
五十嵐達也 薬師寺輝（ひかる） 木場純一五十嵐達也 薬師寺輝（ひかる） 木場純一

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 ★添乗員同行の欲張りプラン★添乗員同行の欲張りプラン
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休み

＊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（21,000円／４月1日現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空のいずれか。

含まれる

も      の

●各地～サンフランシスコ間往復航空運賃
●5泊宿泊料（2名様1室利用） ●3.0Rのプレイ代 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料金

8月6日（金）～ 8月12日（木） 5泊7日
エコノミークラス日    程  （ 成田・関西発 ） ビジネスクラス

678,000円 958,000円

◆1人部屋利用追加代金：215,000円
◆最少催行人員：8名様 ◆添乗員同行 ◆食事：5朝食

◆利用予定ホテル：ペブル〈3泊〉ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ （オーシャンビュー）
　                        サンフランシスコ〈2泊〉ニッコー・サンフランシスコ（デラックスルーム）

添乗員
同  行

（オプショナルゴルフ：☆ナパバレーゴルフ＆ワイナリ ＄230）
ホテル（朝食）　終日：●フリータイム

ホテル（朝食）＝車＝★ハーディングパークGC（1.0R）＝車＝

ホテル（朝食）  午前：ホテル発＝専用車＝午前：サンフランシスコ空港発 →
〈日付変更線通過〉→

午後：成田・関西空港着

ホテル（朝食）・・隣接・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）・・

午後：成田・関西発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ空港着
＝専用車・約2時間＝

ホテル（朝食）＝シャトル＝★スパイグラスヒルGC（1.0R）＝

ニッコー・サンフランシスコ【泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

ザ・ロッジ・アット・ぺブルビーチ【泊】

8/8（日）

8/9（月）

8/10（火）

8/11（水）

8/12（木）

8/6（金）

8/7（土）

【機中泊】

ペブル&ハーディングパークGC 7日間

ロッジのオーシャンビューに3連泊して、2010年全米オープン開催のペブルの
ラウンドと2009年プレジデントカップのハーディングパークGCを！

憧れのペブル2コースに、USゴルフダイジェストTOP100リゾートの
2コースを加えた、超欲張りプランを添乗員同行で・・・。
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◆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
●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：105,000円  

出発日

日～水曜日

木～土曜日

5/16～6/6 6/24～6/30
7/1～7/15
8/29～9/30

7/16～8/5
8/17～8/28

8/6～8/8

368,000円 408,000円398,000円 458,000円 498,000円

378,000円 418,000円408,000円 468,000円 508,000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（21,000円／4月1日現在）が上記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：
　水～金曜発 300,000円、 土・日・火曜発 360,000円、 月曜発 420,000円、 

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！

9月16日（木）～ 9月22日（水） 5泊7日
エコノミークラス日    程  （ 成田・関西発 ） ビジネスクラス

598,000円 958,000円

含まれる

も      の

●各地～サンフランシスコ～サンディエゴ／ロサンゼルス～各地間航空運賃
●5泊宿泊料（2名様1室利用） ●4.0Rのプレイ代 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料金

＊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（21,000円／４月1日現在）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：175,000円
◆最少催行人員：8名様 ◆添乗員同行 ◆食事：5朝食

◆利用予定航空会社：全日空、ユナイテッド航空、デルタ航空のいずれか。
◆利用予定ホテル：ペブル〈3泊〉ジ・イン・アット・スパニッシュベイ （フォレストビュー）
　                          サンディエゴ〈2泊〉フォーシーズンズ・アビアラ（デラックスルーム）
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連休
添乗員
同  行ペブルビーチ&トーリーパインズ 7日間

