
ブーゲンビリア No.3

オーキッド No.2 ハイビスカス No.9

■スーペリアツインの場合（大人3名1室利用／おひとり様）■スーペリアツインの場合（大人3名1室利用／おひとり様）

※空港諸税（約6,230円）が別途必要となります。※空港諸税（約6,230円）が別途必要となります。

表彰パーティーでは豪華景品をご
用意！

110,000円
※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。

旅行期間
　　2015年5/14（木）～17（日）限

定

表彰パーティーの様子（イメージ）表彰パーティーの様子（イメージ）

■ユナイテッド航空の就航する大阪、東京、
　札幌、名古屋、仙台、福岡の全国6都市から
　集まったゴルファーとその腕を競います。

帝王「J・ニクラウス」と
ゴルフ界の伝説「A・パーマー」が設計した、
美しくエキサイティングな36ホール
大自然を切り拓いて創った広大な丘陵地に広がる、
解放感いっぱいのコースは、美しいだけでなく、戦略
性に富み、自然と造形の織りなすコントラストの美し
さ、自然と対話するというゴルフ本来の楽しみをビギ
ナーから上級者の方まで存分に満喫できます。

海外往復航空券をはじ
め、ユナイテッド航空主催
コンペならではの豪華景
品をご用意！大会後はビュ
ッフェディナー&飲み放
題のパーティーにご参加
ください。
ビギナーにも豪華景品の
チャンスあり！

「レオパレスカントリー
クラブ」を

舞台に行われるユナ
イテッド航空

主催のゴルフトーナメ
ント大会

グアム屈指の名コー
スでプレー

スーペリアツイン／お部屋の一例スーペリアツイン／お部屋の一例

ホテル全景ホテル全景

デラックスツイン／お部屋の一例デラックスツイン／お部屋の一例

ご宿泊ホテル ： レオパレス・リゾート・グアム

レオパレスリゾート・グアムはグアム島中央部の丘
陵地帯に広がるグアム最大級の総合リゾート施
設。雄大な自然に包まれ、都会の喧騒から離れた
穏やかな時間の流れを感じることができます。広
大な敷地内にはゴルフ場、プールやテニスコート
などの屋外施設のほか、ボーリング場やスパなど
の施設もございます。また、ゴルフ場のクラブハウ
スには大浴場を完備。ゴルフの疲れもすっきりリ
フレッシュできます。ホテル館内には日本料理から
イタリアンまで、4ヶ所のレストランがございます。

【 設　備 】　プール、セーフティボックス、冷蔵庫、ポッ、ドライヤー、LAN接続口、
Wifi（ロビー可）、スリッパ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、カミソリ、
歯ブラシセット、バスマット、バスタオル、ハンドタオル

あったらいい値！あったらいい値！ 関西空港発着



■燃油サーチャージ代は旅行代金に含まれます。（旅行契約成立後に燃油サーチャージが増額・減額・廃止されても追加徴収・払戻しはございません）　　■空港諸税／関西空港3,040円、グアム空港諸税3,100円は別途申受けます。

■食事／朝食2回、昼食0回、夕食1回 （機内食除く）　■最少催行人員／2名様　
■添乗員／なし（現地日本語係員がお世話します）　■利用航空会社／ユナイテッド航空（エコノミークラス）
※空港～ホテル間は他のお客様とご一緒（混載車）になります。
※ユナイテッド航空受託手荷物1個（23kg）まで無料です。2個目は片道3,000円【復路グアム発$30（カード払い）】
　が、別途空港にて必要となります。ゴルフバッグを持参される方はご注意ください。
※レオパレスカントリークラブは36コースあります。コース指定はできません。予めご了承ください。

※上記の大会概要は2014年実施要項のため、変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■レンタル料金　クラブ／$40、シューズ／$10　※1日当たり　※現地申込／現地払い

航空機の欠航による旅行中止の取扱いについて／天候及びその他の事由により、旅行催行または旅行開始後の
継続催行が不可能となった場合、やむを得ず旅行を中止にすることがありますのであらかじめご了承ください。
なお、その際の旅行代金の精算は、次のとおりです。
（1）旅行開始前・・・旅行代金全額払い戻し。
（2）旅行開始後・・・未旅行区間に関する旅行代金全額を払い戻し。（欠航の場合は該当区間の包括旅行割引運賃）
なお、お客様のお申し出による代替便等諸手配を行う場合の必要諸費用は、お客様のご負担となりますので、悪し
からずご了承ください。

