
ベトナム・ダナン　ホイアナショアーズゴルフクラブ 設計R.T.ジョーンズJr. 2019年6月オープン

ゴルフの旅一筋33年の経験に真心こめてご案内、ご希望の出発日に2名様からの出発が可能です。

全コース
共 通

★パンフレット掲載コースは全て２名様からの個人旅行でお申込み頂いてから手配を致します。
★添乗員は同行致しませんが、現地係員がお世話します。
★航空運賃を除いた旅行代金も表示しています。★全コース延泊アレンジ可能です。

実施期間：2019年11月～2020年6月　出発地：東京・大阪・名古屋
ジェットゴルフ海外 2019秋から

2020春へ

全コース2名様からの個人旅行です。

● ペブルビーチスペシャル2019秋から2020春へ
　 ＊ペブル＆サンフランシスコ６日間
　 ＊ロッジ・アット・ペブルステイ６日間
● パームスプリングス６日間
● サンディエゴ トーリーパインズ＆アビアラ6日間

アメリカP1, 2

● グアムセレクション4日間
● オアフ島ホノルルゴルフセレクション6日間
● ハワイ島マウナラニ＆ホノルル６日間
● マウイ島ワイレアＧＣ＆ホノルル６日間 
● カウアイ島ホクアラ＆ポイプベイ６日間

グアム・ハワイP3, 4

● ベトナム ホーチミンゴルフツアー5日間
● ベトナム ダナンゴルフツアー5日間
● タイ チェンマイゴルフツアー５日間
● タイ パタヤゴルフツアー５日間
● マレーシア クアラルンプール5日間
● マレーシア ボルネオゴルフ４／５日間
● ビンタン＆シンガポール6日間
● アンコールワット＆ゴルフ5日間
● 台北ゴルフセレクション4日間

アジアンゴルフネットワークP5-8

● オーストラリア ゴールドコースト6日間
● ニュージーランド オークランド6日間
● ニューカレドニア 6日間　　　　／7日間
● インドネシア バリ島ゴルフ5日間

南半球　オーストラリア・ニュージーランド
ニューカレドニア・バリ島

P9,10
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〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-2 タツビル2F　TEL.03-3535-5111　FAX.03-3535-2230　営業時間 月〜金9:30〜18:00（土日祭休）

旅行企画・実施  株式会社 ジェットアンドスポーツ 観光庁長官登録旅行業第1076号　（社）日本旅行業協会正会員



スパイグラスヒルＧＣ

ペブルビーチＧＬ

サイプレス
ポイントクラブ

リンクス・アット・
スパニッシュベイ

イン・アット・
スパニッシュベイ

ザ・ロッジ・アット・
ペブルビーチ

カーメル
モントレー

約2時間

サンフランシスコ

［利用航空会社］全日空、ユナイテッド航空
［利用ホテル］ ジ・イン・アット・スパニッシュベイ（3泊）、ニッコーサンフランシスコ（1泊）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］全日空、ユナイテッド航空
［利用ホテル］ ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ（4泊）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

 

 

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、米国空港税（7,000円）、燃油サー
チャージ（21,000円／19年10月現在）が別途必要です。
※1/31〜2/10の期間はPGAツアー「AT&Tプロアマトーナメント（2/6-9）」開催の為、設定外です。

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、米国空港税（7,000円）、燃油サー
チャージ（21,000円／19年10月現在）が別途必要です。
※1/31〜2/10の期間はPGAツアー「AT&Tプロアマトーナメント（2/6-9）」開催の為、設定外です。

出発日 1/5～2/29 11/1～12/20
3/1～4/24

12/21～1/4
5/6～6/30

ランドオンリー
※航空運賃を除く

エコノミークラス利用 598,000円 648,000円 698,000円
500,000円

ビジネスクラス利用 968,000円 1,018,000円 1,068,000円

出発日 1/5～2/29 11/1～12/20
3/1～4/24

12/21～1/4
5/6～6/30

ランドオンリー
※航空運賃を除く

エコノミークラス利用 698,000円 738,000円 798,000円
600,000円

ビジネスクラス利用 1,068,000円 1,108,000円 1,168,000円

1日目 成田発（16：55〜17：00）→＜日付変更線通過＞→サンフランシスコ着（9：10〜9：15）
＝車・約2時間＝ ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

