
ハワイ島は1年中雨が少なく、ゴルフ天国です。フアラライ＆マウナラニ・ケアなど海の美しいコースがいっぱい！　海ガメに出会えるかも…。

ゴルフの旅一筋30年の経験に真心こめてご案内、ご希望の出発日に2名様からの出発が可能です。

旅行企画・実施  株式会社 ジェットアンドスポーツ 観光庁長官登録旅行業第1076号　（社）日本旅行業協会正会員 　　IAGTO 国際ゴルフツアーオペレーター協会会員

実施期間：2015年11月～2016年5月　出発地：東京・大阪・名古屋名古屋

全コース
共 通

★パンフレット掲載コースは全て２名様からの個人旅行で添乗員は同行致しませんが、現地係員がお世話します。
★本パンフレットは全てエコノミークラス利用の旅行代金となっております。ビジネスクラスご希望の場合は、　
出発日・予約時期・航空会社・残席数によって大きく異なりますのでお早目に申し付けください。
★航空運賃を除いた旅行代金も表示しています。★全コース延泊アレンジ可能です。

http:///www.jetgolf.co.jp

ジェットゴルフ海外 2015冬から
2016春へ

全コース2名様からの個人旅行です。

● ペブルビーチスペシャル2015冬から2016春へ
　 ＊ペブル＆サンフランシスコ6日間
　 ＊ロッジ・アット・ペブルステイ6日間
● パームスプリングス6日間
● オーストラリア ゴールドコースト6日間

アメリカ・オーストラリア
ブ

P1, 2

● グアムセレクション4日間
● サイパン ラウラウベイGR4日間
● レオパレスリゾートステイ4日間
● マウイ島カパルアGC6日間 
● カウアイ島ポイプ＆ホクアラ6日間
● ハワイ島マウナラニ・サウス＆ノース6日間
● オアフ島タートルベイ＆ワイキキ6日間

グアム・サイパン・ハワイ
グ

P3, 4

● ビンタン島＆シンガポールステイ6日間
● ベトナム ダナンゴルフ5日間
● マレーシア ランカウイ島5日間
● タイ チェンマイゴルフセレクション5日間
● タイ パタヤゴルフセレクション5日間
● カンボジア アンコールワットゴルフ5日間

アジア
ビ

P5, 6

● 青い海に魅せられて…トーリーパインズ スペシャル
　 ＊アビアラ＆トーリーパインズ6日間
　 ＊ロッジ・アット・トーリーパインズ6日間

アメリカ・サンディエゴP7
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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

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

★ 空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、米国空港税（7,400円）、燃油サー
チャージ（21,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。
◆1人部屋利用追加代金：150,000円
◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。
◆最少催行人員：2名様　◆食事：なし　◆現地係員
◆利用航空会社：ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。
◆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〉ニッコー又はヒルトン（スタンダードルーム）

ロッジ・アット・ペブルビーチに贅沢に4連泊して、
憧れペブルビーチ3コースをゆったりとお楽しみください！

 

 サンフランシスコ空港から陸路で2時間半、太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、ベテラン現地日本人スタッフ（VISIT USA）が24
時間対応で皆様の旅のサポートをさせて頂きます。

モントレー在住
20年のVISIT 
USA スタッフ
ジョニー山岡

アメリカゴルフの聖地 ペブルビーチスペシャル 2名様から
出発可能

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/20 1/5～2/29 3/1～3/31 4/1～22 ※航空運賃を除く

成田・関西 538,000円 558,000円 578,000円 628,000円 458,000円

1日目 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・2時間＝ペブルへ                        ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

2日目 ホテル…隣接…★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）…隣接…　   【同上泊】

3日目 ホテル＝専用車＝★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝専用車＝ホテルへ
サンフランシスコ 【泊】

4日目 ホテル　●フリータイム（オプションで観光等）                                  【同上泊】
5日目 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〉➡ 【機中泊】
6日目 午後：成田・関西空港着

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、美しい外観ときわめ細やかなサービ
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。

ロッジ・アット・ペブルステイ6日間

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！

ペブル＆サンフランシスコ6日間
出発日 11/20～12/20 1/5～2/29 3/1～3/31 4/1～22 ※航空運賃を除く

成田・関西 698,000円 758,000円 778,000円 828,000円 618,000円
※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。
★ 空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、米国空港税（7,400円）、燃油サー
チャージ（21,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。
◆1人部屋利用追加代金：250,000円
◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。
◆最少催行人員：2名様　◆食事：なし　◆現地係員
◆利用航空会社：ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。
◆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）

1日目 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・2時間＝ペブルへ                             ロッジ・アット・ペブルビーチ【泊】

2日目 ホテル＝シャトル＝★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）＝              【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトル＝★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0R）＝                 【同上泊】
4日目 ホテル…隣接…★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝                      【同上泊】

