
中　国ビンタン島 マレーシア

リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ 27H 10,200Y P108 ゲーリー・プレーヤー設計 '98年開場 マインズリゾート＆GC 18H 6,810Y P72 R.T.ジョーンズJr.設計 '95年開場 亜龍湾ゴルフクラブ  18H 7,186Y P72  '99年開場パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ

ホテルに向かって豪快に！ マインズGC No.12ホール

ミッションヒルズリゾートJ.M.オラサバルコース

2009ワールドカップ開催

18H 7,356Y P72

43

’04年開場
’99年開場

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。

※成田空港施設使用料（2,040円）、タイ空港税（1,500円）、燃油サーチャージ
   （9,300円／10月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※成田空港施設使用料（2,040円）、ベトナム空港税（1,400円）、燃油サーチャージ（4,800円
   ／10月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。
※現地にてカンボジア入国ビザ（US25＄/写真１葉）がシェムリアップ到着時に必要となります。
※シェムリアップ空港使用料（US20＄）が出国時に必要となります。

ラウ
ンド2

プーケット・ベストコース 5日間

海南島ゴルフ 5日ビーチリゾート

◆利用航空会社：タイ航空、日本航空、全日空

●成田～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（2～3名様1室利用） ●2.0Rプレイ代
●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～ホーチミン～シェムリアップ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2～3名様1室利用） ●2.0Rプレイ代
●行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料
●アンコールワット観光入場料

※成田空港施設使用料（2,040円）、中国空港税（2,800円）、燃油サーチャージ
   （3,000円／10月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※各地空港施設使用料（成田2,040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（3,000円／10月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

含まれる
も      の

午前：成田発→（木・土曜直行便／日～水・金曜発はバンコク経由）→
午後：プーケット着＝専用車＝プーケット【泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ブルーキャニオン・キャニオンコース（1.0R）＝【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）

朝：成田空港着

夕刻：プーケット発→バンコク乗り換え→　【機中泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車＝★ミッションヒルズCC（1.0R）＝【同上泊】3日目

4日目

5日目

ラウ
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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。

含まれる
も      の

ラウ
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1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

◆利用ホテル：［シェムリアップ］ アンコールパレスリゾート（3泊／プレミアデラックス）

                      ［ホーチミン］ ニューワールド・サイゴン（1泊／スーペリア）

◆ビジネスクラス利用追加代金：140,000円  ◆１人部屋利用追加代金：45,000円 

◆現地係員  ◆最少催行人員：2名様  ◆食事：4朝1昼食

◆利用予定航空会社：ベトナム航空

12/29～1/2出発日

日～水曜発

木～土曜発 特別日発

日～水曜発

木～土曜発

ビンタン島＆シンガポールステイ 5日

シンガポールより高速船で45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：成田空港発→午後：シンガポール着＝専用車＝フェリー～夜：ビンタン島着
＝シャトルバス

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…

朝：ホテル（朝食）＝専用車＝午前：シンガポール発→夜：成田空港着

※成田空港施設使用料（2,040円）、シンガポール空港税（1,900円）、燃油サーチャージ
  （13,000円／10月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※成田空港施設使用料（2,040円）、マレーシア空港税（1,500円）、燃油サーチャージ
   （8,000円／10月1日現在）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〈US10ドル〉がビンタン島入国時に必要になります。

●成田～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）
●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

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・フォレストコース（1.0R）
午後：ホテル発＝シャトルバス＝夕刻：ビンタン島～フェリー～夜：シンガポール着
＝専用車＝ホテルへ

3日目

4日目

5日目

ラウ
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                                              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）

12/26～1/13/1～3/311/2～2/2810/15～12/25

（12/28～31）（3/19～3/21）（1/9・10、2/10・11）（11/21・22、12/22～25）

138,000円 168,000円148,000円 198,000円
208,000円

278,000円

178,000円

203,000円

148,000円 158,000円

188,000円 198,000円

出発日

出発日

日～水曜発

特別日出発

特別日出発

木～土曜発

10/1～12/15
1/2～1/31
3/1～3/31

12/26～1/1
12/16～12/25
2/1～2/28

198,000円158,000円138,000円 148,000円

248,000円178,000円158,000円 168,000円

◆利用予定航空会社：中国南方航空

◆利用ホテル：三亜（4泊）ハワードジョンソン（オーシャンビュー）

◆利用ホテル：

●成田～広州～三亜間往復航空運賃（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） 
●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～ゴルフ場間の送迎料

●成田・関西・中部～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4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、キャディフィ、カートフィ） 
●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

含まれる
も      の

◆ビジネスクラス利用追加代金：120,000円 ◆１人部屋利用追加代金：30,000円

●フリータイム（市内ショッピング等お楽しみ下さい）

クアラルンプール マインズGC  +１プレイ セレクション 4日

148,000円 158,000円 178,000円 228,000円188,000円

158,000円 168,000円 188,000円 238,000円198,000円 178,000円 188,000円 208,000円 258,000円
168,000円 178,000円 198,000円 248,000円 118,000円108,000円 158,000円138,000円

138,000円 238,000円158,000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

パームガーデンGC  

テンプラパークゴルフ＆CC

36H 12,914Y P144 R.フリーム設計

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

27H 10,311Y P108 　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～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

◆１人部屋利用追加代金：55,000円 

◆ビジネスクラス利用追加代金：150,000円 ◆１人部屋利用追加代金：50,000円 

午前：成田空港発→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）＝専用車＝★下記設定ゴルフ場（1.0R）＝専用車＝【同上泊】

