
■利用航空会社：ユナイテッド航空（エコノミークラス）成田・中部・関空・福岡発着
各出発地とも航空会社の指定はできません。 
※成田のみ帰国日に午後便をご希望の場合7,000円追加となります。
■利用ホテル：レオパレスリゾート グアム 「レオパレスホテル プレミアルーム」定員2名様1室を基準。
その他のお部屋タイプをご希望、お一人様部屋ご希望の場合は追加料金を申し受けます。
　（詳細はお問い合わせください）
■添乗員：同行しませんが、現地係員がご案内いたします。
■出発日・帰国日それぞれ2日間の前泊・後泊が可能となります。
　延泊はそれぞれ1泊6,500円（朝食付）となります。
＊参加費用には以下のものが含まれます。
　航空運賃、グアム空港税（3,000円相当）、宿泊費、空港⇔ホテル間送迎バス等の費用、朝食3回、
　昼食0回、夕食2回（パーティー）、ゴルフ2ラウンド。※朝食回数はご利用の便により異なります。

※詳しいご旅行条件（全文）を記載した書類をお渡しします。事前にご確認のうえ、お申し込みください。

お問い合わせ・お申し込み
旅行企画・実施：株式会社ウイングメイト

TEL：050-2016-2930
受付時間/10：00～17：00 （土・日・祝休）

コンペ

2回
パーティー

2回4泊5日2020年3月13日（金）～3月17日（火）
スケジュール

3/13
（金）

午前

早朝

夕刻

午前
午後

グアム発、空路日本へ帰国
各地着後、解散

3/17
（火）

3/15
（日）

朝

3/14
（土）

肩慣らしカップ（有料オプション）
自由行動

午前
午後

ゴルフコンペ（1日目）
自由行動

3/16
（月）

午前
夕刻

ゴルフコンペ（2日目）
表彰式･懇親パーティー

朝

朝

夕

夕

各空港発 空路にてグアムへ
レオパレスリゾート グアム着
ウェルカムパーティー

99,0099,000円
成田・中部・関空・福岡発

149,0049,000円
成田・中部・関空・福岡発

133,0033,000円
千歳・仙台発

183,0083,000円
千歳・仙台発

ご旅行代金（お一人様）
クラスエル会員様 非会員様＊

レオパレス旅行券お使いいただけます
1枚5,000円分＝レオマイル6,000LM

燃油サーチャージは旅行代金に含まれて
おりません。
空港施設使用料・国際観光旅客税および燃油
サーチャージが別途かかります。

※千歳・仙台発は国内線利用の経由便となります。

定員 140名（最少催行人数5０名）

全国からゴルフ好きのオーナー様が、ご家族・ご友人を連れて挑む大賑わいのツアーです。
ハンデ戦になりますので、ゴルフの腕前に関係なく、楽しんでご参加いただけます。

用、朝食3回、
異なります。

し込みください。

イト

●   広げようゴルフ仲間の輪！
一年のうちで参加者が一番多い大会です。
全国から集まったゴルファー同士の交流もこのツアーの特色です。

●   コンペ入賞のチャンス大！？
クラスエル会員様のチャンピオンを決める大会は
「ダブルペリア方式、２日間競技」で行われるため、どなたにもチャンスがあります！
非会員部門の表彰もあり、入賞者も多数選出されます。

クラスエル
チャンピオンシップの

『ここがポイント！』

クラス エル チャンピオンシップクラス エル チャンピオンシップ
第11回第11回

＊非会員の方は旅行代金に追加50,000円となります。

2019.10 5



海外ご旅行条件（要約） 2019/10

■募集型企画旅行契約：（１）この旅行は、（株）ウイングメイト（以下「当社」といいます）が企画・募集し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」といいます）を締結することになります。
（２）旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）
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。
■旅行の申込み：別途お渡しする当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
■申込金：20,000 円
■旅行代金のお支払い：旅行代金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（お申し込みが間際
の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。また、お客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員であ
る場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、
お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けます。
（お１人様）

■旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る／これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなく
ても原則として払い戻しいたしません）●航空、船舶、鉄道等運送期間の運賃・料金（特に記載がない限りエコノミークラスを基
準とします）●送迎バス等の料金●宿泊の料金及び税・サービス料金（特に記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準とし
ます）●旅行日程中の空港税
■旅行代金に含まれないもの（前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します）●日本国内の空港施設使用料●超
過手荷物料金●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け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費
用及びそれに伴う税・サービス料金●渡航手続き関係諸費用●オプショナルツアー料金●日本国内における自宅から発着空港集合・
解散地点までの交通費・宿泊費●国際観光旅客税●燃油サーチャージに関しては各ツアーページに含むものまたは、含まれないも
のとして明示されます。
■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は 2019 年 10 月 1 日を基準としています。また、この旅行代金は 2019 年 10 月 1 日
現在の有効なものとして公示されている運賃・規則、または、2019 年 10 月 1 日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準とし
て算出しています。
■特別補償：当社は、特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により被られ
た一定の損害について、予め定める額の補償金および見舞金を支払いますが、傷害・疾病治療費については補償いたしません。
■旅程保証：旅行日程に重要な変更が生じた場合、その内容に応じて旅行代金の 15% を限度として変更補償金を支払います。対
象となる変更の内容および変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。
■個人情報の取扱について：当社は、旅行申込みの際にお申し込み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、お申し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及び㈱レオパレス 21 グループ間との連携に必要な範囲内で利用させていただきます。