5日目 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〉➡
【機中泊】

6日目 午後：成田・関西空港着

★ 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130,000円追加

●成田・関西～サンフランシスコ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）
●2.0Rプレー代金（グリーンフィー、カートフィー） 
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

旅行代金に
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（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）
●3.0Rプレー代金（グリーンフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

旅行代金に
含まれるもの

2015冬から
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PGAウエスト・TPCスタジアムコース 18H 7,266Y P７２ P.ダイ設計 ’86年開場 レイクランズゴルフクラブ 18H 7,100Y P７２ J.ニクラス設計 ’97年開場

ロサンゼルスから車で2時間、パームスプリングスを代表するゴルフリゾート
“ラ・キンタ”で隣接する5コースを日が暮れるまでラウンドしてください。

年間晴天日数300日のゴルフパラダイス”ゴールドコースト“でJ.ニクラス、
G.マーシュ、P.トムソン設計のフラットなリゾートコースの数 を々お楽しみください。

ラ・キンタGC・デューンズコース

★ 成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ（14,000円
／15年11月現在）が別途必要となります。 ◆1人部屋利用追加代金：66,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ ください。
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：なし
◆利用航空会社：シンガポール航空、デルタ航空、ユナイテッド航空のいずれか
◆利用ホテル：パームスプリングス（4泊）：ラ・キンタリゾート

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/12 1/3～28 1/29～3/31 ※航空運賃を除く

成田発 258,000円 298,000円 378,000円 208,000円
（但し、1/29～3/31の期間除く）

1日目 夕刻：成田発➡〈日付変更線通過〉➡
午前：ロサンゼルス着＝車・約2時間＝                                ラ・キンタリゾート【泊】

2日目 ホテル・・シャトル5～20分…★下記設定コースをフリーラウンド　             【同上泊】
3日目 ホテル・・シャトル5～20分…★下記設定コースをフリーラウンド　             【同上泊】
4日目 ホテル・・シャトル5～20分…★下記設定コースをフリーラウンド　             【同上泊】
5日目 ホテル＝車・2時間＝午前：ロサンゼルス発➡〈日付変更線通過〉➡           【機中泊】
6日目 午後：成田着

パームスプリングス6日間間 3日間フリーラウンド

※PGAウエスト・TPCスタジアムコースは＄50の追加代金でプレー可能です。

▶ホープアイランドリゾート 18H 7,065Y P72 P.トムソン設計
▶レイクランズゴルフクラブ 18H 7,100Y P72 J.ニクラス設計
▶ロイヤルパインズリゾート 18H 7,065Y P72 G.マーシュ設計

★ 成田空港施設使用料（2,610円）、オーストラリア空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
（21,000円／15年11月現在）が別途必要となります。
◆ 1人部屋利用追加代金：65,000円
◆ ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ ください。
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：なし
◆利用航空会社：カンタス航空
◆利用ホテル：ゴールドコースト（4泊）：マリオットサーファーズパラダイス

●成田～ブリスベン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様
1室利用）　●3.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/23 1/10～31 2/1～3/31 ※航空運賃を除く

成田発 278,000円 298,000円 308,000円 218,000円

1日目 夜：成田発➡　                                                                        【機中泊】

2日目 朝：ブリスベン着＝車・60分＝チェックイン15時以降
                                                          マリオットサーファーズパラダイス【泊】

3日目 ホテル＝車・30分＝★ホープアイランドGC（1.0R）＝                            【同上泊】
4日目 ホテル＝車・30分＝★レイクランズGC（1.0R）＝                                  【同上泊】
5日目 ホテル＝車・30分＝★ロイヤルパインズGC（1.0R）＝                            【同上泊】
6日目 ホテル＝車・60分＝午前：ブリスベン発➡夜：成田着

オーストラリア ゴールドコースト6日間

ロイヤルパインズリゾート

マリオットサーファーズパラダイス ホープアイランドGCラ・キンタリゾート＆スパ ラ・キンタGC・マウンテンコース

●成田～ロサンゼルス間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2
名様1室利用）●3日間指定コースのフリーラウンド代金（グリーンフィー、カート
フィー）　●食事：なし　●上記日程に明示された空港～ホテル間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの 旅行代金に

含まれるもの

▶PGAウエスト・J.ニクラスリゾート 18H 7,204Y P72 J.ニクラス設計
▶PGAウエスト・G.ノーマンリゾート 18H 7,156Y P72 G.ノーマン設計
▶ラ・キンタGC・マウンテンコース 18H 6,756Y P72 P.ダイ設計
▶ラ・キンタGC・デューンズコース 18H 6,747Y P72 P.ダイ設計