2日目 ホテル・・隣接・・ ★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0Ｒ） ・・ 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス・20分＝ ★ペブルビーチＧＬ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ●出発までフリータイム　ホテル＝車・約2時間＝ ニッコーサンフランシスコ【泊】

5日目 ホテル＝車・30分＝サンフランシコ発（11：00〜11：05）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】

6日目 成田着（15：20〜15：30）

1日目 成田発（16：55〜17：00）→＜日付変更線通過＞→サンフランシスコ着（9：10〜9：15）
＝車・約2時間＝ ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ【泊】

2日目 ホテル＝シャトルバス・20分＝ ★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス・10分＝ ★スパイグラスヒルＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル・・・隣接・・ ★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0Ｒ） ・・ 【同上泊】

5日目 ホテル＝車＝サンフランシコ発（11：00〜11：05）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】

6日目 成田着（15：20〜15：30）

ロッジ・アット・ペブルステイ6日間ペブル＆サンフランシスコ6日間

●成田〜サンフランシスコ間往復航空運賃　●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

●成田〜サンフランシスコ間往復航空運賃　●4泊宿泊料（2名様1室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

ラウ
ンド3ラウ

ンド2

延泊及び1人部屋利用追加代金
（2名様1室・1泊・お一人様あたり）

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ：60,000円
ニッコーサンフランシスコ：28,000円

フライト追加代金（パターン１）

日本発 現地発 エコノミークラス ビジネスクラス
水 日

追加なし 追加なし木 月
金 火

フライト追加代金（パターン2）
土 水

15,000円 310,000円日 木
火 土

フライト追加代金（パターン3） 月 金 30,000円 470,000円
※当ツアーは正規割引航空券（ペックス航空券）を利用します。旅行取消条件等に関しては別途
ご用意した「旅行条件書」でご確認ください。

延泊及び1人部屋利用追加代金
（2名様1室・1泊・お一人様あたり） ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ：100,000円

フライト追加代金（パターン１）

日本発 現地発 エコノミークラス ビジネスクラス
水 日

追加なし 追加なし木 月
金 火

フライト追加代金（パターン2）
土 水

15,000円 310,000円日 木
火 土

フライト追加代金（パターン3） 月 金 30,000円 470,000円
※当ツアーは正規割引航空券（ペックス航空券）を利用します。旅行取消条件等に関しては別途
ご用意した「旅行条件書」でご確認ください。

ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチジ・イン・アット・スパニッシュベイ

アメリカゴルフの聖地 ペブルビーチスペシャル 2名様から
出発可能

2019 2020
秋から春へ

サンフランシスコ空港から陸路で2時間半、開場100周年を記念して全米オープン開催で沸いた憧れのペブルビーチや毎年AT＆Ｔプロ
アマが開催されているスパイグラスヒル、リンクススタイルのスパニッシュベイなど憧れのペブル3コースを今年こそ！

❶

USA ペブルビーチスペシャル

スパイグラスヒルGC 18H 6,855Y P72   R.T.ジョーンズSr.（ジュニアの父）設計ペブルビーチゴルフリンクス 18H 6,799Y P72   J.ネ−ビル／D.グラント設計 1919年開場

リンクス・アット・スパニッシュベイに隣接した、１７マイルドライブ沿
いの太平洋を望む素晴らしい景色が自慢のモダンなホテルです。

ペブルビーチGLの１・１８番ホールの周りに点在する
世界中のセレブが集うロッジタイプのホテルです。



インフォメーション 平均気温 12月 1月 2月 3月 4月

パームスプリングス 最高℃ 18 19 20 20 22
最低℃ 9 10 11 12 12

サンディエゴ 最高℃ 19 19 19 19 20
最低℃ 10 10 11 12 14

TPCスタジアムコース・アット・PGAウエスト 18H 7,266Y P７２ P.ダイ設計 ’86年開場 トーリーパインズGC・サウスコース　18H 7,051Y P72 設計W.ペル

パームスプリングスで日が暮れるまでラウンドをお楽しみください。シンガポール航空利用 ２０２１年全米オープン開催“トーリーパインズＧＣ”とKIAクラシック開催“アビアラＧＣ”をラウンド

