・シャワーのみ］
ホノルル（1泊）：ワイキキビーチマリオット（パーシャルオーシャンビュー）

朝食8回、昼食2回、夕食7回

8名様・添乗員は成田より同行致します。

空港施設使用料（成田2,040円／関西2,650円）、米国空港税（6,400円）及び
燃油サーチャージ（9,000円／09年10月現在）が旅行代金の他に必要となります。

下船時に別途チップ（7泊で84ドル）が必要となります。（チェックアウト時精算）

1人部屋利用追加代金

利用予定航空会社

利用予定ホテル

食事

最少催行人員・添乗員

空港税・燃油サーチャージ

その他

2008年1月 船上にて