設 定
コ ー ス 利 用

コ ー ス

USA・オーストラリア

間 ラウ
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❷



★成田発・夜便プラン！往路18：30発利用の場合、上記代金より5,000円減額となります。

近場ならグアム・サイパン、眩しい海の思い出をいっぱい創ってください。

★ 各地空港施設使用料（成田2,610円/関西3,040円/中部2,570円）、グアム空港税（3,300円）、
燃油サーチャージ（6,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆最少催行人員：2名様　◆現地係員 ◆食事：なし

●各地～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●3泊宿泊料（2～3名様1室利用/バス付）　●2日間2.0R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

成田･関西･中部発着 デルタ又はユナイテッド航空　    往路：午前発／復路：夜着
出発日 日~火曜発 水･木曜発 金･土曜発 特別日発

A 11/22～12/25 158,000円 163,000円 168,000円  （12/23～25）
208,000円

B 1/5～31、
4/1～26 178,000円 183,000円 188,000円  （1/8、9）

228,000円

C 2/1～3/16 183,000円 188,000円 193,000円  （2/8、2/11）
238,000円

D 3/17～31 193,000円 198,000円 203,000円  （3/17、18）
248,000円

利用予定ホテル 1人部屋利用追加代金
ホテルニッコーグアム（オーシャンフロント） 45,000円

成田・関西・中部からわずか3時間、スリル満点の海超え“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

▶オンワード・マンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72 ’92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
▶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
▶スターツグアムゴルフリゾート 27H 10,473Y P108 ’87年開場

レオパレスリゾートCC 36H  Jニクラス＆A.パーマ設計マンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72 グアムグアム

ラウラウベイゴルフリゾート イースト・ウエスト 36HSサイパン

★成田発・夜便プラン！往路18：30発利用の場合、上記代金より5,000円減額となります。

1日目 午前：各地空港発➡午後：グアム着＝送迎バス＝レオパレスリゾート               【泊】
2日目 ホテル…隣接…★レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…                    【同上泊】
3日目 ホテル…隣接…★レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…                    【同上泊】
4日目 午前：フリータイム ホテル発＝送迎バス＝午後：グアム発➡夜：各地空港着

★ 各地空港施設使用料（成田2,610円/関西3,040円/中部2,570円）、グアム空港税（3,300円）、
燃油サーチャージ（6,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

●各地～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●3泊宿泊料（2名様1室利用/バス付）　●2日間2.0Rプレイ代金
●食事：なし　●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･関西･中部発着 デルタ又はユナイテッド航空　    往路：午前発／復路：夜着
出発日 日~火曜発 水･木曜発 金･土曜発 特別日発

A 11/22～12/25 128,000円 133,000円 138,000円  （12/23～25）
188,000円

B 1/5～31、
4/1～26 163,000円 168,000円 173,000円  （1/8、9）

208,000円

C 2/1～3/16 178,000円 183,000円 188,000円  （2/8、2/11）
218,000円

D 3/17～31 188,000円 193,000円 198,000円  （3/17、18）
228,000円

利用予定ホテル 1人部屋利用追加代金
ホテル・ベルベデーレ（スーペリアルーム） 33,000円

コースとホテルが隣接したリゾートステイ派はレオパレスがお勧め。
ニクラスとパーマーが描いたドラマティックな36ホールを是非！

グアム レオパレスステイ4日間

▶レオパレスリゾートカントリークラブ 36H 13,219Y P144（J.ニクラス ＆ A.パーマー設計）利用コース

★ 成田空港施設使用料（2,610円）、サイパン空港税（2,200円）、燃油サーチャージ（6,000円
／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。
◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

成田発着 デルタ航空                        　往路：午前発／復路：夜着
出発日 日~火曜発 水･木曜発 金･土曜発 特別日発

A 11/22～12/25 158,000円 163,000円 168,000円  （12/23～25）
198,000円

B 1/5～31、
4/1～26 188,000円 193,000円 198,000円  （1/8、9）

238,000円

C 3/17～31 193,000円 198,000円 203,000円  （3/17、18）
243,000円

D 2/1～3/16 198,000円 203,000円 208,000円  （2/8、2/11）
248,000円

利用予定ホテル 1人部屋利用追加代金
ハイアットリージェンシー（オーシャンビュー） 65,000円

サイパンのデラックスホテル”ハイアットリージェンシー“に泊まって、G.ノーマン設計・
ラウラウベイGRのダイナミックな“ウエスト”と海越え“イースト”をお楽しみください。

サイパン ラウラウベイGR 4日間

1日目 午前：成田発➡午後：サイパン空港着＝送迎バス＝ハイアットリージェンシー【泊】
2日目 ホテル＝シャトルバス＝★ラウラウベイイーストコース（1.0R）＝シャトルバス＝  【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトルバス＝★ラウラウベイウエストコース（1.0R）＝シャトルバス＝【同上泊】

