
サンホテルフェニックス （和室または洋室〔1～4名1室〕バス・トイレ付） 
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 
〈オーシャンスーペリアツイン〉 （洋室〔1～3名1室〕バス・トイレ付） 

宿泊 

那覇市内 南西観光ホテル （洋室〔1～4名1室〕バス・トイレ付） 
八重瀬 ザ・サザンリンクスリゾートホテル （洋室〔1～3名1室〕バス・トイレ付） 

宿泊 

自然が育んだ地形と、新たな造
形が織りなす感動の36ホール。 
ジャック・ニクラウス設計の18
ホールは、ホール毎の戦略を要
求され、アーノルド・パーマー設
計の18ホールは果敢なチャレ
ンジ意欲をかきたてられます。 

誰もが一度は挑戦したくなる5
番ミドルのアイランドグリーンや、 
美しい南国の花々に囲まれた
アウトコース、雄大なパームツ
リーが生い茂る原生林を背景
に自然の地形を活かし、戦略性
に富んだインコースからなる
18ホール。 

自然の景観と微妙なアンジュレ
－ションを活かしたアウトコース、 
太平洋に沿って展開する雄大
なインコース。 
海越えの12番は、紺碧の水を
湛えた入り江を打ち抜くパー3
のショートコース。ワンオンを
豪快に狙ってください。 

京都府知事登録旅行業 第2-473号 
（社）全国旅行業協会正会員 

お問い合わせ・ 
お申し込みは アジアクラブトラベル 

受付時間/9：00～18：00（土曜日/9：00～15：00） 日曜・祝日休業 
☎(075)344-0050

日間 4

【午前】 関西空港発 ✈ コンチネンタル航空にてグアムへ 
【午後】 グアム着　着後、ホテルへお送りします 
 滞在中、シャトルバス乗り放題の「アイランドパス」付！ 
  〔グアム泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔グアム泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動 
 オプショナルツアーでお楽しみください 〔グアム泊〕□□□ 
 

 出発まで自由行動 
【午後】 空港へお送りします 
【夕刻】 グアム発 ✈ コンチネンタル航空にて帰国の途へ 
【 夜 】 関西空港着　解散 □□□ 
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4

スケジュール 

■最少催行人員：2名 
■利用航空会社：コンチネンタル航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル： レオパレスリゾート グアム（ホテルベルヴェデーレ：スーペリアツイン） 
 オンワード ビーチリゾート 
 （オンワードウイング：オーシャンフロント/階数指定なし） 
■食事： 〔レオパレスリゾート グアム〕なし 
 ※〔オンワード ビーチリゾート〕朝3回、昼0回、夕0回 
■ビジネスクラス追加代金：往復28，000円 
■コンチネンタル航空は1日2往復運航しています。 
　上記以外のフライトパターンの旅行代金はお問い合わせください。 
※記載のない出発日、延泊および1人部屋追加代金はお問い合わせください。 