（注）ピーク時とは 12 月 20 日から 1月 7日までと 4月 27 日～ 5月 6日まで及び 7月 20 日から 8月 31 日までをいいます。

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降に解除するとき

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日から当日

無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の 10％

旅行代金の 20％

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

株式会社ウイングメイト

050-2016-2930
営業時間（月～金）／10:00～17:00　※土・日・祝休

観光庁長官登録旅行業 1811 号／日本旅行業協会正会員
〒164-0011　東京都中野区中央 2-30-2  Ｓビルディング 2階
（FAX：03-5389-9002）
総合旅行業務取扱管理者：児島 孝

★詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致します。事前にご確認のうえ、お申し込みください。★

お申し込み・
お問い合わせ

旅行企画・
実施

株式会社ウイングメイト



申し込み日：　　月　　　日

男 成田 新千歳
・ 中部 仙台
女 関空 福岡

その他（ ）
有効期限

　　　　  　年    月　　日

※上記ローマ字はパスポート記載のローマ字表記

男 成田 新千歳
・ 中部 仙台
女 関空 福岡

その他（ ）
有効期限

　　　　  　年    月　　日

※上記ローマ字はパスポート記載のローマ字表記

男 成田 新千歳
・ 中部 仙台
女 関空 福岡

その他（ ）
有効期限

　　　　  　年    月　　日

※上記ローマ字はパスポート記載のローマ字表記

男 成田 新千歳
・ 中部 仙台
女 関空 福岡

その他（ ）
有効期限

　　　　  　年    月　　日

※上記ローマ字はパスポート記載のローマ字表記

※はじめて当社にてご旅行される方、パスポートを更新された方は、

お手数ですがパスポートのコピーをＦＡＸ（03-5389-9002）にてお送り下さい。

　お申し込みはこちらから 　　　https://www.wingmate.co.jp/insurance/index.html
※海外旅行保険をご希望の方はレオパレス21グループ会社　株式会社ウイングメイトを代理店としたお申し込みが可能です。

右 ・ 左
電話番号ご芳名

ローマ字表記 不要E-MAIL

ご連絡先
ご住所

〒
部屋タイプ

(自宅・勤務先）

ツイン・シングル

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ　有・無 国籍会員NO.
レンタルクラブ 平均スコア

④ご同行者様 ご希望発着地に○
フリガナ 生年月日（西暦）

ご芳名
　　              様　 　 年　 月 　日 (　 歳)

電話番号
E-MAIL 不要

部屋タイプ

(自宅・勤務先）

国籍
右 ・ 左

不要E-MAIL

③ご同行者様 ご希望発着地に○

右 ・ 左
国籍

レンタルクラブ
会員NO.

ご芳名
ローマ字表記

レンタルクラブ 平均スコア

ご芳名
　　              様　 　 年　 月 　日 (　 歳)

ご連絡先
ご住所

〒

ツイン・シングル

会員NO. ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ　有・無

フリガナ 生年月日（西暦）

ご芳名
ローマ字表記

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ　有・無

電話番号

生年月日（西暦）

ご芳名
ローマ字表記

平均スコア

ご芳名
　　              様　 　 年　 月 　日 (　 歳)

ご連絡先
ご住所

〒
部屋タイプ

不要
電話番号

会員NO.

(自宅・勤務先）

ツイン・シングル

②ご同行者様 ご希望発着地に○
フリガナ

ご連絡先
ご住所

〒
部屋タイプ

(自宅・勤務先）

ツイン・シングル

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ　有・無 国籍
レンタルクラブ 平均スコア

右 ・ 左

ご希望発着地に○
フリガナ 生年月日（西暦）

ご芳名
　　              様　 　 年　 月 　日 (　 歳)

第11回 クラスエルチャンピオンシップ　お申込書

以下内容をご記入頂き、ＦＡＸ（03-5389-9002）にてご返信下さい。

E-MAIL

①代表者様



スケジュールと参加オプションの確認

時間 内容

1日目 午前 各空港発、空路にてグアムへ

夕刻 ウェルカムパーティー

（食事）機内・夕

2日目 午前

夕刻 自由行動

（食事）朝

3日目 午前 コンペ１日目

午後 自由行動

（食事）朝

4日目 午前 コンペ２日目

夕刻 表彰式・懇親パーティー

（食事）朝・夕

5日目 午前 グアム空港出発　空路日本へ

（食事）機内

特記事項

マイルご利用 有 ・ 無
 ※6,000LMで5,000円分のレオパレス旅行券へ交換できます。交換をご希望の際はコンシェルジュデスクへお電話ください。

ご延泊 有 ・ 無

ご利用便変更 有 ・ 無
 

その他

◆ 請求書送付先（〇でお囲みください） ◆ 出発案内送付先（〇でお囲み下さい）
ご本人様一括 ご本人様一括
ご参加者ごと ご参加者ごと
ご指定先 〒 ご指定先 〒

◆ ツアー期間中に撮影した画像･映像は当社ウェブサイト及び会報誌等へ
掲載させて頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

3/17

金

3/14

3/15

3/16

土

日

月

※一度お申込みされますとご返金ができません。ご了承ください。

肩慣らしカップ（有料 コンペ・昼食代+プレイ代　\13,750)     参加　・　不参加

3/13

火

LP21担当者