4日目 ホテル＝●出発までフリータイム（OPゴルフ：コーラルオーシャンポイントCC）＝
送迎バス＝夕刻：サイパン発➡夜：成田着

利 用
コ ー ス

旅行代金に
含まれるもの

●成田～サイパン往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●3泊宿泊料（2～3名様1室利用/バス付）　●2日間2.0R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

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

▶ラウラウベイGR・イーストコース 18H 6,330Y P72 G.ノーマン設計
▶ラウラウベイGR・ウエストコース 18H 6,805Y P72 G.ノーマン設計

利 用
コ ー ス

ラウ
ンド2

間 ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

オーシャンポイントCC 18H 7,105Y P72サイパン

❸



究極のゴルフリゾート ハワイ、今おすすめの4プランです。

出発日 成田発 関西発 中部発
11/21～12/23、4/1～20 358,000円 358,000円 368,000円

1/3～1/31 368,000円 378,000円 378,000円
2/1～3/15 388,000円 398,000円 408,000円
3/16～31 398,000円 398,000円 408,000円

カパルアゴルフクラブ・プランテーションコースマウイ島 マウナラニGC・サウスコース №15 BT196Y Par3ハワイ島 タートルベイリゾート・アーノルドパーマーコースオアフ島

ハイアットリージェンシー・ワイキキ

ホノルルホテル アップグレード＆延泊料金（1泊1室あたり）

ハレクラニ

ホテル名（お部屋タイプ） アップグレード料金 延泊料金
ハイアットリージェンシー・ワイキキ（シティービュー） ── 48,000円
ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー・15階以上） 15,000円 62,000円
シェラトン・ワイキキ（オーシャンフロント） 25,000円 70,000円
ハレクラニ（オーシャンフロント） 60,000円 100,000円

★ 羽田発着ご希望の方はお問い合わせ下さい。★ホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ
★ 各地空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、米国空港税（7,400円）、
燃油サーチャージ（12,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆1人部屋利用代金：158,000円　◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空
◆利用ホテル：［マウイ島3泊］リッツカールトンカパルア（オーシャンビュー）
                   ［ホノルル1泊］ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー）

●各地～マウイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様1室利用） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

リッツカールトンカパルアに泊まって、群青眩しいマウイの海をバックにPGAツアー開催
プランテーションコースとパーマーの傑作・ベイコースをラウンド！

マウイ島カパルアGC 6日間

出発日 成田発 関西発 中部発
11/21～12/23、4/1～20 298,000円 298,000円 308,000円

1/3～1/31 308,000円 318,000円 318,000円
2/1～3/15 328,000円 338,000円 348,000円
3/16～31 348,000円 348,000円 358,000円

★羽田発着ご希望の方はお問い合わせ下さい。★ホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ
★ 各地空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、米国空港税（7,400円）、
燃油サーチャージ（12,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆1人部屋利用代金：110,000円　◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空
◆利用ホテル：［ハワイ島3泊］マウナラニベイホテル（オーシャンビュー）
                   ［ホノルル1泊］ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー）

●各地～ハワイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様1室利用）　●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

壮大なスケールが魅力のハワイ島では、白波が格別に美しいメモリ
アルホールが続く、マウナラニ・ノースと元祖・海超えサウスコースに挑戦!

ハワイ島 マウナラニ・サウス＆ノース6日間

▶カパルアGC・ベイコース 18H 6,660Y P72 1975年開場
▶カパルアGC・プランテーションコース 18H 7,263Y P73 1991年開場

▶マウラナニリゾート・サウスコース 18H 6,938Y P72 ’81年開場 R.ネルソン設計
▶マウラナニリゾート・ノースコース 18H 6,913Y P72 ’81年開場 R.ネルソン設計

出発日 成田発 関西発 中部発
11/21～12/23、4/1～20 338,000円 338,000円 348,000円

1/3～1/31 348,000円 358,000円 358,000円
2/1～3/15 358,000円 368,000円 378,000円
3/16～31 378,000円 378,000円 388,000円

★羽田発着ご希望の方はお問い合わせ下さい。★ホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ
★ 各地空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、米国空港税（7,400円）、
燃油サーチャージ（12,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆1人部屋利用代金：130,000円　 ◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空
◆利用ホテル：［カウアイ島3泊］グランドハイアットポイプベイ（オーシャンビュー）
                   ［ホノルル1泊］ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー）

●各地～カウアイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様1室利用）　●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ラグジュアリーな“グランドハイアット”に泊まって、隣接のポイプベイGCとJ.ニクラスの
名作・ホクアラGC（旧カウアイラグーン・キエレコース）の2プレイをお楽しみください。

