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ユナイテッド航空で行く ユナイテッド航空で行く 
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～2011年11月26日（土）開催～ 
 

グアム屈指の名コース“レオパレス リゾート カントリークラブ”を舞台に 
開催されるユナイテッド航空協賛のゴルフコンペ大会。 
ハワイ・グアム・ケアンズ行きビジネスクラス往復航空券（各1組2名様）等、 
ユナイテッド航空ならではの豪華賞品をご用意！ ふるってご参加ください！ 

ゴルフ界の英雄、ジャック・ニクラウスとア
ーノルド・パーマーの設計によるこれまで
のゴルフの発想を変える36ホールのドリ
ームコース。自然の造形が織りなす戦略
性、あらゆるゴルファーの｢知・力・技｣が
試されるドラマティックな舞台です。 

グアム島中央部ジョニアの丘陵地帯に
広がる総合リゾート施設。グアム島全
体のほぼ1％を占める広大な敷地は、美
しく雄大な自然に包まれ喧騒から離れ
た穏やかな時間の流れるリゾート。 

ご宿泊は“ホテルベルヴェデーレ”にてご
用意。南国の別荘感覚でのんびりご滞在
いただけます。 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第７２１号 
アールアンドシーツアーズ 

■最少催行人員：2名 
■利用航空会社：ユナイテッド航空（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 
 スーペリアツインまたはデラックスツイン（階数指定なし） 
■食事：朝3回、昼0回、夕1回 
■ビジネスクラス追加代金：往復40,000円 
■延泊および1人部屋追加代金はお問い合わせください。 
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11月24日（木曜日）出発 11月25日（金曜日）出発 

11/26

11/27
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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） 

スーペリアツイン デラックスツイン 

124,800円 119,800円 11月24日・25日限定 

出発日 

【午前】 関西空港発 ✈ 
 ユナイテッド航空にてグアムへ 
【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】 自由行動 
 ゴルフ、オプショナルツアーなど 
 でお楽しみください。（別料金） 
 
 
 
  〔グアム泊〕□□□ 

【午前】 関西空港発 ✈ 
 ユナイテッド航空にてグアムへ 
【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】 自由行動 
 ゴルフ、オプショナルツアーなど 
 でお楽しみください。（別料金） 
 
  〔グアム泊〕□□□ 

【午前】 自由行動 
【午後】 空港へお送りします 
【夕刻】 グアム発 ✈ 
 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 
【 夜 】関西空港着　解散 □□□ 

朝 

朝 

【午前】 自由行動 
【午後】 空港へお送りします 
【夕刻】 グアム発 ✈ 
 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 
【 夜 】関西空港着　解散 □□□ 

レオパレス リゾート カントリークラブにて 
第1回ユナイテッドカップ・ゴルフ大会 
※終了後、表彰式＆ディナーパーティー 〔グアム泊〕□□□ 

レオパレス リゾート カントリークラブ 

レオパレス リゾート グアム 

朝 

朝 夕 

朝 

グアム 4日間 

ユナイテッドカップ ユナイテッドカップ 

グアム 4日間 

ユナイテッドカップ 
ゴルフトーナメントツアー ゴルフトーナメントツアー ゴルフトーナメントツアー 

グアム 4日間 

第
１
回 

UNITED CUP in GUAM

デラックスツイン客室例 

in

スケジュール 

11月24日（木）・25日（金） 
出発限定  !!

旅行企画・実施 ニッカ航空サービス 観光庁長官登録旅行業第３８１号 

※土・日曜およびマレーシアの祝日は午後からのプレーになる場合があります。 
※プレー日が土・日曜およびマレーシアの祝日にあたる場合、テンプラーパークカントリークラブおよび  
　カンジャンヒルゴルフクラブは5,000円増しとなります。 
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【午前】 関西空港発 ✈ マレーシア航空にてクアラルンプールへ 
【夕刻】クアラルンプール着　着後、ホテルへお送りします 
  〔クアラルンプール泊〕□□□ 
 

【終日】 ロイヤルセランゴールゴルフクラブにて１ラウンドプレー 
  〔クアラルンプール泊〕□□□ 
 

【終日】 右記ゴルフ場（4ヶ所）のいずれかご希望にて１ラウンドプレー 
 （ホテルチェックアウトは12時） 
【 夜 】空港へお送りします 
  〔機中泊〕□□□ 
 

