
ベルビーチゴルフクラブ

カヌチャゴルフコース

エメラルドコーストゴルフリンクス

宮古島東急リゾート

リザンシーパークホテル ザ・ブセナテラス

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

フェニックスカントリークラブ

隣接 隣接 ザ・サザンリンクス
  リゾートホテル

② ホテル（朝食後） ……  ザ・サザンリンクスゴルフクラブ ……

ANA・JAL
③ ホテル（朝食後） 　☆フリータイム（交通費各自負担）　  那覇AP ――→ 各地AP

① 各地AP ――→ 那覇AP
ANA・JAL

タクシー
35～40分

各自負担

タクシー 
 10～20分

各自負担

ザ・サザンリンクス
  リゾートホテル

――――
ゴルフプレイ
＜下記のうちいずれか＞

6:00～7:30頃出発

利用コース キャディーフィー（カートフィー込み） タクシー利用案内（1台あたりの概算）

利用税 空港～ゴルフ場 ザ・サザンリンクス
～ゴルフ場

4Bags 3Bags 2Bags

★ザ・サザンリンクスGC 960円 5,250円 6,510円 10,500円 40分 　約5,000円 隣接

パームヒルズGR

★琉球ゴルフ倶楽部

★那覇ゴルフ倶楽部

960円

980円

980円

3,150円

3,675円

5,250円

4,200円

4,515円

6,300円 8,400円

45分　約5,000円

35分　約4,500円

35分　約4,500円

20分　約2,000円

10分　約1,000円

10分　約1,000円

★印コース割増 5.000円

●各地～那覇往復航空運賃（個人包括割引運賃） 
●2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィー除く）
●2泊2朝食付宿泊料（ツインルーム：2～3名様1室利用）

含まれるもの

出発日 12/29 12/30・1/1 12/311/21/3 12/28

羽 田 発

中 部 発

関西・神戸発

伊 丹 発

118,000円 138,000円 158,000円 168,000円 178,000円99,800円

99,800円

138,000円108,000円 163,000円 168,000円 173,000円148,000円

134,000円 158,000円 168,000円 168,000円143,000円

138,000円 163,000円 168,000円 168,000円148,000円108,000円

●羽田～那覇～宮古島往復航空運賃（個人包括割引運賃） 
●3泊3朝食付宿泊料（ツインルーム：2～3名様1室利用）
●2ラウンドのGF・諸費用（利用税・カートフィー除く）

含まれるもの

ブリーズベイマリーナ

宮古島東急リゾート

12/30・31出発 羽田 中部 大阪（関西・伊丹・神戸）

218,000円

238,000円

212,000円

232,000円

208,000円

228,000円

現地払い 利用税 960円、カートーフィー（4・3B）2,625円・（2B）3,675円

現地払い 利用税 960円、カートーフィー（4・3・2B）2,500円

利  用
ホテル

ゴルフ三昧 宮古島 2ラウンド4日
① 各地AP ―→ 那覇AP ―→ 宮古島AP     ☆フリータイム（交通費各自負担） ホテル

ホテル

ホテル

② ホテル
   （朝食後） 

③ホテル
   （朝食後） 

シギラベイカントリークラブ（1.0R）
〈乗用カート・セルフプレイ〉 

④ ホテル（朝食後） ☆フリータイム（交通費各自負担）  宮古島AP ―→那覇AP ―→ 各地AP

タクシー 5～20分

各自負担
――

タクシー 5～20分

各自負担
――

タクシー 5～20分

各自負担
――

タクシー 5～20分

各自負担
――

エメラルドコーストゴルフリンクス（1.0R）
〈乗用カート・セルフプレイ〉

2ラウンド
3泊3朝食付

ザ・サザンリンクス 2ラウンド 3日 2ラウンド
2泊2朝食付

ザ・サザンリンクス ゴルフクラブザ・サザンリンクス リゾートホテル

キャディーフィー（カートフィー込み） タクシー利用案内（1台あたりの概算）

利用税 空港（市内ホテル）
～ゴルフ場

リザンシーパークホテル
～ゴルフ場

ベルビーチゴルフクラブ

オリオン嵐山ゴルフ倶楽部

ジ・アッタテラスGR

カートフィー（1名様あたり）

カートフィー（1名様あたり）

980円

1,085円

740円

1,005円

980円
★カヌチャゴルフコース

★喜瀬カントリークラブ
（カート利用セルフ）

（カート利用セルフ）

利用コース
★印コース割増 5,000円 4Bags 3Bags 2Bags

3,150円

3,675円

3,430円

1,575円

2,625円

4,200円

4,200円

3,810円

3,575円

2,625円

6,300円

7,350円

5,110円

5,575円

2,625円

100分　約15,000円

70分　約10,000円

80分　約11,000円

90分　約14,000円

90分　約13,000円

60分　約10,000円

20分　約3,000円

30分　約4,000円

50分　約8,000円

45分　約6,500円

② ホテル（朝食後）――――
タクシー

各自負担

タクシー

各自負担

ゴ  ル  フ  プ  レ  イ
＜下記のうちいずれか＞

ホテル
＜下記のうちいずれか＞

―― 那覇AP ――――→ 羽田AP
ANA・JAL

＜フリータイムまたはオプショナルゴルフ＞
※交通費各自負担

③ ホテル
    （朝食後）

――

沖縄2ラウンド3日 2ラウンド
2泊2朝食付ビーチサイドステイ

●各地～那覇往復航空運賃（個人包括割引運賃）  
●2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィー除く）
●2泊2朝食付宿泊料（ツインルーム：2～3名様1室利用）

