
羽田発着海外ゴルフ特集  成田にない深夜枠の増大で、国内線との接続や仕事帰りにもらくらく海外へ出発できます。
★2010年10月、羽田空港・国際線新ターミナルがオープン！

チェンマイハイランドゴルフクラブミッションヒルズゴルフクラブリアビンタンゴルフ＆カントリークラブ JWマリオットデザートスプリングス 上海濱海（ビンハイ）ゴルフクラブタ  イ中 国インドネシア ハワイ アメリカ 中  国エバビーチゴルフクラブ
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ハワイ・ホノルルゴルフ 5日間

※羽田空港施設使用料（2,040円)、ホノルル空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
　（13,000円／2010年9月現在）が別途必要となります。
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エステやグルメも楽しめる台北の中心・松山空港へ羽田から直行便就航！

台北ゴルフセレクション 4日間

※羽田空港施設使用料（2,040円）、台北空港税（1,500円）、燃油サーチャージ

   （5,600円／2010年6月現在）が別途必要となります。
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直行便で3時間、ＲＴジョーンズＪｒ設計の上海国際ＣＣとリンクススタイルの濱海ＧＣ

上海ゴルフセレクション4日間

※羽田空港施設使用料（2,040円）、中国空港税（1,500円）、、燃油サーチャージ

　（5,800円／2010年9月現在）が別途必要となります。

ホテル(朝食)＝車＝上海虹橋空港発(8：55)→羽田空港着（12：55）

パームスプリングス・ＪＷマリオットステイ 6日間ビンタン島＆シンガポール5日間

香港から陸路で90分、世界のトッププレーヤーが描いたゴルフコースの競演！

ミッションヒルズ＆香港 5日間

アジアの楽園 プーケットゴルフ 6日間 古都 チェンマイゴルフ 5日間

シンガポール航空・羽田発着就航記念スペシャルキャンペーン！

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。

◆１人部屋利用追加代金：35,000円

◆現地係員 ◆最少催行人員：2名◆食事：４朝食

［利用航空会社］ シンガポール航空（便限定）
［利用予定ホテル］
  ビンタン島（3泊）：
   ビンタンラグーンリゾート（ガーデンビュー）
  シンガポール（1泊）：
   ヨークホテル又はオーチャードパレード（スタンダード）

●羽田～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～ビンタン島間往復フェリー代
●4泊4朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）　●２．０Rプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料　

羽田空港（6：25発）→　シンガポール空港（12：50着）＝専用車＝フェリー
・約５０分～午後：ビンタン島＝シャトルバス＝ビンタンラグーンリゾート【泊】

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）…【同上泊】

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）…【同上泊】

ホテル（朝食）　フリータイム（オプショナルゴルフ：リアビンタンＧＣ）
午後：ビンタン島～フェリー～夕刻：シンガポール着＝車＝シンガポール【泊】

ホテル（朝食）　ＡＭ：フリータイム　午後：ホテル発＝専用車＝
 シンガポール空港（15：40発）→羽田空港（23：05着）

※羽田空港施設使用料（2,040円）、シンガポール空港税（1,900円）、燃油サーチャージ
   （16,000円／2010年9月現在）が別途必要となります。

※羽田空港施設使用料（2,040円）、香港空港税（2,400円）、燃油サーチャージ
   （7,000円／2010年9月現在）が別途必要となります。

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　
◆１人部屋利用追加代金：50,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：4朝食
［利用航空会社］キャセイ航空、日本航空のいずれか
［利用予定ホテル］ 　　（3泊）：ミッションヒルズリゾート（リゾートウィング）
                             香港（1泊）：ハーバーグランドホテル（ハーバービュー）

●羽田～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊4朝食付宿泊料（2名様1室利用）　●３．０Rプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

羽田空港発（10：00～10：45）→　香港空港着（14：05～15：00)
＝専用車・約90分＝　ミッションヒルズリゾート【泊】

ホテル（朝食）…隣接…★ミッションヒルズＧＣ（※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ＧＣ（※１．０Ｒ）…【同上泊】

ホテル（朝食）･･･隣接･･･★ミッションヒルズＧＣ（※１．０Ｒ）
午後：ホテル発＝専用車＝ハーバーグランド香港【泊】

ホテル（朝食）　ＡＭ：フリータイム　　午後：ホテル発＝専用車＝
香港空港発（15：45～16：05）→羽田空港着（20：25～21：05）

ＪＡＬ夜便利用で仕事帰りに楽園プーケットへ。活気溢れるパトンビーチステイ！

※羽田空港施設使用料（2,040円）、タイ空港税（2,600円）、燃油サーチャージ
   （13,000円／2010年9月現在）が別途必要となります。

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　

◆１人部屋利用追加代金：40,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：3朝食

［利用航空会社］日本航空  ［利用予定ホテル］パトンメルリン（スタンダード）
●羽田～バンコク～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プレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