カウアイ島 ポイプ＆ホクアラGC6日間

出発日 成田発 関西発 中部発
11/21～12/23、4/1～20 298,000円 298,000円 308,000円

1/3～1/31 308,000円 318,000円 318,000円
2/1～3/15 328,000円 338,000円 348,000円
3/16～31 358,000円 358,000円 368,000円

★羽田発着ご希望の方はお問い合わせ下さい。★ホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ
★ 各地空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、米国空港税（7,400円）、
燃油サーチャージ（12,000円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆1人部屋利用代金：130,000円　◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：なし
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空
◆利用ホテル：タートルベイリゾート（オーシャンビュー／2泊）
                   ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー／2泊）

●各地～ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様1室利用）　●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ホノルルから北へ70分、ノースショアの海に囲まれたタートルベイ
リゾートに滞在してLPGAツアー開催コースをラウンド。

オアフ島タートルベイ＆ワイキキ6日間

▶ホクアラゴルフクラブ 18H 7,120Y P72 J.ニクラス設計
▶ポイプベイゴルフクラブ 18H 7,123Y P72 R.T.ジョーンズJr.設計

▶タートルベイリゾート・ジョージファジオコース 18H 6,822Y P72 ’72年開場
▶タートルベイリゾート・アーノルドパーマーコース 18H 7,218Y P72 ’92年開場

旅 行 代 金 に
含まれるもの

利 用
コ ー ス

旅 行 代 金 に
含まれるもの

利 用
コ ー ス

旅 行 代 金 に
含まれるもの

利 用
コ ー ス

旅 行 代 金 に
含まれるもの

利 用
コ ー ス

間 ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

間 ラウ
ンド2

間 ラウ
ンド2

❹



★ 成田空港施設使用料（2,610円）、シンガポール空港税（2,000円）、燃油サーチャージ
（12,600円／2015年11月現在）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：95,000円
◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。
◆最少催行人員：2名　◆現地係員　◆食事：4朝食
◆利用航空会社：シンガポール航空、日本航空、全日空
◆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（シービュー）
                          シンガポール（2泊）：マリーナベイサンズ（デラックスルーム）

●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
●5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、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

アンダマン海に浮かぶ癒しの島・ランカウイ島の人気のラグジュアリーホテル「ジ・アンダマン」に泊まって、

ビンタン島＆シンガポールマリーナベイサンズ 6日

インドネシア マレーシア ベトナム

ダナンゴルフクラブ 18H 6,660Y P72  2010年開場ジ・エルスクラブ・テルクダダイ 18H 6,705Y P72 2014年開場リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ 27H 10,200Y P108

1日目 午前：成田・関西発➡クアラルンプール乗り継ぎ➡夜：ランカウイ着＝車・50分＝
ジ・アンダマンホテル【泊】

2日目 ホテル…シャトル・5分…★ジ・エルスクラブ・テルクダダイ（1.0R）         【同上泊】
3日目 ホテル＝車・40分＝★グヌンラヤGC（1.0R）＝                              【同上泊】

4日目
ホテル　●出発までフリータイム　チェックアウト12時まで
［オプショナルゴルフや世界遺産観光等お楽しみください］
夕刻：ランカウイ発➡クアラルンプール乗り継ぎ➡　                       【機中泊】

5日目 午前：成田・関西着

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/18 1/4～2/29 3/1～3/31 ※航空運賃を除く

成田発 238,000円 258,000円 278,000円 198,000円

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/22 1/3～31 2/1～3/31 ※航空運賃を除く
成田・関西発 178,000円 188,000円 198,000円 120,000円

ジ・アンダマンホテルジ・アンダマンホテル

シンガポールより高速船で50分、海のリゾート・ビンタン島でゴルフの
あとは“マリーナベイサンズ”に泊まってシンガポールをお楽しみください。

1日目 午前：成田空港発➡午後：シンガポール空港着＝専用車＝フェリー・約50分～
夜：ビンタン島着＝シャトルバス・20分＝                         ビンタンラグーンリゾート【泊】

2日目 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…
【同上泊】

3日目 ホテル（朝食）＝車・10分＝★リアビンタンG＆CC（1.0R）＝車・10分＝           【同上泊】

4日目
ホテル（朝食）…隣接…★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（1.0R）
午後：ホテル発＝シャトルバス＝午後：ビンタン島～フェリー～
夕刻：シンガポール着＝車＝ホテルへ                                マリーナベイサンズ【泊】

5日目 ホテル（朝食）　　　●フリータイム                                                  【同上泊】
6日目 ホテル＝車＝午前：シンガポール空港発➡夜：成田空港着

ビンタン島（インドネシア領）
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≒90円

ベトナム ダナンゴルフ5日間

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 1/5～2/21 11/20～12/22
4/1～22 2/22～3/31 ※航空運賃を除く