当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス
など）について、お客様との間の連絡、お申込みいただいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス
手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

◆個人情報の取扱について◆

（1）旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表示しています。また、こども代金は旅行開始当日を基準に満2
歳以上～12歳未満の方に適用します。（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。（3）当社所定の
申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りに
ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正など
が必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、
氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料を申し受け
ます。

◆その他◆

ご旅行条件書（抜粋） お申し込みのに際は、旅行条件書を必ずお受け取りください。旅行条件はパンフレットの内容・条件によるほか、別途お渡しする最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。

海外旅行では、万一の事故や病気の際、思いもかけぬ程の費用がかかるものです。ご旅行をより
安心できるものとするために、お客様ご自身で十分な旅行保険（病気・傷害・盗難等）に加入され
ることをお勧めします。詳しくはお申し込み窓口または各保険会社にご相談ください。
詳細は別途お渡しする旅行条件書をご覧ください。

●お申込まれた旅行のコースは、株式会社リョービツアーズ（以下「当社」といいます。）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結したことになり
ます。ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書・パンフレ
ット・最終日程表並びに、当社募集型企画旅行約款によります。
●旅行のお申し込み：所定の申込書に記入の上、下記の申込金を添えてお申込みください。（申込金
は旅行代金の一部として繰り入れます。）募集型企画旅行契約は、当社が予約を承諾し、申込書と申
込金を受領したときに成立いたします。残額は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目
にあたる日より前にお支払いください。（お申込が間際の場合は当社が指定する期日まで）

●旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した、航空・船舶・鉄道など利用交通機関の運賃・送迎
バス代金・観光代金（バス、ガイド、入場代金）、宿泊代金（2名1室利用お1人様）、食事代金、お1人様
につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金（クラス・方面によって異なります。詳しくは係員に
おたずねください。）
●旅行代金に含まれないもの（一部）：超過手荷物料金・クリーニング代・電報電話代・ルームメイド等
への心付、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料・渡航手続き関
係諸費用、お1人部屋を使用する追加代金、オプショナルツアー代金、日本国内における、ご自宅から
発着空港までの交通費・宿泊費・日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の空港税等。

●取消料：お申込後、お客様の都合で契約を解除される場合は下記を取消料として申し受けます。

◆海外旅行保険加入のおすすめ◆

旅行代金が15万円未満

区 分
旅行代金が30万円以上
旅行代金が15万円以上30万円未満

申込金（おひとり）
50,000円
30,000円
20,000円

詳細は別途お渡しする旅行条件書をご覧ください。
●免責事項：お客様が次に例示するような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。
但し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときはこの限りではありません。
①天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。②運送・宿
泊機関等の事故若しくは火災により発生する損害。③運送・宿泊機関のサービス提供の中止、又はこ
れらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止。④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規
則又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。⑤自由行動中の
事故。⑥食中毒。⑦盗難。⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更、経路変更等、又はこれらによっ
て生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮。

※（注）「旅行開始後」とは、受付完了時以降、または手荷物検査等の完了時以降とします。

旅行契約の解除期日 取　消　料（おひとり）
旅行開始日が※ピーク時であって、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって40日目に
当たる日以降31日目まで

※ピーク時とは4/27～5/6まで・7/20～8/31まで
　及び12/20～1/7までをいいます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降15日目まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目に当たる日以降3日目まで
旅行開始日の前々日以降に解除する場合

旅行代金の10％（最高50,000円）

旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満・・・2万円
旅行代金が10万円未満・・・・・旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の20％

旅行代金の100％旅行開始後※（注）の解除または無連絡不参加

●旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約に関し、説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取り扱い管理者にお尋ねください。
●この旅行条件・旅行代金は、2015年2月20日を基準としています。また、旅行代金は2015年2月20日現在有効な普通航空運賃・適用規則を基準にしています。

［受託販売］

観光庁長官登録旅行業第163号旅行企画・実施

〒700-0826 岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル1F　ホームページ   http://www.muscat-tour.co.jp

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

※写真はイメージとして使用しています。

注意事項
※極力公平を期するため、ヤーデージなどにつきましては、大会仕様に変更いたします。
　スコアカードの表示と異なる場合がありますので、ホールごとにご確認をお願いいたします。
※熱中症予防のため、お食事をスタート前にお摂りいただき、プレイ中にはこまめに水分
　補給を行なって頂くようお願いいたします。