ペブルビーチ と 2008年全米オープン T.ウッズvsロコ・メディエイトの激闘の舞台“トーリーパインズ”をお楽しみ下さい。

ホテル（朝食）＝専用車＝サンフランシスコ又はサンノゼ空港→サンディエゴ空港
＝専用車＝★アビアラGC（1.0R）

ホテル（朝食） 午前：ホテル発 ＝専用車＝ 午前：ロサンゼルス空港発 →
〈日付変更線通過〉→

午後：成田・関西空港着

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・約2.5時間＝ペブルへ

ホテル（朝食）＝徒歩＝★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）＝

ホテル（朝食）＝専用車＝★トーリーパインズGC（1.0R）＝専用車＝

ホテル（朝食）・・シャトル・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）・・

フォーシーズンズ・アビアラ【泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

9/19（日）

9/20（月）

9/21（火）

9/22（水）

9/16（木）

9/17（金）

9/18（土）

【機中泊】

※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（21,000円／4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。
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7月6日（火）～ 7月13日（火） 6泊8日
エコノミークラス日    程  （ 成田・関西発 ） ビジネスクラス

648,000円 958,000円

◆利用予定航空会社：全日空、ユナイテッド航空、デルタ航空のいずれか。

含まれる

も      の

●各地～サンフランシスコ～ノースベンド間往復航空運賃
●6泊5朝食付宿泊料（2名様1室利用） ●4.0Rのプレイ代 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料金

◆1人部屋利用追加代金：165,000円
◆最少催行人員：8名様 ◆添乗員同行 ◆食事：5朝食

◆利用予定ホテル：バンドンデューンズ〈3泊〉ザ・ロッジ 又は ジ・イン （スタンダードルーム）
　　　　　　　　ペブルビーチ〈3泊〉ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ （ガーデンビュー）

添乗員
同  行ペブルビーチ&バンドンデューンズ 8日間

ザ・ロッジ・アット・ぺブルビーチ【泊】
早朝：ホテル発＝送迎車＝午前：ノースベンド→午前：サンフランシスコ着
＝専用車＝ペブルへ

ホテル（朝食）＝専用車＝昼頃：サンフランシスコ空港発→〈日付変更線通過〉→

午後：成田・関西着

午後：成田・関西発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ経由→
午後；ノースベンド着＝送迎車＝ホテルへ

ホテル（朝食）・・隣接・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）・・

ホテル（朝食）・・シャトル・・★パシフィック・デューンズ（1.0R）・・

ホテル（朝食）・・シャトル・・★バンドン・デューンズ（1.0R）・・

ホテル（朝食）・・シャトル・・★スパイグラスヒルGC（1.0R）・・

【同上泊】

バンドンデューンズ【泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】7/11（日）

7/12（月）

7/13（火）

7/6（火）

7/7（水）

7/8（木）

7/9（金）

7/10（土）
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◆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：168,000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
●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。

出発日

水～金曜日

土～火曜日

5/16～6/6 6/24～6/30
7/1～7/15
8/29～9/30

7/16～8/5
8/17～8/28

8/6～8/8

485,000円 528,000円508,000円 588,000円 618,000円

498,000円 538,000円518,000円 598,000円 638,000円
※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（21,000円／4月1日現在）が上記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：
　水～金曜発 300,000円、 土・日・火曜発 360,000円、 月曜発 420,000円、 

☆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！

第110回全米オープン開催記念 ペブルビーチスペシャルペブルビーチスペシャル

ペブルビーチプラス夏から秋へ3コースペブルビーチプラス夏から秋へ3コース
2名様から
出発可能

1名様参加
大歓迎

第110回全米オープン開催記念

ハーディングパークGC

バンドン・デューンズ

2008年全米オープン開催のトーリーパインズGC

生涯の想い出創りのお手伝い！ 私達がご案内いたします。

ペブルビーチゴルフリンクス No.7

ペブルビーチゴルフリンクス ホールNo.18 と  グリーンを囲む ロッジ・アット・ペブルビーチ

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。

ジョニー山岡 山本克之ジョニー山岡 山本克之

モントレー在住20年の VISIT USA 日本人スタッフ
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フィッシャーマンズワーフ

水族館

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

1 2

サンフランシスコ空港から陸路で２時間半、大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。