羽田空港集合（23：00頃）   ＊便宜上、「機中泊」と致します。

羽田空港集合（22：20頃）   ＊便宜上、「機中泊」と致します。

羽田空港発（01：10）→バンコク乗り継ぎ→プーケット空港着（6：20）
＝専用車・約30分＝パトンメルリン【泊】＊お部屋は直ぐにご利用いただけます。

ホテル（朝食）＝車＝★ミッションヒルズＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ブルーキャニオンＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル（朝食）●出発までフリータイム　＊チェックアウト12時まで
＝車＝プーケット空港発（18：25）→バンコク乗り継ぎ→　　【機中泊】

羽田空港着（6：55）

ランナー王朝の栄華が感じられる街・古都チェンマイで爽やかな高原ゴルフを･･･。

※羽田空港施設使用料（2,040円）、タイ空港税（2,600円）、燃油サーチャージ

   （13,000円／2010年9月現在）が別途必要となります

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　

◆１人部屋利用追加代金：21,000円 ◆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  ［利用予定ホテル］チェンマイプラザホテル（スタンダード）
●羽田～バンコク～チェンマイ間往復航空運賃（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プレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

羽田空港発（00：20）→バンコク乗り継ぎ→チェンマイ空港着（9：10）＝
専用車・約20分＝チェンマイプラザ【泊】＊お部屋は直ぐにご利用いただけます。
     オプショナルゴルフ：ロイヤルチェンマイＧＣ

ホテル（朝食）＝専用車＝★チェンマイ・ハイランドＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝★チェンマイ・アルパインＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝チェンマイ空港発（11：30）→
バンコク乗り継ぎ→羽田空港着（22：30）

ビンタンラグーン・シービューコース　18Ｈ　7,049Ｙ　Ｐ72　Ｊ．ニクラス設計
ビンタンラグーン・フォレストコース　18H　7,186Ｙ　Ｐ72　Ｉ．Ｂフィンチ設計

ワイキキビーチ・マリオット（12時チェックイン）、平日は2サムプレーもＯＫ！

［利用予定航空会社］ジャルウェイズ
［利用予定ホテル］ワイキキビーチ･マリオット（オーシャンビュー） 

［利用予定航空会社］全日空

［利用予定ホテル］JWマリオットデザートスプリングス（スタンダードルーム） 

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　
◆１人部屋利用追加代金：39,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：なし　

●羽田～ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊宿泊料（2～3名様1室利用）　●２．０Rプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

ロイヤルクニアカントリークラブ １８Ｈ ６，４５０Ｙ Ｐ７２  ロビン・ネルソン設計 ’03年開場
エバビーチゴルフクラブ　  １８Ｈ ６，５４１Ｙ Ｐ７２  ロビン・ネルソン設計 ’92年開場

チェンマイハイランドGC  １８Ｈ 7，０49Ｙ Ｐ７２  L.スクミッド設計 ’05年開場
チェンマイアルパインGC １８Ｈ 7，５４１Ｙ Ｐ７２  R.M.ガール設計 ’93年開場

羽田空港着（22：30）

ホテル　チェックアウト12時まで　
●フリータイム［オプショナルツアーやゴルフなどお楽しみ下さい］
＝ホノルル空港（18：25発）→＜日付変更線通過＞→　　【機中泊】

羽田空港（22：20発）→＜日付変更線通過＞→ホノルル空港（10：45着）
＝送迎車＝ホテルへ                            ワイキキビーチ・マリオット【泊】
＊チェックインは12時からですので、到着後お部屋はほぼご利用頂けます。）

ホテル＝送迎車＝★エバビーチＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル＝送迎車＝★ロイヤルクニアＣC（１．０Ｒ）＝【同上泊】

和食が自慢のJWマリオットデザートスプリングスに泊まって、隣接の36ホールをラウンド！

※羽田空港施設使用料（2,040円）、米国空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
   （21,000円／2010年9月現在）が別途必要となります。

※２～３名様参加の場合は、上記旅行代金に10,000円別途加算にて手配可能です。

●羽田～ロサンゼルス間往復航空運賃（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
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　

◆１人部屋利用追加代金：80,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：４名 ◆食事：なし

羽田空港集合　22時頃

羽田空港着（5：15）

ロサンゼルス空港発（00：10）→日付変更線通過→　               【機中泊】

ホテル　●フリータイム　　＊チェックアウト18時まで延長
夜：ホテル発＝車＝ロサンゼルス空港着

ホテル…隣接…★マリオット・パームコース(1.0Ｒ)＝                【同上泊】

ホテル…隣接…★マリオット・デザートコース(1.0Ｒ)＝              【同上泊】

☆当ツアーでは集合日を出発日と致します。

●羽田～台北間往復航空運賃（エコノミークラス）
●３泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）　●２．０Rプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