コース
競技方法

ティーマーク
表彰式

ハイビスカス、オーキッド、ブーケンビリア、プルメリア
18ホールズストロークプレー競技。
ダブルペリア方式トリプルボギー打ち切り。
ハンディキャップ36打ち切り。6インチプレース可。
男子 ： 白マーク　女子 ： 赤マーク
夕刻よりホテル内宴会場にて開催（兼：ディナーパーティ）
カジュアルな服装でご参加ください。
男女別に成績を出し、表彰式も男女別々に行います。

｜
｜

｜
｜

※大会概要※ 開催日｜2015年 5月16日（土）
【グアム／レオパレスリゾート泊】

【グアム／レオパレスリゾート泊】

【グアム／レオパレスリゾート泊】

★各種オプショナルツアーもご用意しています。
　お気軽にお問い合わせください。

̶̶
̶̶
̶̶

̶̶
̶̶
̶̶

ビュッフェ
（ホテル）

̶̶
̶̶

ビュッフェ
（ホテル）

̶̶
表彰式兼
パーティー
（ホテル）

ユナイテッドカップ in グアム 2015

関空発（21:00） ⇒ グアム着（01:40+1）　着後、ホテルへ
※追加代金/6,000円で【午前便】関空発（11:05）⇒グアム着（14:45）もお選びいただけます。

ホテルにて朝食後、フリータイム

基本スケジュール  【往路：夜便／復路：朝便利用】　※追加代金で往路：午前便／復路：夕刻便も利用できます。

夜

終日

空港へ　※夕刻便（要追加代金）の場合は、午後 ： 空港へ
グアム発（07:10） ⇒ 関空着（10:15）

※追加代金/6,000円で【夕刻便】グアム発（17:00）⇒関空着（20:05）もお選びいただけます。

早朝
朝

プレー後、パーティーの時間までフリータイム
午前

ビュッフェディナーと飲み放題の表彰式兼パーティー夕刻

5
  14

5
  15

5
  16

5
  17

ショッピングバス乗り放題の「アイランドパス」付だから移動もラクラク！
タモン地区へは「直通シャトルバス」も便利です！

アイランドパスで
シャトルバスが乗り放題！ ショッピングや
観光などフリータイム時に、上手に使って、賢く遊ぼう！！

GPO⇔レオパレスシャトル
（9時台～21時台） 約45分間隔

ショッピングモールシャトル
（9時台～21時台） 約10分間隔

DFS⇔Kmartシャトル
（9時台～21時台） 約20分間隔

タモンシャトル
（9時台～21時台） 約8分間隔

特約店にてアイランドパスをご提示頂くと、ドリンクや粗品などの
サービスが受けられます。（詳細はお問い合わせください）

さらに 特典サービス

グアム屈指の名コースでプレー

旅行期間
　 2015年5/14（木）～17（日）限定

※当路線は、両備ホールディングス（株）、関西空港交通（株）、
　南海バス（株）３社の共同運行です。

関西国際空港へは
『関空リムジンバス』が便利

岡山駅西口
岡山インター
山陽インター

関西国際空港

1日7往復 3時間35分
往復/7,700円

★

★

レオパレス
リゾート
グアム

ホテル名 部屋タイプ コースコード

15AG-
GUMUC1

15AG-
GUMUC2

3名1室利用 2名1室利用

110,000円
120,000円

112,000円
124,000円

130,000円
148,000円

1名1室利用

ホテルベルヴェデーレ
デラックスツイン

ホテルベルヴェデーレ
スーペリアツイン

■ フライトスケジュール （2015年2月現在）
関空発 グアム着時間 便名

11：05

21：00

15：45

01：40+1

午前便

夜便

UA150

UA178

往 

路
復 

路

グアム発 関空着時間

往路便 復路便 追加代金パターン

①
②
③
④

夜便/UA178

夜便/UA178

午前便/UA150

午前便/UA150

朝便/UA151

夕刻便/UA177

朝便/UA151

夕刻便/UA177

追加代金なし

6,000円
6,000円
12,000円

便名

07：10

17:00

10：15

20：05

朝便

夕刻便

UA151

UA177

フライト選択
追加代金

※フライトにより追加代金が
　必要となります。ビジネスクラス追加代金 26,000円

■基本代金　【往路：夜便（UA178）／復路：朝便（UA151）】
■ ユナイテッドカップ in グアム 2015 旅行代金 （大人おひとり様）