コンチネンタル航空で行く 

●レオパレスリゾート・カントリークラブ
36H / Par144 / 13886Y

●オンワード タロフォフォ・ゴルフクラブ
18H / Par72 / 6702Y

●オンワード マンギラオ・ゴルフクラブ
18H / Par72 / 6904Y

利用ゴルフ場により、利用ホテルが異なります 利用ゴルフ場 

日間 グアム 
コンチネンタル航空なら午前出発・夕刻帰りで、滞在時間もたっぷり！ 

燃油サーチャージを含みます 

出発日と旅行代金 （大人2名1室利用／おひとり様） 

2/28、3/1～14の 
日～火曜出発 

3/2・9・15出発 

3/3～12の木～土曜、
3/16出発 

104,000円 105,000円 109,000円 

108,000円 109,000円 113,000円 

110,000円 111,000円 115,000円 

2/21～27の
日～火曜出発 109,000円 109,000円 113,000円 

3/20～29の
日～火曜出発 113,000円 125,000円 129,000円 

2/24～26出発 115,000円 115,000円 119,000円 

3/17・24～26出発 119,000円 131,000円 135,000円 

レオパレスリゾート・ 
カントリークラブ 

オンワードタロフォフォ・ 
ゴルフクラブ 

オンワードマンギラオ・ 
ゴルフクラブ 

レオパレスリゾート 
グアム 

オンワード 
ビーチリゾート 

オンワード 
ビーチリゾート 

ホテル 

ゴルフ場 

出発日 

旅行企画・実施 アールアンドシーツアーズ 観光庁長官登録旅行業第７２１号 

4 プレー 1プレー 1

朝食付 朝食付 

※ 

※ 

※ 

京都府知事登録旅行業 第2-473号 
（社）全国旅行業協会正会員 

お問い合わせ・ 
お申し込みは アジアクラブトラベル 

受付時間/9：00～18：00（土曜日/9：00～15：00） 日曜・祝日休業 
☎(075)344-0050
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スケジュール 

伊丹空港 
（７：００～８：００） 

宮崎空港 
（１８：３０～１９：３０） 

宮崎空港 ホテル ✈

ホテル 
ANAまたはJAL

伊丹空港 ✈

ゴルフ 
１ラウンドプレー 

ゴルフ 
１ラウンドプレー 

ANAまたは 
JAL・JEX

食事 朝 

食事 なし 

各自 

約５～３０分 

各自 

約５～４０分 

各自 

約５～３０分 

各自 

約５～４０分 

■3名様以上でお申し込みください。（フェニックスカントリークラブにて平日プレーの場合2名申し込み可） 
■往復とも追加代金なしで利用便を指定できます。　■追加代金にてレンタカーの手配も可能です。 

出発日と基本代金 （サンホテルフェニックス4名1室利用／おひとり様） 
出発日 金曜出発 月～木曜出発 土曜出発 日曜出発 

2/21～29、3/1～16 46,800円 39,800円 59,800円 44,800円 

4/1～27 46,800円 39,800円 59,800円 46,800円 
3/17・18・21～31 54,800円 47,800円 69,800円 54,800円 

特定日： 3/19出発は94,800円、3/20出発は69,800円、4/28出発は56,800円、 
4/29出発は74,800円、4/30出発は82,800円 

2日間2プレー 
選べる4コース 

旅行企画・実施 ＪＴＢサン＆サン西日本 観光庁長官登録旅行業第８０３号 

一ッ葉海岸の黒松林に沿って美しく 
レイアウトされた、世界のトップ１００にも 
名を列ねる名門コース。 

フェニックスカントリークラブ 

豊かな海辺の自然美の中に溶け込んだ、 
名門シーサイドコース。 

宮崎カントリークラブ 

トム・ワトソンが設計した、 
挑戦しがいのある魅力的で 
戦略性のある人気コース。 

トム・ワトソンゴルフコース 

フェニックスカントリークラブ 
トム・ワトソンゴルフコース 
宮崎カントリークラブ 
青島ゴルフ倶楽部 

2/21～3/31 4/1～28
平日 土曜・休日 平日 土曜・休日 

9,000円 14,000円 9,000円 14,000円 
2,000円 追加代金なし 2,000円 追加代金なし 
3,000円 4,000円 1,500円 2,000円 
追加代金なし 1,000円 追加代金なし 1,000円 

紺碧の日向灘が広がり、 
微妙で巧みなレイアウトの 
チャンピオンコース。 

青島ゴルフ倶楽部 

全
日 2名プレー 

ま
た
は 

平
日 2名プレー 

サンホテルフェニックス 

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 
（オーシャンスーペリアツイン） 

■ホテル追加代金（おひとり様）※○4/28～30宿泊は下記と追加代金が異なります 

1,500円 
3,500円 休前日 

平日・休日 
3名1室 2名1室 

9,500円 
11,500円 6,000円 

4,000円 

6,500円 
7,500円 休前日 

平日・休日 13,500円 
16,500円 11,000円 

8,000円 

1名1室 宿泊日 ホテル 

※シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートにおいて、4名1室の設定はありません。 

注 

■ホテル追加代金（おひとり様）※○4/29・30宿泊は下記と追加代金が異なります 注 

■ゴルフ場追加代金（おひとり様／１プレーにつき）※○4/29～5/1プレーは下記と追加代金が異なります 注 
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スケジュール 
伊丹･関西･ 
神戸空港 