【深夜】クアラルンプール発 ✈ マレーシア航空にて帰国の途へ 
【 朝 】関西空港着　解散 □□□ 

1
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スケジュール 

朝 

朝 

燃油サーチャージ 約２４，０００円（２０１１年９月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

出発日と旅行代金　（大人2・3名1室利用／おひとり様） 

4日間（月・水・木・土・日曜出発） 

11/1・5～30、12/1～20出発 
3名1室 2名1室 

11/2～4出発 
103,800円 

113,800円 

99,800円 

109,800円 

出発日 

※木曜出発の場合3,000円増しとなります。 

5日間（月・水・金・土・日曜出発） 

11/1・5～30、12/1～20出発 
3名1室 2名1室 

11/2～4出発 
110,300円 

120,300円 

106,300円 

116,300円 

出発日 

※金曜出発の場合3,000円増しとなります。 

カンジャンヒルゴルフクラブ 
18H / Par72 / 6658Y

テンプラーパークカントリークラブ 
18H / Par72 / 6725Y

※5日間の場合、3日目に自由行動が追加となります。 

マレーシア航空で行く 

最高級のアメニティと 
設備の整ったキチネットを完備。 

2009年12月に全面改装しリニューアル
したばかりのホテルにご宿泊。 
クアラルンプール市街地やツインタワーま
で徒歩圏内の好立地です。 
温かい色調でまとめられたお部屋でゆっく
りとお寛ぎいただけます。 

ミカサ オールスイートホテル 

追加代金3,300円、土・日・祝日プレー不可 

サウジャナ ゴルフ＆カントリークラブ 
36H / Par144 / 12904Y

マレーシアオープンをはじめ国際大会
が数多く行われ、プロゴルファーにも
定評がある有名コース。マレーシアで
も有数の素晴らしい景観を持ち、変化
に富んだコースが魅力的。コースを重
ねるごとに難易度の高いチャレンジ精
神をかき立てるホールが続く。 

18ホールそれぞれが独自の戦略性を
持ち、ゴルファーの挑戦を待ち受ける
人気コース。 
上級者から初心者まで、男性でも女性
でも楽しめるコース設計。大きなクロ
スバンカーと池がうまくミックスされ
た戦略性の高いコースレイアウト。 

パームコースとブンガラヤコースから
なる36ホールのチャンピオンコース。
広大な緑と水が開放的な空間を生み
出し、ブンガラヤコースは判断力を失
うくらい広く、高をくくると後悔するこ
とになるコースと言われる。 

宿泊 
宿泊 

ミカサ オールスイートホテル 

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が、現地係員がお世話致します。●記載のない限り関西空港施設
使用料・海外空港税・燃油特別付加運賃は含みません。旅行代金と一緒にお支払いください。
●ゴルフプレーにおけるレンタルフィー（クラブ・カート等）、キャディチップ、個人的費用は含
みません。●3名様以下でお申し込みの場合、ゴルフプレー時に現地メンバーや他のお客様
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 

■最少催行人員：3名 
■利用航空会社：マレーシア航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：ミカサ オール スイート ホテル 
■食事：〔4日間〕朝2回、昼0回、夕0回　〔5日間〕朝3回、昼0回、夕0回 

出発日 
限定  !!

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

ロイヤルセランゴール ゴルフクラブ 45H / Par174 / 15075Y
1893年オープンの歴史的名門ゴルフコース。 
クアラルンプール市内から車で約15分のところに位置し、歴史を経た大きな木々の林越しに高層
ビル群を見ながらのプレーは不思議な気分が味わえる。 
美しい自然に囲まれ、クアラルンプールのシンボルであるツインタワーを眺めながらプレーができる。 

マレーシアの中でも王族やＶＩＰメンバーがプレーする格式ある名門コース、 
ロイヤルセランゴールゴルフクラブでプレーできる待望のプランが新登場！ 
数々の栄えある歴史と質の高さで知られるメンバーシップコースで、 
通常ビジターのエントリーが困難なゴルフコースですが、 
今回はミカサオールスイートホテルにご宿泊のお客様に限り 
特別にプレーをお楽しみいただけます。 
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