含まれるもの

出発日 12/29 12/30・1/1 12/311/21/3 12/28

羽 田 発

中 部 発

関西・神戸発

伊 丹 発

118,000円 138,000円 164,000円 174,000円 184,000円99,800円

99,800円

138,000円108,000円 168,000円 174,000円 178,000円148,000円

134,000円 164,000円 174,000円 174,000円143,000円

138,000円 168,000円 174,000円 174,000円148,000円108,000円

10,000円 33,000円 28,000円 33,000円28,500円 1/312/28 12/29 12/30 12/30～1/2

8,500円 20,000円 27,000円 31,000円27,500円 1/312/28 12/29 12/30 12/30～1/2

リザンシーパークホテル（オーシャンビュー）・ホテルムーンビーチ・サンマリーナホテル
かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ（オーシャンタワー）・ラグナガーデンホテル（本館）
残波岬ロイヤルホテル・喜瀬ビーチパレス

特に明示の無いホテルはスタンダードツインルーム利用（眺望や高層階指定は別途追加代金が必要です。）利用ホテル

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ（ホテル棟）、ルネッサンスリゾートオキナワ、
オキナワマリオットリゾート&スパ、スパリゾートEXES

ザ・ブセナテラス・デラックスナチュラル（ガーデンビュー）※オーシャンビューは更に5,000円増

★印追加料金は1泊ごと、お一人様あたりの料金です。

基本

★
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ

A

B

① 各地AP ―――→ 那覇AP ――――
ANA・JAL

ゴ  ル  フ  プ  レ  イ
＜下記のうちいずれか＞

タクシー

各自負担

タクシー

各自負担

ホテル
＜下記のうちいずれか＞

6:00～7:30頃出発
―――― 

―――― 

●ゴルフ場の順序、プレーの日時は入れ替わる場合があります。（コースの予約状況に応じて決定します。）

※2名様でご参加でトムワトソンコースを選択された場合、3,000円の追加代金が加算されます。

2ラウンド
2泊2朝食付フェニックスCC ＋1コース 3日シェラトン・グランデ・

オーシャンリゾート ステイ

①羽田AP 
シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

6：55～7：20頃発

――→宮崎AP 
ゴルフプレー〈1.0R〉
〈下記設定コースより〉

※タクシー

各自負担
――――

※タクシー

各自負担
――――

ANA・SNA・JAL

出発日 12／28 12／30・31、1／112／29、1／2 1／3

148,000円 178,000円

◆シェラトン・スィート・スリーパーベッド使用

◆松泉宮温泉パスポート

◆イブニングカクテル

ルームグレードアッププラングランデ ツインルーム 〈追加旅行代金〉

ゴルフの後、快適にお休みいただけるベッドです。

ご滞在中何度でもご利用いただける温泉パスポート付です。

42階ラウンジ「ステラ」にて17：30～19：00迄。
ご夕食もひとときをカクテルタイムで・・・。

14,000円

109,000円128,000円
大阪・名古屋他各地からの出発も可能です。お問い合わせ下さい。

●羽田～宮崎往復航空運賃（個人包括割引運賃）   
●2泊2朝食付宿泊料（洋室ツインルーム：2～3名様1室利用）
●2.0Rのグリーンフィー・諸経費（キャディーフィー・カートフィー・利用税・ロッカーフィー除く）

含まれる
も      の

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

フェニックスカントリークラブ〈1.0R〉
〈キャディー付・徒歩プレー〉

無料シャトルバス

（5分）
――――

無料シャトルバス

（5分）
――――

②ホテル
（朝食後）

現地払い 利用税 1,200円、キャディーフィー（4B）3,885円・（3B）5,145円・（2B）7,770円、ロッカーフィー 420円

―――― ――――【フリータイムまたはオプショナルゴルフ】
※交通費各自負担

③ホテル
（朝食後）

16：10～19：50頃発

――→宮崎AP 羽田AP
ANA・SNA・JAL

選べるもう1コース

宮崎カントリークラブ

トムワトソンコース

☆フェニックスCC／トーナメントコース：37,000円・コース指定無：32,000円 ☆トムワトソンコース：17,000円
☆宮崎カントリークラブ：17,000円 ☆青島ゴルフ倶楽部：14,000円 ☆ハイビスカスゴルフクラブ：14,000円

