
旅行企画・実施： 株式会社セブンカルチャーネットワーク 
                    （観光庁長官登録旅行業第1870号） 

出発日／旅行代金  

 

2020年 2月29日(土)〈3日間〉 

成田空港発着 2～3名1室利用/おひとりさま

202,000円 ＜男女別相部屋可＞ 

1名1室利用 追加代金： 31,000円  
 

      ■航空会社  日本航空（エコノミークラス） 

  ■ホテル   ウェスティン リゾート グアム 
      （部屋指定なし） 

  ■添乗員   同行しませんが、堀内プロがご案内 

  ■食 事     朝食0  昼食0  夕食0（機内食のぞく） 

  ■受 付   18歳以上の1名さまから    

  ■募 集   15名さま （最少催行人員10名） 
 

 ※ビジネスクラスはお問い合わせください。 
 ※男女別相部屋可能です。同性希望者がいない場合は 
  1名1室利用追加代金を申し受けます。 
 ※旅行代金には日本と現地での空港税･出国税･諸税･燃油 
  サーチャージは含まれません。別途申し受けます。 
  (合計13,040円/10月15日現在) 金額については変動 
  することがあり出発の30日前に決定しご案内します。 

 同行コーチ： 堀内大輔 プロ  

           Daisuke Horiuchi 
 

  1982年東京都生まれ。 
 日本プロゴルフ協会ティーチングプロ。 
 池袋コミカレゴルフ火・金・日担当。 
 オーシャンビューの美しいコースや、 
 海越えのホールなど日本では味わえ 
 ない体験ができるのがグアムゴルフの 
 魅力です。ラウンドレッスンでレベル 
 アップを目指しましょう。  

日次    都市名  スケジュール             

① 

2/29 

(土) 

成 田  発  
グアム  着 

  
 

09:30/成田発✈日本航空にてグアム島へ  <時差＋1時間> 

14:15/到着後、日本語ガイドがお出迎え、ホテルへご案内 

ビーチ・ショッピング・グルメなどグアムの楽しみがすべて 
徒歩圏内。タモン湾に位置する高級リゾートホテルに2連泊 

＜食事＞ 朝:－     昼:機内    夕:－          ＜グアム泊＞ 

② 

3/1 

(日) 

グアム滞在 

 

 

 

07:40/ゴルフ場送迎車にてゴルフ場へ移動 

■ゴルフプレー T/O 9:00  
 スターツグアムゴルフリゾート(カート付セルフプレー) 

 レンタルクラブ･シューズをご希望の方は、プレー当日ゴルフ場で 
   お申込みください(レンタルは別途有料)   

＊プレー終了後、ゴルフ場送迎車にてホテルへ 

＜食事＞    朝:－   昼:－       夕:－               ＜グアム泊＞ 

③ 

3/2 

(月) 

 

 

 

 
 

グアム  発 

成 田  着 
  
 

06:55/ゴルフ場送迎車にてゴルフ場へ移動 

■ゴルフプレー T/O 8:10 
 オンワードマンギラオゴルフクラブ(カート付セルフプレー) 

 レンタルクラブ･シューズの無料レンタル付 

 レンタルは、プレー当日ゴルフ場でお申込みください 
 

14:00ころ 専用車にて空港へ 

16:50/グアム発✈日本航空にて帰国の途へ <時差－1時間> 

19:35/成田着、空港にて解散 

＜食事＞     朝:－     昼:－      夕:機内  
 

※スケジュールは、天候や運輸機関、現地事情により変更になる場合があります。 
※ゴルフ場送迎車では他のお客様と混乗となります。※写真はすべてイメージです。                      

 オンワード マンギラオ ゴルフクラブ (写真:左) 

 世界トップ100にランクイン。東海岸のダイナミックな地形、海と風を 
 感じる名門コース。海越えの12番パー3と13番パー5。太平洋を 
 眺めながら振り抜くティーショットに挑戦！ 

 スターツ グアムゴルフリゾート (写真:右上下) 

 グアム初のUSGA(全米ゴルフ協会)認定の本格的トーナメントコース。 
 コースが広く、フラットでありながらも多くの池やバンカー、椰子が巧みに 
 配置され初心者から上級者までお楽しみいただけます。 

