
那覇ゴルフ倶楽部

シギラベイカントリ－クラブ

エメラルドコーストゴルフリンクス

カヌチャゴルフコースザ・サザンリンクス リゾートホテル ザ・サザンリンクスゴルフクラブ

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

宮古島東急リゾート

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

美らオーチャードGC
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

560円
720円

960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 6,000円 4Bags 3Bags 2Bags

3,150円

4,320円
3,530円

1,575円

2,700円

4,200円

4,860円
3,920円

3,575円

2,700円

6,300円

5,940円
5,260円

5,575円

4,050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円オリオン嵐山ゴルフ倶楽部
560円 3,520円 4,600円 6,760円 70分　約10,000円 20分　約3,000円

① 羽田AP ̶ →̶ 那覇AP ̶̶̶̶ 　　　　　　         ̶̶̶̶ 
ANA・JAL

② ホテル（朝食後）̶ ̶̶̶　　　　　　       　̶̶̶̶

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

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＞

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

6,000円 17,500円 24,000円1/3 12/29～1/212/26・27

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

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、
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

★印追加料金は1泊ごと、お一人様あたりの料金です。
日／追加料金

★グレード
アップ

基本

●羽田～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、1/2 12/30・31、1/112/27、1/3 12/28
羽田発
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

128,000円 148,000円 168,000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出発羽田出発

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
238,000円 258,000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 羽田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 ̶→ 羽田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

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 ̶̶→ 羽田AP

① 羽田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＞

7:00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（市内ホテル）
～ゴルフ場 

ザ・サザンリンクス
～ゴルフ場4Bags 3Bags 2Bags

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 960円 5,400円 7,416円 11,448円 40分 　約5,000円 隣接
パームヒルズゴルフリゾートクラブ

琉球ゴルフ倶楽部
那覇ゴルフ倶楽部

960円
980円
980円

5,335円
3,780円
6,588円

6,415円
4,645円
7,703円 11,232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

●羽田～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、1/1 12/30・31、1/112/27、1/3 12/28
羽田発
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。

158,000円 178,000円99,800円 148,000円

2ラウンド
2泊2朝食付

●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

シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート

6：50～7：30頃発
̶̶ →宮崎AP ゴルフプレー〈1.0R〉

〈下記設定コースより〉

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）
̶̶ ̶̶

※タクシー
各自負担
̶̶̶̶※タクシー

各自負担
̶̶̶̶

̶̶̶ ̶ ̶̶̶ ̶

ANA・SNA

②ホテル
  （朝食後）

出発日 12／29・1／2 1／312／30・12／31・1／1

188,000円 138,000円

クラブツイン・グランドのおもてなし
・36階 クラブラウンジでのチェックインチェックアウト

ルームグレードアッププランクラブツイン・グランド〈追加旅行代金〉

（チェックイン14：00、チェックアウト6：00～12：00）
・クラブラウンジ 滞在中利用可能
（6：30～21：30　※ラストオーダー21：00）
・松泉宮温泉 滞在中利用可能
大浴場「月読」・中浴場「新月」

26,000円

168,000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

現地払い 利用税 1,200円、キャディーフィー（4B）4,320円・（3B）5,724円・（2B）8,640円、ロッカーフィー 432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）

17：00～19：30頃発
̶̶ →宮崎AP 羽田AP
ANA・SNA

選べるもう1コース

宮崎CC
トム・ワトソンゴルフコース

☆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・ワトソンゴルフコース：17,000円 ☆宮崎カントリークラブ：17,000円 ☆青島ゴルフ倶楽部：12,000円

青島GC

1,080円
1,080円
640円 330円

324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

キャディーフィ

※セルフ・カートフィー／2,700円
４B／3,240円、3B／4,320円、2B／6,450円
４B／6,480円、3B／7,560円、2B／9,720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）

（1/1：セルフプレーのみ）
（12/31、1/1：定休日）

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）

2017・12月 2018・1月

2827 29 30 31 1 2 3

水水 木 金 土 日 月 火


