
アジアクラブトラベル TEL(075)344-0050
受付時間／9：00～18：00（土曜日／9：00～15：00）日曜・祝日休業 

お問い合わせ・お申し込み ●添乗員は同行しません。原則として各施設の利用手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
●キャディフィー・カートフィー・ロッカーフィー・利用税、個人的費用は含みません。現地にて
お支払いください。●送迎付プランの場合、原則として他のお客様との乗合となり、現地に
て待ち時間が生じる場合がございます。●記載のない限り2名様で参加の場合、他のお客様
と同伴となる場合がございます。　申し込み方法等詳細は17ページをご覧ください。 

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 

宮崎フェニックス特集 

トーナメントコース指定 

コース指定指定なし コース指定なし 

トーナメントコース指定指定 トーナメントコース指定 

出発日と旅行代金 （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート／3名1室利用／おひとり様） 
出発日 金曜出発 月～木曜出発 

特定日：4/28および5/1出発は87,800円、4/29・30出発は106,800円、 
5/2出発は99,800円、5/3出発は120,800円、5/4出発は111,800円、 
5/5出発は78,800円、5/31出発は63,800円 

土曜出発 

4/1～27、5/6～30 75,800円 66,800円 87,800円 
日曜出発 

72,800円 

タクシー送迎付 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第８０３号 
JTBサン＆サン西日本 

トム・ワトソンゴルフコース 1日目 

タクシー送迎付 

全
日 2名プレー 

フェニックスカントリークラブ 2日目 

宮崎フェニックス特集 

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 1日目 全
日 2名プレー 

フェニックスカントリークラブ 2日目 

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 

1

2

スケジュール 

伊丹空港 
（７：１５または 
８：２５頃） 

宮崎空港 
（１８：３０～１９：３０） 

宮崎空港 
送迎タクシー 

約３０分 
ホテル ✈

シャトルバス 

約５分 

ホテル 
ANAまたはJAL送迎タクシー 

約３０分 
伊丹空港 ✈

シャトルバス 

約５分 

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 

食事 なし 

食事 朝 

ANAまたはJAL

プレミアムプラン プレミアムプラン 

■ホテル追加代金 （おひとり様） 
ホテル 宿泊日 2名1室 1名1室 

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） 

平日・休日 1,000円 8,000円 
休前日 3,000円 10,000円 

※サンホテルフェニックスの設定はございません。 

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート（洋室〔1～3名1室〕バス・トイレ付） 
〈オーシャンスーペリアツイン〉 

宿泊 

出発日と旅行代金 （サンホテルフェニックス／3・4名1室利用／おひとり様） 
出発日 金曜出発 月～木曜出発 

特定日：4/28出発は73,800円、4/29・30出発は92,800円、5/1出発は77,800円、 
5/2出発は88,800円、5/3出発は107,800円、5/4出発は98,800円、 
5/5出発は69,800円、5/31出発は52,800円 

土曜出発 

4/1～27、5/6～30 63,800円 54,800円 73,800円 
日曜出発 

59,800円 

1

2

スケジュール 

伊丹空港 
（７：１５または 
８：２５頃） 

宮崎空港 
（１８：３０～１９：３０） 

宮崎空港 
送迎タクシー 

約３０分 
ホテル ✈

シャトルバス 

約５分 

ホテル 
ANAまたはJAL送迎タクシー 

約３０分 
伊丹空港 ✈

シャトルバス 

約５分 

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 

食事 なし 

食事 朝 

ANAまたはJAL

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（洋室〔1～3名1室〕バス・トイレ付） 
〈オーシャンスーペリアツイン〉 

宿泊 

■いずれのプランとも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） 
■往路は追加代金なしで利用便を指定できます。復路は利用便により3,000円の追加代金が必要となります。 
■送迎の際有料道路を利用します。通行料はタクシー乗務員へ直接お支払いください。 

■ホテル追加代金 （おひとり様） 
ホテル 3名1室 

サンホテルフェニックス 
追加代金なし 

宿泊日 
平日・休日 

2名1室 
1,000円 

1名1室 
7,000円 

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） 

5,000円 平日・休日 6,000円 13,000円 
6,000円 休前日 9,000円 16,000円 

追加代金なし 休前日 1,000円 7,000円 

※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室の設定はございません。 
※シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートの5/3・4は追加代金が異なります。別途お問い合わせください。 

ダンロップフェニックストーナメントと同じコースロケーション 
Tournament Course（OUT高千穂 IN住吉）が登場! 
トーナメントコースの挑戦者だけにご用意した、ベネフィットの数々… 