ラキンタGC・マウンテンコース ラキンタリゾート&クラブ

パームスプリングス6日間 サンディエゴ トーリーパインズ＆アビアラ6日間

USA パームスプリングス・サンディエゴ

ラウ
ンド3フリー

ラウンド3日間

設定コース コースデータ
マウンテンコース・アット・ラキンタ 18H 6,666Y P72 設計P.ダイ
デューンズコース・アット・ラキンタ 18H 6,424Y P72 設計P.ダイ
J.ニクラストーナメント・アット・PGAウエスト 18H 7,204Y P72 設計J.ニクラス
G.ノーマンコース・アット・PGAウエスト 18H 7,156Y P72 設計G.ノーマン
TPCスタジアムコース・アット・PGAウエスト 18H 7,300Y P72 設計P.ダイ

設定コース コースデータ
アビアラゴルフクラブ 18H 7,007Y P72 設計A.パーマー
トーリーパインズＧＣ・ノースコース 18H 6,781Y P72 設計W.ベル
トーリーパインズＧＣ・サウスコース 18H 7,051Y P72 設計W.ベル

★ラキンタリゾート＆PGAウエスト　フリーラウンドシステムについて
フリーラウンド該当日の1ラウンド目を予約致します。追加ラウンドはホールアウト
後にクラブハウスにてお客様自身でご予約していただきます。尚、各1ラウンド目は
設定コース内の希望コース・スタート時間をお伺いしますが、状況によりご希望に添
えない場合がございますのでご了承ください。

［利用航空会社］シンガポール航空
［利用ホテル］ ラキンタリゾート＆クラブ
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］日本航空 ［利用ホテル］ パークハイアット・アビアラ（2泊）、ロッジ・アット・トーリーパインズ（2泊）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、米国空港税（7,000円）が別途必要です。※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、米国空港税（7,000円）、燃油サーチャージ（２１,600円／19年10月現
在）が別途必要です。※1/9〜28の期間はPGAツアー「ファーマーズインシュランスオープン（1/23-26）」開催の為、設定外です。

出発日 11/1～12/18
4/1～25 1/4～2/29 12/19～1/3

3/1～31
ランドオンリー

※航空運賃を除く
エコノミークラス利用 378,000円 398,000円 438,000円

278,000円
ビジネスクラス利用 578,000円 658,000円 698,000円

出発日 11/1～12/18
4/1～25 1/4～2/29 12/19～1/3

3/1～31
ランドオンリー

※航空運賃を除く
エコノミークラス利用 498,000円 538,000円 578,000円

378,000円
ビジネスクラス利用 798,000円 838,000円 898,000円

1日目 成田発（18：30）→＜日付変更線通過＞→
ロサンゼルス着（11：30）＝車・2時間＝ ラキンタリゾート【泊】

2日目 ホテル・・・シャトルバス・・ ★下記設定コースからお選びください ・・ 【同上泊】

3日目 ホテル・・・シャトルバス・・ ★下記設定コースからお選びください ・・ 【同上泊】

4日目 ホテル・・・シャトルバス・・ ★下記設定コースからお選びください ・・ 【同上泊】

5日目 ホテル＝車＝ロサンゼルス発（14：45）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】

6日目 成田着（19：30）

1日目 成田発（17：05）→＜日付変更線通過＞→サンディエゴ着（09：55）＝
車＝サンディエゴ市内観光後＝ パークハイアット・アビアラ【泊】

2日目 ホテル・・・シャトルバス・・ ★アビアラＧＣ（1.0Ｒ） ・・ 【同上泊】

3日目 ホテル＝車・40分＝ ★トーリーパインズ・ノースコース（1.0Ｒ） ＝
 ロッジ・アット・トーリーパインズ【泊】

4日目 ホテル・・・隣接・・ ★トーリーパインズ・サウスコース ・・ 【同上泊】
5日目 ホテル＝車＝サンディエゴ発（11：45）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】
6日目 成田着（16：45）

●成田〜ロサンゼルス間往復航空運賃　●4泊宿泊料（2名様1室）
●3日間フリーラウンド代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

●成田〜サンディゴ間往復航空運賃　●4泊宿泊料（2名様1室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