成田発 158,000円 168,000円 178,000円 110,000円

成田から直行便で5時間、青い海と澄んだ空気が魅力のベトナム随一のビーチ
リゾート“ダナン”でG.ノーマンとC.モンゴメリー設計のリンクスコースに挑戦！

ザ・モンゴメリーリンクス 18H 6,602Y P72  2009年開場

インドネシア・ベトナム・マレーシア

★ゴルフプレー日が土・日曜・祝日の場合、1ラウンド4,000円の追加となります。
★ 空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、マレーシア空港税（2,800円）が別途必
要となります。
◆1人部屋利用追加代金：60,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食
◆利用航空会社：マレーシア航空　◆利用ホテル：ランカウイ（3泊）：ジ・アンダマンホテル

●成田・関西～ランカウイ間往復航空運賃（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（グリーンフィー、カートフィー）
●食事：3朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

▶ジ・エルスクラブ・テルクダダイ 18H 6,705Y P72 E.エルス設計　2014年開場
▶グヌンラヤゴルフリゾート 18H 6,977Y P72 M.ウェクスラー設計1998年開場利 用

コ ー ス

旅行代金に
含まれるもの

★ゴルフプレー日が土・日曜・祝日の場合、1ラウンド6,500円の追加となります。
★ 成田空港施設使用料（2,610円）、ベトナム空港税（2,000円）、燃油サーチャージ
（16,000円／15年11月現在）が別途必要となります。
◆ 1人部屋利用追加代金：40,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：4朝食
◆利用航空会社：ベトナム航空
◆利用ホテル：ダナン（4泊）：ノボテルダナン又はブリリアントホテル

●成田～ダナン間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）　●2.0Rプレー代（グリーンフィー、キャ
ディーフィー、カートフィー）　●食事：4朝食
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

1日目 午後：成田発➡夜：ダナン着＝車・30分＝                                     ダナン市内【泊】
2日目 ホテル＝車・20分＝★ザ・モンゴメリーリンクス（1.0R）＝                                【同上泊】
3日目 ホテル＝車・20分＝★ダナンGC（1.0R）＝                                            【同上泊】

4日目 ホテル　●フリータイム［オプショナルゴルフや世界遺産観光等お楽しみください］
【同上泊】

5日目 ホテル＝車＝午前：ダナン発➡午後：成田着

▶ザ・モンゴメリーリンクス 18H 6,602Y P72 C.モンゴメリー設計 2009年開場
▶ダナンゴルフクラブ 18H 6,660Y P72 G.ノーマン設計　2010年開場

利 用
コ ー ス

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド3 間 ラウ

ンド2

マレーシア ランカウイ島5日間 ラウ
ンド2 2014年リニューアルオープン“ジ・エルスクラブ”をお楽しみください。

❺



★ゴルフプレー日が土・日曜・祝日の場合、1ラウンド4,000円の追加となります。
★ 各地空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、シェムリアップ空港税（2,000円）、
燃油サーチャージ（6,600円／2015年11月現在）が上記旅行代金のほかに必要となります。

◆ 1人部屋利用追加代金：40,000円 ◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：3朝食
◆利用予定航空会社：ベトナム航空　◆利用ホテル：アンコールパレスリゾート（3泊）

世界遺産アンコールワットを観光し、N.ファルド設計のアンコールGRと2011年オープンのシェムリアップ・ブヨンGCの2ラウンド。

アンコールワットゴルフツアー 5日

タ イ タ イ カンボジア

チェンマイハイランドGC 18H 7,222Y P72　2005年開場 サイアムカントリー オールドコース 18H 7,162Y P72　1971年開場 アンコールゴルフリゾート 18H 7,279Y P72  2007年開場

1日目 午前：各地空港発➡ハノイ又はホーチミン乗り換え➡夜：シェムリアップ空港着
＝車＝ホテルへ                                                   アンコールパレスリゾート【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝★シェムリアップ・ブヨンGC（1.0R）＝                        【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）　●終日：アンコールワット&アンコールトム遺跡観光             【同上泊】

4日目
ホテル（朝食）＝車＝★アンコールゴルフリゾート（1.0R）
（ホテルチェックアウト17時まで延長）　午後：ホテル発＝車＝空港へ
夜：シェムリアップ空港発➡ハノイ又はホーチミン乗り換え➡                     【機中泊】

5日目 朝：各地空港着

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20～12/20、
4/1～22 1/5～2/21 2/22～3/31 ※航空運賃を除く

成田・関西発 178,000円 198,000円 208,000円 128,000円

アンコールパレスリゾート

世界遺産 アンコールワット

★ゴルフプレー日が土・日曜・祝日の場合、1ラウンド4,000円の追加となります。
★ 空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、タイ空港税（2,800円）、
燃油サーチャージ（16,000円／15年11月現在）が別途必要となります。