ダンロップフェニックストーナメント開催コース 
｢トーナメントコース指定プラン｣ 
①専用スコアカード　②専用カードホルダー 
③チャンピオンコース攻略ガイドブック 
④VIPロッカー（男性） 
⑤ロクシタンアメニティー（女性） 

（OUT高千穂 IN住吉） 

トーナメントコース指定 

1室ご利用人数 3名様 

日～木曜泊（7/15を除く） 37,680円 
4～5名様 

35,680円 
2名様 

39,680円 
金曜泊 41,880円 39,880円 43,880円 

土曜及び7/15泊 44,880円 42,880円 46,880円 

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 

TEL(075)344-0050

初日は専属のシェフによる志摩の幸＆農園野菜をテーマとした 
オープンキッチン・ナチュラルパーティーを、 
2日目は本格的リゾートコースでゴルフプレーをお楽しみください。 

スケジュール 

1日目 

2日目 

潮風の癒しを求めて、「真珠のゆりかご」あご湾へ
サンセットクルージング。船上ではコンシェルジュが
ご用意するワイン・カクテルとともにお楽しみください。 

ガーデンテラスに浮かび上がる豊かな食材。「美
味し国」志摩の幸を専属のシェフがみなさまのお
好みに合わせて仕上げます。 

オープンキッチンでは海の幸を中心としたああつ
鉄板焼きや、魚介類の香りがただよいます。伊勢
志摩の幸をご堪能ください。 

チョコレートと芳醇なブランデーの香りがあたりを包
むころ、心安らぐ音楽が…緩やかな時の流れに
仲間との会話は尽きない事でしょう。 

景色に彩りを添える花木を愛で、潮風を感じながら、 
爽快なゴルフプレーをお楽しみください。 

クルージング 
　　● アペリティフ  ● 志摩の幸オードブル 
シェフズキッチン 
　　● オープニングビッフェ 
　　  有機野菜のサラダバーと志摩の幸/オードブル 
　　● 志摩の幸を一口サイズで 
　　● チーズフォンデュ温野菜と自家製ブレッド 
　　● 伊勢海老のブイヤベース 
　　● 松阪牛と志摩の海の幸ガーリックライス 
　　● 有機野菜色々石蒸しにして   ● チョコレートフォンデュ 
2時間フリードリンク 
　　● ビール/ウィスキー/ワイン/オレンジ/ウーロン茶 

※雨天時はテーブルセットを室内に移動しほぼ同内容のお料理の 
　提供が可能です。詳しくはお問い合わせください。 

宿泊・朝食・夕食パーティー＆ドリンク・温泉・ランドカー・クルージング・ 
ゴルフプレー（セルフ）の全てを含みます。 

シェフズ・ガーデン・パーティー＆リゾートゴルフ 

2011年4月1日～7月30日 （除外日4/29～5/7） 
エクシード合歓の郷… 和洋室 定員4名様 
ホテル合歓……………和　室 定員5名様 
※ヴィラ合歓料金はお問い合わせ下さい。 

1泊2食  特別パッケージ料金 

期　　 間 

ご宿泊タイプ 

●2時間飲み放題付き  ビール、ウィスキー、ワイン、オレンジJ、ウーロン茶 
●ランドカー付き  広い園内を自由に散策。フリータイムにおすすめです。要免許1台/4～5名 
●ショートクルージング ご夕食前に『真珠のゆりかご』と称されるあご湾遊覧をお楽しみください。 
●天然温泉『潮騒の湯』入浴券付 ●合歓の郷ゴルフクラブ  1ラウンドセルフプレー 

又は 

合歓の郷のおすすめを 
パッケージにしました。 

※季節や仕入れ状況によりメニューが変わります。 

MENU例 
Ｃｈａｐｔｅｒ１ 

Ｃｈａｐｔｅｒ2

Ｃｈａｐｔｅｒ3

Ｃｈａｐｔｅｒ4

樹影とキャンドルが織りなす幻想的な空間、 
瑞々しく彩り豊かな食材。 
柔らかな芝の感触と草木の香りはまるで草原のダイニング… 
厳選された海の幸と野菜をメインに、 
志摩の幸を知り尽くした専属のシェフが 
みなさまのお越しを心よりお待ちしております。 

※上記料金は税サ込み入湯税150円別途となります。 
※ゴルプレー時の昼食バイキングは別途2,100円となります。 
※グループプランにつき、20名様未満はお受けできません。 

20～32名様 にて受付 

グループ プラン 

グループ プラン 

グループ 
プラン 
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