（８：００～９：３０） 

那覇空港 
（１６：３０～２０：００） 

那覇空港 ホテル ✈

ホテル 

ANAまたは 
JAL・JTA 伊丹･関西･ 

神戸空港 ✈

ゴルフ 
１ラウンドプレー 

ゴルフ 
１ラウンドプレー 

ANAまたはJAL

食事 朝 

食事 なし 

各自 

約３０～４０分 

隣接または各自 

約１０～５０分 

各自 

約３０～４０分 

隣接または各自 

約１０～５０分 

■3名様以上でお申し込みください。（ゴルフ場・プレー日により2名申し込み可） 
■往路の伊丹発便、復路の伊丹着便および一部の関西着便は片道3,000円～4,000円増しとなります。 
■追加代金にてレンタカーの手配も可能です。 

出発日と基本代金 （南西観光ホテル4名1室利用／おひとり様） 
出発日 金曜出発 月～木曜出発 土曜出発 日曜出発 

2/21～28、3/1～16 54,800円 46,800円 62,800円 52,800円 

4/1～27 42,800円 35,800円 50,800円 40,800円 
3/17・18・21～31 59,800円 52,800円 68,800円 57,800円 

特定日： 3/19・20出発は82,800円、4/28出発は49,800円、 
4/29出発は74,800円、4/30出発は76,800円 

2日間2プレー 
選べる4コース 

旅行企画・実施 ＪＴＢサン＆サン西日本 観光庁長官登録旅行業第８０３号 

太平洋を望み、風と波が微妙な 
アンジュレーションをつくる 
本格派リンクスコース。 

コバルトブルーの光る中城湾を眼下に、 
自然の地形を生かしたコース。 
アクセスも至便。 

ゆるやかな丘陵に展開し、 
太平洋と糸満市街地を一望する 
フラットなコース。 

中城湾を見晴らす雄大なロケーションに 
展開する戦略性の高いコース。 

平
日 2名プレー 

平
日 2名プレー 

南西観光ホテル 

ザ・サザンリンクス 
リゾートホテル 

1,000円 
7,000円 2/21～26

全 日 
3名1室 2名1室 

4,000円 
16,000円 8,500円 

1,500円 

4,000円 
3,000円 4/1～4・6～28

3/1～4・6～19・21～31 13,000円 
12,000円 4,500円 

5,500円 

1名1室 宿泊日 ホテル 

※ザ・サザンリンクスリゾートホテルにおいて、2/27･28､3/5･20､4/5宿泊の設定はありません。 

平
日 2名プレー 

基本代金 ホテル 
追加代金 

ゴルフ場 
追加代金 ＝ ＋ ＋ 旅行代金 

基本代金 ホテル 
追加代金 

ゴルフ場 
追加代金 

航空便 
追加代金 ＝ ＋ ＋ ＋ 

厳 
選 

ゴルフ場 
プレー日 

ザ・サザンリンクス 
ゴルフクラブ 

パームヒルズゴルフリゾートクラブ 
沖縄カントリークラブ 

他館宿泊者 
ザ・サザンリンクス宿泊者 

オーシャンキャッスルカントリークラブ 

2/21～3/31 4/1～28
平日 土曜・休日 平日 土曜・休日 

6,000円 
4,000円 

5,000円 6,000円 
4,000円 5,500円 

6,000円 8,500円 
6,000円 8,000円 
4,500円 7,500円 

追加代金なし 
追加代金なし 

3,500円 4,000円 6,500円 

■ゴルフ場追加代金（おひとり様／１プレーにつき）※○4/29～5/1プレーは下記と追加代金が異なります 注 

ゴルフ場 
プレー日 

フェニックスカントリークラブ 

宮崎カントリークラブ 

トム・ワトソンゴルフコース 

青島ゴルフ倶楽部 

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ ザ・サザンリンクスゴルフクラブ パームヒルズゴルフリゾートクラブ パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

沖縄カントリークラブ 沖縄カントリークラブ オーシャンキャッスルカントリークラブ オーシャンキャッスルカントリークラブ 

旅行代金 
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