◆1人部屋利用追加代金：40,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆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
◆利用ホテル：チェンマイ（3泊）：メリディアンチェンマイ

チェンマイ ゴルフセレクション5日間

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/25～12/20 1/5～31、3/1～17 2/1～29、3/18～31 ※航空運賃を除く

成田・中部・関西 158,000円 178,000円 188,000円 118,000円

爽やかなタイ北部・チェンマイでチャレンジングな4コースよりセレクション。タイ式マッ
サージやナイトバザール等、アフターゴルフも充実なチェンマイゴルフがおすすめです。

1日目 午前：成田・中部・関西発➡バンコク乗り換え➡夕刻：チェンマイ着＝車・30分＝
ル・メリディアンチェンマイ【泊】

2日目 ホテル＝車・30～50分＝★下記コースより1.0R＝                                       【同上泊】
3日目 ホテル＝車・30～50分＝★下記コースより1.0R＝                                   【同上泊】

4日目
チェックアウト12時　●出発までフリータイム
［オプショナルゴルフ等お楽しみください］
夕刻：ホテル＝夕刻：チェンマイ発➡バンコク乗り換え➡                            【機中泊】

5日目 朝：成田・中部・関西着

★ゴルフプレー日が土・日曜・祝日の場合、1ラウンド4,000円の追加となります。
★ 空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円／中部2,570円）、タイ空港税（2,800円）、
燃油サーチャージ（16,000円／15年11月現在）が別途必要となります。

◆ 1 人部屋利用追加代金：30,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆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
◆利用ホテル：パタヤ（3泊）：ベイビューホテル又はホリデーインパタヤ

パタヤ ゴルフセレクション５日間

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/25～12/20 1/5～31、3/1～17 2/1～29、3/18～31 ※航空運賃を除く

成田・中部・関西 158,000円 168,000円 188,000円 118,000円

バンコク空港から車で90分、常夏のビーチリゾート“パタヤ”はハイ
レベルのゴルフコースが20か所以上点在する一大ゴルフリゾートです。

1日目 午前：成田・中部・関西発➡夕刻：バンコク着＝車・90分＝                        パタヤ【泊】
2日目 ホテル＝車・20～40分＝★下記コースより1.0R＝                                       【同上泊】
3日目 ホテル＝車・20～40分＝★下記コースより1.0R＝                                   【同上泊】

4日目
チェックアウト12時　●出発までフリータイム
［オプショナルゴルフ等お楽しみください］
夕刻：ホテル＝夜：バンコク発➡                                                         【機中泊】

5日目 朝：成田・中部・関西着

タイ・カンボジア

●各地～チェンマイ間往復航空運賃（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（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー） 
●食事：3朝食  ●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

▶サミット・グリーンバレーCC 18H 7,202Y P72 1990年開場
▶チェンマイハイランドゴルフリゾート 18H 7,049Y P72 2005年開場
▶アルパインGR・チェンマイ 18H 7,532Y P72 1990年開場
▶ロイヤルチェンマイゴルフリゾート 18H 6,969Y P72 1996年開場

利 用
コ ー ス

▶サイアムカントリークラブ 
オールドコース 18H/プランテーションコース27H/ウォーターサイドコース18H
▶レムチャバンインターナショナルCC 27H 10,384Y P108 J.ニクラス設計
▶ブラパゴルフ＆リゾート 36H 14,451Y P144 D.グラハム設計

利 用
コ ー ス

●各地～バンコク間往復航空運賃（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（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●食事：３朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

●各地～シェムリアップ間往復航空運賃（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）　●観光入場料
●2.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

▶シェムリアップ・ブヨンゴルフクラブ 18H 7,114Y P72 佐藤謙太郎設計
▶アンコールゴルフリゾート 18H 7,279Y P72 N.ファルド設計

利 用
コ ー ス

間 ラウ
ンド2

日 ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

❻



★ 成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ
　（21,000円／15年11月現在）が別途必要となります。
★ゴルフプレー日が金・土・日曜の場合1ラウンドあたり5,000円の追加となります。
★3名以下でご参加の場合は別途追加代金で承ります。
◆ 1人部屋利用追加代金：90,000円　
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆現地係員　◆最少催行人員：4名　◆食事：なし
［利用航空会社］日本航空
［利用ホテル］ カールスバッド（2泊）：パークハイアット・アビアラ
　　　　　 ラ・ホーヤ（2泊）：ヒルトンラ・ホーヤ・トーリーパインズ