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＝JWマリオットクアラルンプール【泊】

朝：ホテル（朝食）＝専用車＝午前：クアラルンプール発→夜：成田空港着

3日目

4日目

パレス・オブ・ザ・ゴールデンホーシーズ（１泊／エグゼクティブルーム）
ＪＷマリオットクアラルンプール(2泊／スタンダードルーム）

コースデータ

27H 10，877Y P108
18H   7，186Y   P72

◆利用予定ホテル：

◆利用予定ホテル：
　パトンメルリンホテル（パトンビーチ）

12/19～12/28
3/1～3/31

10/15～12/18 1/4～1/31
2/1～2/28
12/31～1/3

12/29,30 11/1～12/22
1/8～1/31

2/1～2/5
2/24～3/31

12/23～1/7
2/6～2/23

11/20・21、2/11
3/19～3/31

11/1～11/19
11/21～12/28

1/3～2/10
2/12～3/18

出発日

旅行代金
旅行代金 178,000円 198,000円 218,000円 258,000円

12/26～1/210/1～10/30 12/20～12/25
2/6～3/31

11/1～12/19
1/3～2/5

出発日

旅行代金

世界遺産・アンコールワットに泊まってアジアンPGAツアー開催コースをラウンド！ 帰路はエネルギッシュな町・ホーチミンでグルメ三昧！

アンコールワット＆ホーチミン 6日

ホテル（朝食）＝車・20分＝★フォキトラーCC（１．０Ｒ）＝車＝　【同上泊】

ホテル（朝食）　終日：アンコールワット＆トム観光　【同上泊】

ホテル（朝食）・・・シャトルバス・・・★アンコールGC（１．０Ｒ）
夕刻：シェムリアップ発→夜：ホーチミン着＝専用車＝ニューワールドサイゴン【泊】

朝：成田着

ホテル（朝食） ●フリータイム［オプショナル：ロンタンGC］　
※チェックアウト18時まで   夜：ホテル発＝専用車＝夜：ホーチミン発　【機中泊】

 

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：4朝食

午前：成田発→午後：ホーチミン又はハノイ乗り換え→夜：シェムリアップ着
＝専用車＝アンコールパレスリゾート【泊】

南洋樹に囲まれたビーチエリア“三亜（サンア）”に泊まって、R.T.ジョーンズJr.
設計の亜龍湾GCとダイナミックな池やバンカーのサンバレーGCをお楽しみ下さい。

10/11～10/31

（11/19～22） （3/19～21） （12/28～31、2/11～20）

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CC（※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CC（※1.0R）

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズCC（※1.0R）

午前：各地空港発→午後：香港空港着＝専用車・約120分＝

 ミッションヒルズリゾート（3泊／リゾートウィング）

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 ハーバープラザホテル又はシェラトン香港【泊】

ハーバープラザホテル又はシェラトンホンコン（１泊／部屋指定なし）

ミッションヒルズ&香港 5日

◆利用予定航空会社 ： キャセイパシフィック航空

ミッションヒルズ（4コース）

ミッションヒルズ（4コース）

◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：3朝食

【同上泊】

【同上泊】

Ｄ.デュバルコース 

ホテル隣接／N.ファルドコースのみシャトルバスで10分

ホテルからクラブハウスまでシャトルバスで20分

V.シンコース Ｊ.オザキコースE.エルスコース N.ファルドコース

A.ソレンスタムコースD.レッドベターコースJ.M.オラサバルコース

ビンタンラグーンリゾート（3泊／スーペリアガーデンビュー）
パークアットオーチャード（1泊／スタンダード）

パークホテル・オーチャード【泊】

◆1人部屋利用追加代金：35,000円 

☆関西空港発着ご希望の場合は上記料金に10,000円の割増となります。

◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：3朝食

＝ビンタンラグーンリゾート【泊】

【同上泊】

【同上泊】

◆利用航空会社：シンガポール航空

午前：成田発→広州乗換え→夕刻：三亜着＝専用車＝ホテルへ1日目

2日目 ホテル（朝食）＝車・20分＝★サンバレーGR（1.0R）＝車＝三亜

ホテル（朝食）＝車・20分＝★亜龍湾GC（1.0R）＝車＝3日目

5日目 ホテル（朝食）＝専用車＝ 午前：三亜発→広州乗換え→夜：成田着

【泊】

4日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】ホテル（朝食） ●フリータイム（オプショナルゴルフ：鹿回頭GCなど）

タイ

シンガポール・インドネシア・マレーシア・タイ 中国・カンボジア・ベトナム

フォキトラーカントリークラブ
アンコールゴルフクラブ

18H   7,191Y   P72  ’06年開場
18H   7,131Y   P72  ’06年開場

利     用
ゴルフ場

サンバレーゴルフリゾート
亜龍湾ゴルフクラブ

利  用
コース

▲
▲

▲
▲

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
ミッションヒルズカントリークラブ 18H 6,806Y P72  J.ニクラス設計 ’05年開場

利     用
ゴルフ場

▲
　
▲

◆現地係員 ◆最少催行人員：2名様 ◆食事：3朝食

ハワードジョンソン

サンバレーゴルフリゾート

フォキトラーCC アンコールワット遺跡群ブルーキャニオンCC ミッションヒルズCC

パトンメルリンホテルパトンメルリンホテル◆1人部屋利用追加代金：32,000円
　（但し、12/26～1/1の期間：48,000円）

※プレー日が土・日曜・タイ祝日の場合、１ラウンドあたり3,000円追加となります。

（11/19～21） （1/8・9、3/19・20）（2/10・11） （12/29～31）