上海国際カントリークラブ  18Ｈ 7,025Ｙ Ｐ72  R.T.ジョーンズ Jr. 設計 ’91年開場
上海濱海（ビンハイ）ゴルフクラブ  36Ｈ 13,929Ｙ Ｐ144 P.トムソン 設計 ’00年開場
太陽島国際ゴルフクラブ  18Ｈ 7,162Ｙ Ｐ72 ネルソン＆ハワーズ 設計 ’04年開場
上海リンクスゴルフ＆カントリークラブ  18Ｈ 7,121Ｙ Ｐ72 J.ニクラス 設計 ’99年開場

羽田空港発（10：25～11：10）→台北・松山空港着（13：30～14：15）
＝専用車・約10分＝                                   台北サンワンホテル【泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝★設定コースより１．０Ｒ＝             【同上泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝★設定コースより１．０Ｒ＝             【同上泊】
ホテル（朝食）＝専用車＝★設定コースより１．０Ｒ＝             【同上泊】

ホテル（朝食）＝専用車＝★設定コースより１．０Ｒ＝             【同上泊】
ホテル（朝食）＝専用車＝台北・松山空港発（15：15～16：45）→
羽田空港着（19：00～20：40）

［利用予定航空会社］ 日本航空、全日空 ［利用予定ホテル］台北サンワンホテル

羽田空港発（13：30）→上海虹橋空港着（16：10）＝車・約30分＝

                                                     インターコンチネンタル浦東【泊】

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　

◆１人部屋利用追加代金：36,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：２名 ◆食事：３朝食

●羽田～上海虹橋間往復航空運賃（エコノミークラス）
●３泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）●２．０Rプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※現地にてインドネシア入国ビザ代（US＄25）がビンタン島到着時に必要となります。

※ゴルフプレーが土・日曜・タイ休日の場合、1Rあたり4,000円追加となります。

▲
▲
▲
▲

ミラマー林口ゴルフクラブ 36Ｈ 13,612Ｙ Ｐ144 J.ニクラス 設計 ’95年開場
大渓ゴルフクラブ　27Ｈ 10,293Ｙ Ｐ108  R.T.ジョーンズ Jr. 設計 ’93年開場
長庚ゴルフクラブ　27Ｈ 10,875Ｙ Ｐ108 渡辺 弘 設計 ’83年開場
サンライズゴルフクラブ 18Ｈ 6,537Ｙ Ｐ72  R.T.ジョーンズ Jr. 設計 ’92年開場

月・火・土・日曜発

水・木・金曜発

▲
▲

利  用
コース

デザートスプリングスGC・パームコース   １８Ｈ ６，761Ｙ Ｐ７２  T.ロビンソン設計
デザートスプリングスGC・デザートコース １８Ｈ ６，627Ｙ Ｐ７２  T.ロビンソン設計 

▲
▲

利
用
コー
ス

利
用
コー
ス

［利用予定航空会社］中国東方航空 ［利用予定ホテル］インターコンチネンタル浦東 

◆ビジネスクラス利用追加代金：お問い合わせ下さい。　

◆１人部屋利用追加代金：25,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：２名 ◆食事：３朝食

羽田空港発（24：05発）→日付変更線通過→ロサンゼルス空港着（現地16：55）

＝専用車・約2時間＝　　　　        JWマリオットデザートスプリングス【泊】

ビンタンラグーンリゾート

※設定コース（各コースには設計者の名前が付けられています。）

Ｄ.デュバルコース 18H 

V.シンコース 18H
ワールドカップコース（ニクラスコース） 18H

Ｊ.オザキコース 18HE.エルスコース 18H
N.ファルドコース 18H

A.ソレンスタムコース 18H

D.レッドベターコース 18H

G.ノーマンコース 18H
J.M.オラサバルコース 18H

▲
▲
▲
▲

▲
▲
▲
▲

▲
▲

★深夜・早朝の羽田空港へは、予約制定額運賃のタクシーが便利です。（例えば、東京23区内 6,000～9,000円、横浜市 4,000～12,000円／片道1台・高速料金別）

シンガポール、香港、バンコク、コタキナバル、ホノルル、ロサンゼルス、サンフランシスコ、台北、上海、パリ、北京、ソウル、釜山 9ヶ国13都市へ毎日就航（2011年1月からはデトロイト、ニューヨークへも就航いたします。）

ロイヤルクニアカントリークラブワイキキビーチ・マリオット


