
タートルベイリゾート36H

マカハヴァレーCC18H

シェラトンマカハリゾートCC18H

カポレイGC18H

ノースショア

ラナイ空港

ジ・エクスペリエンスアットコエレ18H

ロッジアットコエレ

コ・オリナGC18H

ハワイプリンスGC27H

サンダルウッドCC18H

ワイレアGC

マケナGC36HS

ブルーコース18H
ゴールドコース18H

エメラルドコース18H

カフルイ空港

カパルアGC ベイコース18H
　　　　　 ヴィレッジコース18H
　　　　　 プランテーションコース18H

ホノルル国際空港

ハレアカラ
国立公園

マネレベイホテル

ワイケレGC18H

コオラウGC18H

ハプナGC18H

ワイコロアGC54HS

フアラライGC18H

ケ・アホレ空港

マウナケア
ビーチ

◎キャプテンクック記念碑
▲キラウエア山

マウナケアビーチGC18H

マウナラニリゾート36HS

エヴァCC18H

プリンスビルリゾート

カウアイラグーンGC

プリンスコース18H

キエレコース18H

モキハナコース18H リフェ空港

マカイコース27H

ポイプ・ベイ・リゾートゴルフコース18H
チャレンジアットマネレベイ18H

ラナイ島

マウイ島オアフ島 ハワイ島

カウアイ島

ワイレアゴルフクラブ・エメラルドコース ワイコロア ビーチ＆キングスコース 36HSハワイ島マウイ島 オアフ島

【ワイレアGC】A.J.シュナイダー＆R.T.ジョーンズJr.設計

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。

群青眩しいマウイの海が秀逸、夕陽が格別に美しいダイナミックな
“ブルー・ゴールド・エメラルド ”54ホールを一挙に御堪能下さい。

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、ワイコロア・キングス&ビーチコース がおすすめです。

オアフ島 タートルベイリゾート

◆利用航空会社：ユナイテッド航空、ノースウエスト航空（成田・関西発着）
　　　　　  　　ジャルウェイズ、コンチネンタル航空（中部発着）
◆利用ホテル：［マウイ島3泊］ワイレアビーチ・マリオット（ガーデンビュー）　
　　　　　    ［ホノルル1泊］ワイキキビーチ・マリオット（シティービュー）

◆利用航空会社：ユナイテッド航空、ノースウエスト航空（成田・関西発着）
　　　　　  　　ジャルウェイズ、コンチネンタル航空（中部発着）
◆利用ホテル：［ラナイ島3泊］フォーシーズンズ・マネレベイ（ガーデンビュー）
　　　　　    ［ホノルル1泊］ワイキキビーチ・マリオット（シティービュー）

◆利用航空会社：ジャルウェイズ（成田発着）、ユナイテッド航空（関西発着）
　　　　　  　   ジャルウェイズ、コンチネンタル航空（中部発着）
◆利用ホテル：［ハワイ島3泊］ヒルトン・ワイコロアビレッジ
　　　　　    ［ホノルル1泊］ワイキキビーチ・マリオット（シティービュー）

◆1人部屋利用代金：105,000円 ◆ホノルル発が土・日曜の場合：5,000円アップ　
◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

●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/バス付） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ワイコロア・キングス&ビーチ 6日ハワイ島

●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

▲
▲ ワイコロア・ビーチコース      18H 6,566Y P72 '81年開場 R.T.ジョーンズJr.設計

ワイコロア・キングスコース  18H 7,074Y P72 '90年開場 T・ワイスコフ、J・モリシュ設計 

▲
▲ 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 

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

利　用
コース

利　用
コース

利　用
コース

▲
▲ ザ・チャレンジ・アット・マネレベイ    18H 7,039Y P72 '93年開場 J.ニクラス設計 

ジ・エクスペリエンス・アット・コエレ 18H 7,014Y P72 '93年開場 G.ノーマン設計 

利　用

コース

●各地～ラナ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室利用バス付） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

マウイ島  ワイレアリゾート 6日

含まれ
るもの

含まれ
るもの

含まれ
るもの

含まれ
るもの

●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

ラナイ島 フォーシーズンズ・マネレベイ 6日

ラウ
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◆1人部屋利用代金：87,000円 ◆ホノルル発が土・日曜の場合：5,000円アップ　
◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

★各地空港施設使用料（成田2,040円／関西2,650円／中部2,500円）、米国空港税（6,400円）、
    航空保険及び燃油特別付加運賃（＊20,000円）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）、米国空港税（6,400円）、
    航空保険及び燃油特別付加運賃（＊20,000円）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）、米国空港税（6,400円）、
    航空保険及び燃油特別付加運賃（＊20,000円）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）、米国空港税（6,400円）、
    航空保険及び燃油特別付加運賃（＊20,000円）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆1人部屋利用代金：95,000円  ◆ホノルル発が土・日曜の場合：5,000円アップ　
◆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、ノースウエスト航空（成田・関西発着）
　　　　　  　　ジャルウェイズ、コンチネンタル航空（中部発着）
◆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）　
　　　　　    ワイキキビーチ・マリオット（シティービュー／2泊）