２０２０年 ２月２９日 （土） 出発 

成田発着 グアム島 ３日間 

堀内プロラウンドレッスン  ｉｎ グアム 

～スターツ グアムゴルフリゾート＆オンワード マンギラオ ゴルフクラブ～ 

 宿泊ホテル: The Westin Resort Guam  
 真っ白なビーチはホテル目の前。ウェスティンが独自開発したヘブンリー 
 ベッドが疲れた身体を癒します。※写真の客室は一例です。 



  ■お問い合わせ・お申し込み ＜旅行企画･実施＞  

      ㈱セブンカルチャーネットワーク  「堀内プロラウンドレッスン in グアム」 係 

         電話 ： ０３-６２３８-３０８５  ＦＡＸ：０３-６２３８-１９６７  

    〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8 ＜受付時間  月～金：10：00～17：00  土･日曜：休業＞                                         
         観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／総合旅行業務取扱管理者：竹本有希枝・遠山晋一 

〔最終日程表の交付時期〕 

確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終
日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降に
お申込みいただいた場合には、旅行開始日当日に交付するこ
とがあります。 
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況
についてご説明いたします。  

〔個人情報の取り扱いについて〕 

当社は、旅行契約の申し込みの際に提出された申込書に記載
された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用
させていただく他、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等
についてはパンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記
載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領の
ための手続き（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、ま
たは当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保
険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたし
ます。また、旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、お客様
のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子
的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申し込み
いただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意
いただくものとします。 
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご
感想の提供のお願い 3.アンケートのお願い 4.特典サービス
の提供 5.統計資料の作成の目的でお客様の個人情報を利用
させていただくことがございます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕 

この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

2019年11月25日 

 

旅行企画・実施： 

株式会社セブンカルチャーネットワーク 
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〔募集型企画旅行契約〕 

（1）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京都千
代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以下当社
と言います。) が企画・募集・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〔以下
｢旅行契約｣という〕を締結することとなります。 
（2）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡
しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。  

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕 

当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申
込みいただきます。 

■ 申込金 （お一人様につき）  

   

 

 

 
※お申込みから一週間以内にお支払ください。 
  振込先： 三井住友銀行 しらゆり支店 
  普通１２０６９１１ 口座名: (株)セブンカルチャーネットワーク 
 

申込金のお支払いは銀行振込のみとなります。残金をクレジット
カード決済希望の方には、後日決済用のURLをメールでご案内いた
します。 
申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取扱います。 
お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受
理をもって成立するものといたします。 

〔旅行代金のお支払い〕 

残金はご旅行出発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いただきます。 

〔旅行代金に含まれるもの〕 

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観光料
金（バス料金、ガイド料金、入場料） ・旅行日程に明示した宿泊料金
及び税、サービス料金(部屋条件は別途明記します) ・旅行日程に
明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動に必要な心付・添乗員
付ｺｰｽの添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕  

上記「含まれるもの」の他は含まれません。一部を以下に例示いた
します。定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに
異なります）・超過手荷物料金・飲み物代、クリーニング代、電報電
話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付・追加飲食代その他
個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・・日本国内
における自宅から集合／解散場所までの交通費、宿泊料・希望者
のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病に対
する医療費、日本国内の空港施設使用料、燃油サーチャージなど
運送機関の課す付加運賃・料金 

〔旅行契約内容・代金の変更〕 

当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあり
ます。詳しくは、「条件書」によります。 

〔取消料〕 

お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除す
ることができます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由
によるお取消の場合も下記取消料をいただきます。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

〔当社の責任〕 

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を
賠償いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または
重大な過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌
日から起算して１４日以内に通知された場合）その他は「条件書」に
よります。 

〔特別補償〕 

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶
然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損
害について補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によ
ります。  

〔旅程保証〕 

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更内容
に応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔お客様の責任〕 

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行
為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受
けます。 

〔最少催行人員〕 

募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止す
ることがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２３日目)にあたる日より前に通知いたします。 

〔現地手配代行者との連絡方法〕 

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最
終日程表に明示します。 
 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱
う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご
遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。 

2019-TR-071 

新美敬子さん 

  

解除時期など 取消料 

旅行開始日の 

前日から 

さかのぼって 
 

＜ピーク期＞ 

4/27-5/6 

7/20-8/31 

12/20-1/7 

40日目～31日目 

（ピーク期の出発） 
旅行代金の10％ 

30日目～15日目 

（旅行代金が10万
円未満の場合） 

  30,000円 
 

（旅行代金の20％) 

