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◆ビジネスクラス利用追加代金：195,０００円

◆1人部屋利用追加：Aコース:35,０００円 Bコース:40,０００円 Cコース 4/27:65,０００円,4/30:70,０００円

含まれる

も      の

●成田～コタキナバル間往復航空運賃  ●3日間３.０Rプレイ代金 

●A・B コース:4泊、C コース:7又は8泊宿泊料（２～３名様１室利用）   

●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の日程に送迎料

※成田空港施設使用料（￥2,040）、マレーシア空港税（￥1,500）、燃油サーチャージ（22,000円
　／3月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

  Cコース　        ロングバケーション 8・9日間
A・Bコース　ステラハーバーリゾート 5日間

◆利用予定航空会社 ： マレーシア航空

ホテル（朝食）・・隣接・・★ステラハーバーG&CC（1.0R）・・【同上泊】

成田発（13：30）→直行便→コタキナバル着（18：35）
＝専用車・約10分＝ステラハーバーリゾート【泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝★ダリッドベイGC（1.0R）＝【同上泊】

4/27（月） 4/30（木）

4/28（火） 5/1（金）

4/30（木）

5/1（金）

4/29（水） 5/2（土）

5/3（日）

5/4（月）

3ラウ
ンド

ホテル（朝食）＝専用車＝★ボルネオG&CC（1.0R）＝【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム［オプショナル：ネクサスGR12,000円］【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム［オプショナル：サバCC16,000円］【同上泊】

3ラウ
ンド

￥178,000 ￥218,000￥188,000

￥198,000 ￥248,000￥208,000

4/27（月）出発

4/30（木）出発

出発日 パシフィックホテル利用 マゼランホテル利用 ロングバケーション8・9日間

広大なシ－サイドリゾートに泊まって、海のきれいな3コースを ！

※成田空港施設使用料（￥2,040）、香港空港税（￥2,200）、燃油サーチャージ（6,400円／3月
   1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※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CC（※1.0R）                         【同上泊】

※下記設定コースよりお選び下さい。

※設定コース

上記以外のコース（ニクラス、ノーマン、ピートダイ）はメンバーオンリーの為プレー出来ません

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

※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CC（※1.0R）

午前：成田空港発→キャセイ航空→午後：香港空港着＝専用車：約90分＝
                                                                             ミッションヒルズリゾート【泊】

2日目

1日目

3日目

4日目

5日目 朝：ホテル発＝専用車＝ 午後：香港空港発 → 午後：成田空港着

（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＝ 香港へ

ミッションヒルズ&香港 5日間

◆ビジネスクラス利用追加代金：150,０００円  ◆1人部屋利用追加：40,０００円
◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：3朝食付◆利用予定航空会社：キャセイ航空

含まれる
も      の

●成田～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（２～3名様１室利用） ●3日間3.０Rプレイ代金
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料 

￥238,000 ￥278,000￥258,000
5/2・3・44/29・30 5/1・5出発日

旅行代金

2007年オメガワールドカップ開催！ 世界最大のゴルフリゾートへ。

コース
より4コース E.エルス 18H ・ V.シン 18H ・ J.オザキ 18H ・ N.ファルド 18H 

D.デュバル 18H ・ J.M.オラサバル 18H ・ レッドベター 18H ・ A.ソレンスタム 18H コース
より4コース

 A コー ス

 A コース

 B コース

・B コース

 C コース

5日間

ロングバケーション 8／9日間

 C コース

ホテル発＝専用車＝コタキナバル発（12：50） →成田着（19：00） 

ホテル発＝専用車＝コタキナバル発（12：50） →成田着（19：00） 

5/4（月）

5/5（火）

5/6（水）

5/7（木）

5/8（金）

5/1（金）

5/2（土）

5/3（日）

5/4（月）

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：毎朝食付 

ハーバープラザホテル香港【泊】

成田からわずか3時間、スリル満点の海越え“マンギラオGC”や
'06年リニューアルされた“タロフォフォGC”など4コースよりセレクション。

グアムセレクション 4日間

21,000円

36,000円25,000円
ホテルニッコーグアム
アウトリガーグアム

フィエスタリゾート＆スパ

デラックス
（部屋指定なし）

ホ　テ　ル　名利用ホテル ホテル追加代金 1人部屋利用代金

スタンダード
（部屋指定なし）

利　用

コース

▲
▲

▲
▲ マンギラオゴルフクラブ                           18H 6,904Y P72  '92年開場

レオパレスリゾートカントリークラブ           36H 13,219Y P144  '92年開場
グアムインターナショナルカントリークラブ  18H 6,740Y P72  '94年開場
オンワード・タロフォフォゴルフクラブ           18H 6,702Y P72  '06年リニューアル

●成田～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）  ●2日間2.0Rプレイ代金
●3泊宿泊料（2～3名様１室利用/バス付）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

※成田空港施設使用料（2,040円）、グアム空港税（2,650円）、 燃油サーチャージ（15,000円
　／3月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆最少催行人員：2名様  ◆現地係員 ◆食事：なし 

￥158,000 ￥198,000 ￥258,000 ￥278,000

4/30、5/5 5/1・4 5/2・34/28・29出発日

旅行代金

◆1人部屋利用追加：30,０００円

含まれる
も      の

2ラウ
ンド

※成田空港施設使用料（2,040円）、韓国空港税（1,700円）、燃油サーチャージ（5,000円／3月
　1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆最少催行人員：3名様 ◆現地係員 ◆食事：2朝食
◆利用航空会社：大韓航空

●成田～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス） ●2泊宿泊料（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、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

成田発（9：45頃）→済州島着（12：40頃）＝済州市内観光後ホテルへ  市内ホテル【泊】

ホテル（朝食）＝車＝★エリシアンCC又はスカイヒルCC（1.0R） ＝車＝【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★吾羅CC（1.0R）予定

ゴルフ場発＝車＝済州島発（18：15頃）→直行便→成田着（20：30頃）

1日目

2日目

3日目

成田から直行便で２時間３０分、春の済州島でエステ・グルメ・カジノも

ゴルフも楽しめる充実の３日間。

◆利用予定ホテル：済州グランドホテル

リゾートアイランド 済州島ゴルフ 3日間
延泊・オプショナルゴルフ可

※２名様参加の場合はお問い合わせ下さい。

￥158,000
￥198,000

A  2009年5月1日（金）～5月3日（日）

B  2009年5月2日（土）～5月4日（月）

2ラウ
ンド

含まれる
も      の

エコノミークラス利用日　程  （ 成  田  発 ）

2007～2018 ワールドカップ開催 オラサバルコース 18H ステラハーバー・マゼランホテル（左下）とパシフィックホテル（右上）ミッションヒルズCC

エリシアンカントリークラブ 36H 14,291Y P144

※燃油サーチャージについて
パンフレット表記の燃油サーチャージ額は’09年3月現在の金額となっておりますのでご了承下さい。
全商品４月1日以降大幅に減額される予定ですので、実際は改定時の金額で請求させて頂きます。

★成田・関西・中部・福岡など全国主要空港からご出発可能ですのでお問い合わせ下さい。

２００９海外ゴールデンウィーク特集