★成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ
　（21,000円／15年11月現在）が別途必要となります。
★ゴルフプレー日が金・土・日曜の場合1ラウンドあたり5,000円の追加となります。
★3名以下でご参加の場合は別途追加代金で承ります。
◆ 1人部屋利用追加代金：180,000円　
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。
◆現地係員　◆最少催行人員：4名　◆食事：なし
［利用航空会社］日本航空
［利用ホテル］ ラ・ホーヤ（4泊）：ロッジ・アット・トーリーパインズ（海側の部屋）

冬の平均最高気温18℃、南カリフォルニアはゴルフシーズン真っ盛りです。キアクラ
シック開催のアビアラGCと2021年全米オープン開催で湧くトーリーパインズGCを！

数々のドラマを生んだサウスコース18番に面した“ロッジ・アット・トーリーパイ
ンズ”に4連泊して、サウス＆ノース36ホールをのんびりと楽しんでください。

▶アビアラゴルフクラブ 18H 6,591Y P72 1987年開場
▶トーリーパインズGC・サウスコース 18H 7,051Y P72 1957年開場

1日目 午後：中部・伊丹発➡夕刻：成田発➡〈日付変更線通過〉➡
午前：サンディエゴ着＝●サンディエゴ市内観光＝約40分＝パークハイアット・アビアラ【泊】

2日目 ホテル…シャトルバス＝★アビアラGC（1.0R）…　                          【同上泊】
3日目 ホテル＝車＝◯スコッティキャメロンギャラリー見学後、ラ・ホーヤへ ヒルトンラ・ホーヤ【泊】
4日目 ホテル…徒歩・5分…★トーリーパインズGC・サウスコース（1.0R）　     【同上泊】
5日目 ホテル発＝車・約30分＝午前：サンディエゴ発➡〈日付変更線通過〉➡  【機中泊】
6日目 午後：成田着➡中部・伊丹着

1日目
午後：中部・伊丹発➡夕刻：成田発➡〈日付変更線通過〉➡
午前：サンディエゴ着＝●サンディエゴ市内観光＆スコッティキャメロンギャラリー
＝約30分＝　                                        ロッジ・アット・トーリーパインズ【泊】

2日目 ホテル…徒歩…★トーリーパインズGC・ノースコース（1.0R）　           【同上泊】
3日目 ホテル＝車・約30分＝★マデラスGC（1.0R）　                              【同上泊】
4日目 ホテル…徒歩…★トーリーパインズGC・サウスコース（1.0R）　           【同上泊】
5日目 ホテル発＝車・約30分＝午前：サンディエゴ発➡〈日付変更線通過〉➡ 【機中泊】
6日目 午後：成田着➡中部・伊丹着

※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20~12/18 1/8~13
2/4~28 3/1~31 ※航空運賃を除く

成田発 368,000円 398,000円 438,000円
308,000円

中部・伊丹発（成田経由） 388,000円 418,000円 458,000円
※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日 11/20~12/18 1/8~13
2/4~28 3/1~31 ※航空運賃を除く

成田発 498,000円 528,000円 558,000円
438,000円

中部・伊丹発（成田経由） 518,000円 548,000円 578,000円

アビアラ＆トーリーパインズ6日間 ロッジ・アット・トーリーパインズ6日間

カリフォルニアの碧い海に魅せられて…トーリーパインズ スペシャル

LPGAツアー“KIAクラシック”開催
アビアラゴルフクラブ 18H 6,591Y P72　
A.パーマー設計　1987年開場

ヒルトンラホーヤ・トーリーパインズ

パークハイアット・アビアラ 本場スコッティキャメロンギャラリー
の見学も楽しみです。

ロッジ・アット・トーリーパインズ

デルマーデルマー

カールスバッドカールスバッド

HパークハイアットHパークハイアット
アビアラGCアビアラGC

トーリーパインズGCトーリーパインズGC
サウス＆ノースコースサウス＆ノースコース

サンディエゴサンディエゴ
成田から直行便で成田から直行便で
約10時間約10時間

Hロッジ・アット・Hロッジ・アット・
トーリーパインズトーリーパインズ
Hヒルトンラホーヤ・Hヒルトンラホーヤ・
トーリーパインズトーリーパインズ

利 用
コ ー ス

●中部・伊丹～成田～サンディエゴ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●2.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

●中部・伊丹～成田～サンディエゴ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

▶トーリーパインズGC・ノースコース 18H 6,326Y P72 1957年開場
▶トーリーパインズGC・サウスコース 18H 7,051Y P72 1957年開場
▶マデラスゴルフクラブ 18H 6,670Y P72 1999年開場

利 用
コ ー ス

ラウ
ンド3ラウ

ンド2

2021年全米オープン開催決定！　サウスコース 3番 180Y PAR3トーリーパインズゴルフクラブ サウス＆ノース 36H 1957年開場　W.ベル設計　

毎年1月PGAツアー“ファーマーズインシュランスオープン”（旧ビュウイックオープン）開催