◆1人部屋利用代金：85,000円 ◆ホノルル発が土・日曜の場合：5,000円アップ

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

1/3～1/31

11/1～12/4、12/9～12/20

2/1～3/13

12/5～12/8、3/14～3/31

258,000円

268,000円

278,000円

285,000円

258,000円

268,000円

285,000円

288,000円

268,000円

278,000円

288,000円

298,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

1/3～1/31

11/1～12/4、12/9～12/20

2/1～3/13

12/5～12/8、3/14～3/31

258,000円

268,000円

278,000円

285,000円

258,000円

268,000円

285,000円

295,000円

268,000円

288,000円

293,000円

298,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成田発

1/3～1/31

11/1～12/4、12/9～12/20

2/1～3/13

12/5～12/8、3/14～3/31

258,000円

268,000円

278,000円

285,000円

248,000円

258,000円

268,000円

278,000円

258,000円

268,000円

285,000円

298,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

1/3～1/31

11/1～12/4、12/9～12/20

2/1～3/13

12/5～12/8、3/14～3/31

298,000円

305,000円

315,000円

328,000円

298,000円

305,000円

318,000円

328,000円

308,000円

318,000円

328,000円

338,000円

2006年にリニューアルされ、更にゴージャスになった “フォーシーズンズ・
マネレベイ”に滞在し、海のマネレと高原のコエレの2ラウンドです。

◆最少催行人員：2名様 ◆食事：なし ◆現地係員

タートルベイリゾート・アーノルドパーマーコース

夜：各地発→［日付変更線通過］→ハワイ島着＝専用車・約20分＝ヒルトン・ワイコロア【泊】

ホテル…隣接…★ワイコロア・ビーチコース（1.0R）…【同上泊】

ホテル…隣接…★ワイコロア・キングスコース（1.0R）…【同上泊】

ホテル＝専用車＝昼頃：ハワイ島→午後：ホノルル着＝専用車＝ ワイキキビーチマリオット【泊】

1日目

2日目

ホテル発＝専用車＝午前：ホノルル発→［日付変更線通過］→

午後：各地着

3日目

4日目

6日目

5日目

夜：各地発→［日付変更線通過］→ホノルル着＝専用車・約70分＝タートルベイリゾート【泊】

ホテル…隣接…★タートルベイ・パーマーコース（1.0R）…　　　　　　【同上泊】

ホテル…隣接…★タートルベイ・ファジオコース（1.0R）…　　　　　　【同上泊】

1日目

2日目

ホテル発＝専用車＝午前：ホノルル発→［日付変更線通過］→

午前：●フリータイム　ホテル＝専用車＝ワイキキへ

午後：各地着

3日目

4日目

6日目

5日目

（JLコナ直行便）

ワイキキビーチ・マリオット【泊】

▲
▲

▲ ブルーコース      18H 6,758Y '91年開場
ゴールドコース    18H 7,078Y '91年開場
エメラルドコース  18H 6,825Y '94年開場

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。
16thホール 284Y PAR4 14thホール 166Y PAR 3

キングフィッシャーゴルフリンクス 18H 6,651Y P72

ラウラウベイゴルフリゾート イースト・ウエスト 36HS

グアム サイパン

サイパン

コーラルオーシャンポイントカントリークラブ 18H 7,105Y P72マンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72

5

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

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】

ホテル（朝食）…隣接…レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…【同上泊】

ホテル（朝食）…隣接…レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…【同上泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）午前：フリータイム ホテル発＝送迎バス＝成田：グアム発→夜：各地空港着

3日目

4日目

●関西・中部ご出発の場合、成田
    発着旅行代金に左記追加代金
    が加算されます。

21,000円

36,000円25,000円
ホテルニッコーグアム
アウトリガーグアム

ホリデーリゾート
フィエスタリゾート＆スパ

デラックス
（部屋指定なし）

デラックス
（部屋指定なし）

ホ　テ　ル　名利用ホテル ホテル追加代金 1人部屋利用代金

スタンダード
（部屋指定なし）

スタンダード
（部屋指定なし）

利　用

コース

▲
▲

▲
▲ マンギラオゴルフクラブ       18H 6,904Y P72  '92年開場（5,000円割増／12/26迄）

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
グアムインターナショナルカントリークラブ  18H 6,740Y P72  '94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（5,000円割増／12/26迄）

含まれ
るもの

●各地～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）  ●2日間2.0Rプレイ代金
●3泊宿泊料（2～3名様１室利用/バス付）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