ハイビスカスゴルフクラブ

青島ゴルフ倶楽部

1,080円

1,080円

980円 320円

315円

空港～ゴルフ場

25分／約5,000円

5分／約 800円

5分／無料シャトルバス

25分／約5,000円

20分／約4,000円 40分／約7,000円

30分／約6,000円 20分／約4,500円960円

キャディーフィ

※セルフ・カートフィー／2,625円

４B／3,150円、3B／4,200円、2B／6,300円

４B／5,250円、3B／6,300円、2B／8,400円

４B／3,675円、3B／4,200円、2B／4,725円

利用税
ロッカ
ーフィ利用ゴルフ場

タクシー利用案内（概算）

ゴルフ場～ホテル

羽田発

追加プレーオプション代金  グリーンフィー・諸経費（キャディーフィー・カートフィー・利用税・ロッカーフィー除く）

※ 宮崎CC（12/31、1/1：定休日）、青島GC（1/1：セルフプレーのみ）、ハイビスカスGC（12/31、1/1：セルフプレーのみ）

ダンロップフェニックストーナメントコース確約！

2名様から参加可能国内年末年始スペシャル （他のお客様と組合せ）

2011・12月 2012・1月

28 29 30 31 1 2 3

火日 月水 木 金 土



４年間に渡って半年ずつクローズし、コースを大改造、
満を持してリニューアルオープンの 新生「那覇ゴルフ倶楽部」を・・・。

2012 沖縄
新春   お年玉 スペシャル

復帰40年を迎える今年、沖縄で初となる日本オープンが開催されます。

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 細野順一・五十嵐達也

（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

営業時間 月～金 9:30～18:00 土 1５:00迄（日祭休）

第75回日本プロゴルフ選手権開催の「喜瀬CC」と 今年の日本オープンの舞台「那覇GC」。
国内メジャートーナメント開催コースをリーズナブルに。

那覇GC・喜瀬CC 2ラウンド 3日

95,800円旅行代金

1/6
（金）

1/8
（日）

福岡発 99,800円羽田・中部・関西発

●各地～那覇往復航空運賃  ●2泊2朝食付宿泊料（2～3名様で１室利用）
●２ラウンドのグリーンフィ・諸費用（利用税、キャディーフィ、カートフィは現地清算）
●行程中に明示した区間の送迎料金
●添乗員：羽田発同行／他出発地は同行しませんが現地にてご案内。

旅行代金に

含まれるもの

■日程：2012年1月6日（金）～8日（日）

※お一人様で1室ご利用の場合、お一人様1泊につき6,300円割増しとなります。

羽田空港発（07：45）～ANA 125 ～（10：35）
中部空港発（08：30）～ANA 301 ～（11：00）
関西空港発（08：00）～ANA1731～（10：20）
福岡空港発（08：05）～ANA 481 ～（09：50）

那覇ゴルフ倶楽部

187H 7,192Y P72  井上幸太郎設計  昭和50年開場

18H 6,814Y P72  2001年開場

18H 6,925Y P72  2003年開場

グレードアッププラン

喜瀬カントリークラブ

☆オプショナルゴルフ ジ・アッタテラスゴルフリゾート 18,500円（グリーンフィ・諸費用・送迎含む）

★募集人員：40名様（最少催行人員：20名様）

1名様より
参加可能

利用税 980円　キャディーフィー（4B）3,675円

利用税1,005円　カートフィー（1名様あたり）1,575円 利用税 980円　キャディーフィー（4B）3,150円

ジ・アッタテラスゴルフリゾート

＝ ＝送迎（60分）＝那覇ゴルフ倶楽部（1.0R）
かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ【泊】
又は オキナワ・マリオットリゾート＆スパ【泊】

かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ
（ウィングタワー）

オキナワ・マリオットリゾート＆スパ
（スーペリアツイン）＝送迎（40分）＝那覇空港着

＜フリータイム＞

※交通費お客様負担

（19：05）～ANA 136 ～羽田着（21：15）
（18：05）～ANA 308 ～中部着（20：00）
（17：50）～ANA1738～関西着（19：35）
（18：50）～ANA 494 ～福岡着（20：25）

ホテル
（朝食後）

那覇空港発

1/7
（土）

＝送迎（3分）＝ ＝送迎（3分）＝
ホテル
（朝食後）

【同上泊】
喜瀬カントリークラブ（1.0R）
乗用カート利用セルフプレイ

新春

お一人様1泊あたり9,000円増 （2～3名様で１室利用）

（1名様利用の場合更に14,700円増）

第75回日本プロゴルフ選手権開催

４年間に渡って半年ずつクローズし、コースを大改造、
満を持してリニューアルオープンの 新生「那覇ゴルフ倶楽部」を・・・。

復帰40年を迎える今年、沖縄で初となる日本オープンが開催されます。

連 休 を 利 用 し て

1/6（金）1/7（土）1/8（日）1/9（祝）
成人の日