14日目～3日目 旅行代金の  20% 

旅行開始日の前々日～当日の解除 旅行代金の  50% 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100% 

旅行代金（おひとり） 申込金（おひとり） 

50万円以上 100,000円以上旅行代金まで 

30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで 

15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで 

15万円未満 20,000円以上旅行代金まで 

WEBお申し込みはこちら 

＜レンタルクラブ・レンタルシューズのご案内＞ 

■スターツグアムゴルフリゾート （クラブ・シューズレンタル有料） 
クラブ1セット 男性用35＄～ 女性用35＄～  
シューズ：10＄ 男性用24‐30cm/女性用22.5-25.5㎝ 
※レンタルはプレー当日のお申込みとなります。 

■オンワードマンギラオゴルフクラブ (クラブ1セット・シューズレンタル無料) 
男性用：1,3,5,7(ウッド4本,シャフトS),4～9アイアン,PW,AW,SW,パターの合計14本 
女性用：1,3,5,7(ウッド4本,シャフトL),6～9アイアン,PW,AW,SW,パターの合計12本 
シューズ：男性用25～31cm/女性用23～26cm ※レンタルはプレー当日お申込み。 

■航空会社(日本航空グアム線)へお預けになるお手荷物のご案内：ゴルフ用品を含むスポーツ用品は通常のお手荷物と同様の取扱いとなります。 
◎無料受託手荷物許容量：エコノミークラス2個まで(1個あたりの重量23kgまで) 、ビジネスクラス3個まで(1個あたりの重量32kgまで) 
                   3辺(縦・横・高さ)の和が203cm以内  ※キャスターや持ち手を含む 
  ※重さ、大きさ(3辺の長さ)が無料手荷物許容量を超える場合には超過料金が発生します。詳細は日本航空ホームページでご確認ください。 
       個数超過(1個あたり）10,000円(100USD) サイズ超過(1個あたり、3辺の和が203cm超）10,000円(100USD) 
     重量超過(1個あたり）23kg超～32kg以下 6,000円(60USD)、32kg超～45kg以下 30,000円(300USD) 
   ゴルフ道具をご持参する際は、サイズと重量をご確認の上、しっかりとした梱包をお願いします。破損した場合「免責」となり航空会社からの補償はありません。 
◎機内持込手荷物：身の回りの品（ショッピングバッグやハンドバック等）1個の他、手荷物1個（3辺の和115cm以内:55cm×40cm×25cm) 、総重量10kg以内 

＜グアム基本情報＞ Guam （アメリカ合衆国の準州）  
◆面積：約544㎢（淡路島とほぼ同じ大きさ）  ◆通貨：1ドル ≒108.34円 （2019年11月21日現在） ◆時差：＋1時間（グアムの方が進んでいる）   
◆電圧：110～120V/60Hz（100-240V 50-60Hzの表示のある製品はグアムでも使用可） ◆コンセント：日本と同じタイプ  ◆アクセス：飛行機/直行便で約3時間30分 
◆気象：2月平均気温 グアム 27.7℃／降水量89㎜ （参考：東京 5.7℃／降水量56.1㎜） ＊乾季：1月～5月、雨季：6月～12月 
 

＜グアム渡航情報＞  
■パスポート（旅券）：機械読み取り式ないしは、IC搭載のパスポートで、帰国時まで有効なもの（入国時45日以上の余裕がある方が望ましい） 
■査証（ビザ）：日本国籍の方は査証不要。グアムには2種類の査証免除プログラムがあります。 
   ①グアム・北マリアナ査証免除プログラム(GCVWP)を利用して入国する方⇒グアム入国時、出入国カードの記入･提出。ESTA（電子渡航認証システム）取得不要。 
   ②有効な電子渡航認証ESTAを既に取得している方⇒ESTA利用で入国を優先し、また過去に一度でもアメリカ本土・ハワイ・グアムを訪れたことがある方は、グアム入国時、入国審査のセルフ 
   サービス機(APC:自動入国審査端末)を利用できます。＊税関申告書は従来通り提出必要。※査証条件は今後も変更の可能性があります。日本国籍以外の方は、お問い合わせください。 
＊お申込の際に海外安全情報に関する書面をお渡しいたします。また「外務省海外安全ホームページ: 「http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 