レオパレスリゾートステイ 4日

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員  ◆食事：なし 

－ 21,000円

10,000円 30,000円ホテル・ベルベデーレ

ベルベデーレ・アネックス（旧B棟コンドミニアム）

利用予定ホテル 追加代金 1人部屋利用追加

▲

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）

含まれ
るもの

●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：3朝食 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

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！ 

ラウ
ンド2

2.0R

利　用

コース ▲
▲

▲ ラウラウベイGR・イーストコース   18H 6,330Y P72' 95年開場（海超6番Par3）
キングフィッシャーゴルフリンクス  18H 6,651Y P72 '96年開場（海超16番Par4）
コーラルオーシャンポイントCC 18H 7,105Y P72 '88年開場（海超8&14番Par3）

ラウラウベイイースト6番、キングフィッシャー16番、コーラル
オーシャン14番、  スリル満点の海超え３本勝負です。

午前：各地発→午後：サイパン空港着＝送迎バス＝スタンダードホテル【泊】

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】

ホテル＝シャトルバス＝キングフィッシャーGL（1.0R）＝シャトルバス＝【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝コーラルオーシャンポイントCC（1.0R）＝シャトルバス＝

1日目

2日目

午後：サイパン発→夜：各地着

3日目

4日目

サイパン 海超えシリーズ 4日

含まれ
るもの

●成田・関西～サイパン往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●3日間3.0Rプレイ代金  ●3泊宿泊料（2～3名様1室利用/バス付）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ハファダイビーチホテル（タガタワー）
ハイアットリージェンシーサイパン（本館）

ハファダイビーチホテル（クリスタルタワー） 21,000円

20,000円

ホ　テ　ル　名利用予定ホテル ホテル追加代金 1人部屋利用代金

ラウ
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利用コース

★各地空港施設使用料（成田2,040円／関西2,650円／中部2,500円）、グアム空港税（2,650円）、
    航空保険及び燃油特別付加運賃（＊現行12,000円）が上記旅行代金の他に必要となります。

★空港施設使用料（成田2,040円／関西2,650円）、サイパン空港税（1,000円）、航空保険
  及び燃油特別付加運賃（＊現行12,000円）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）、グアム空港税（2,650円）、
   航空保険及び燃油特別付加運賃（＊現行12,000円）が上記旅行代金の他に必要となります。

168,000円

165,000円

143,000円

128,000円99,800円

115,000円

108,000円 113,000円

128,000円 133,000円 138,000円

135,000円 138,000円 143,000円

173,000円

（12/21・22）

（1/11・12）

（11/1・2・22・23）

（2/8・9）

1/4～1/31

12/21～12/26

2/1～3/14

11/1～12/20

（3/20）
3/15～3/31 138,000円 143,000円 148,000円

118,000円 123,000円

日～火曜発 水曜発 木～土曜発 特別日発

ノースウエスト航空、コンチネンタル航空 往路：午前発／復路：夜着

出 発 日

成田発着

◆最少催行人員：2名様  ◆現地係員 ◆食事：なし ◆最少催行人員：2名様  ◆現地係員 ◆食事：なし ※2プレイご希望の方はお問い合わせ下さい。

●関西・中部ご出発の場合、成田
    発着旅行代金に左記追加代金
    が加算されます。追 加 代 金 7,000円5,000円 4,000円

11/1～12/26 1/4～1/31 2/1～3/31関西・中部発着

追 加 代 金 7,000円5,000円 4,000円

11/1～12/26 1/4～1/31 2/1～3/31関西・中部発着

大好評！

178,000円

168,000円

165,000円

145,000円118,000円

128,000円

123,000円 128,000円

138,000円 143,000円 148,000円

143,000円 148,000円 153,000円

185,000円

（1/11・12）

（12/21・22）

（11/1・2・22・23）

（2/8・9）

12/21～12/26

1/4～1/31

2/1～3/14

11/1～12/20

（3/20）
3/15～31 153,000円 158,000円 163,000円

133,000円 138,000円

日～火曜発 水曜発 木～土曜発 特別日発

ノースウエスト航空、コンチネンタル航空 往路：午前発／復路：夜着

出 発 日

成田発着

198,000円

193,000円

185,000円

168,000円148,000円

155,000円

153,000円 158,000円

158,000円 163,000円 165,000円

163,000円 165,000円 168,000円

208,000円

（12/21・22）

（1/11・12）

（11/1・2・22・23）

（2/8・9）

1/4～1/31

12/21～12/26

2/1～3/14

11/1～12/20

（3/20）
3/15～3/31 168,000円 173,000円 178,000円

158,000円 163,000円

日～火曜発 水曜発 木～土曜発 特別日発

ノースウエスト航空 往路：午前発／復路：夜着

出 発 日

成田・関西発着

35,000円

朝食付

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。