延泊及び1人部屋利用追加代金 38,000円（2名様1室利用・1泊・お一人様あたり）

宿泊日追加代金（2名様1室・お一人様あたり） 宿泊日が金・土・日の場合、1泊あたり13,000円追加

フライト追加代金（エコノミークラス） 往路：土・日／復路：金・土の場合、片道15,000円追加

フライト追加代金（ビジネスクラス） 往路：土・日／復路：金・土の場合、片道55,000円追加

ゴルフ場追加代金 PGAウエスト・TPCスタジアムコース：1ラウンド6,000円追加

❷

延泊及び1人部屋利用追加代金
（2名様1室利用・1泊・お一人様あたり）

パークハイアット：30,000円
ロッジ・アット・トーリーパインズ：40,000円

週末ゴルフ追加代金（土・日） 8,000円追加

フライト追加代金（パターン１）

日本発 現地発 エコノミークラス ビジネスクラス
水 日

追加なし 追加なし木 月
金 火

フライト追加代金（パターン2）

土 水 15,000円 100,000円
日 木 15,000円 200,000円
月 金 30,000円 200,000円
火 土 15,000円 200,000円

※当ツアーは正規割引航空券（ペックス航空券）を利用します。旅行取消条件等に関しては別途
ご用意した「旅行条件書」でご確認ください。

2021年全米オープン開催決定！

アラビアゴルフクラブ 18H 7,007Y P72 設計アーノルド・パーマー

ロッジ・アット・トーリーパインズ パークハイアット・アラビア



❸

眩しい海の想い出をいっぱい創ってください。グアム&ハワイ

コ・オリナゴルフクラブ　18Ｈ　6,815Ｙ　Ｐ72オンワード・マンギラオＧＣ 18Ｈ 6,904Ｙ Ｐ72 オアフ島グアム モアナサーフライダー・ウェスティンリゾートオアフ島

グアム セレクション4日間 プレミアム ワイキキ6日間ラウ
ンド2 ラウ

ンド2
空路3時間、海越えマンギラオＧＣ他3コースからお好きなコースをセレクション！ 「ワイキキの貴婦人」と称されるモアナサーフライダーに泊って、超名門コースも含め5コースからセレクション！

ホテルニッコーグアム ハイアットリージェンシー・グアム

デラックスホテルスーペリアホテル

出発日／成田・関西・中部発着 スタンダードホテル スーペリアホテル デラックスホテル
11/1〜12/20、1/5〜8 148,000円 158,000円 178,000円

12/21〜24 168,000円 178,000円 208,000円
1/9〜3/31 178,000円 198,000円 218,000円
12/25〜1/4 358,000円 398,000円 458,000円

延泊及び1人部屋利用
追加代金

（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 14,000円 20,000円 25,000円
12/27〜1/4 24,000円 32,000円 50,000円

出発日／成田・関西・中部発着 成田・関西発 羽田・中部発着
11/1〜12/19（但し12/5〜7発の除く） 278,000円 288,000円

1/3〜3/12 298,000円 318,000円
3/13〜3/31 328,000円 338,000円
12/20〜25 338,000円 348,000円
12/26〜1/2 498,000円 498,000円

設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
オンワード・マンギラオGC 18H　　6,904Y　　P72 30分
オンワード・タロフォフォGC 18H　　6,702Y　　P72 50分
レオパレスリゾートCC 36H　13,219Y　P144 30分
スターツグアムリゾート 27H　10,473Y　P108 20分

※選べるフライトパターン（お好きなフライトをお選びいただけます。）2019年10/3現在のスケジュール
発着地 　 便名 日本発 グアム着 　 便名 グアム発 日本着

成田

往
路

UA827 11：１５ 15：50

復
路

UA828 07：10 09：55
UA197 17：45 22：35 UA196 13：05 16：00
UA874 21：20 01：50+1 UA873 17：10 19：55

関西
UA150 11：05 15：45 UA151 16：50 10：10
UA178
火・木・土 20：45 01：20+1 UA177

火・木・土 07：30 19：50

中部
UA136 11：20 15：50 UA137 17：05 10：20
UA172 20：50 01：20+1 UA171 UA827 19：55

設定コース ホテルからの所要時間 追加代金
ワイケレゴルフクラブ 40分 −
カポレイゴルフクラブ 50分 −
タートルベイ・アーノルドパーマーコース 80分 −
コオリナゴルフクラブ 50分   5,000円

カハラ地区の有名な高級会員制コース
（月・水・木・金のみ） 20分

2名 70,000円
3名以上 50,000円

ビジネスクラス利用追加代金 65,000円追加

日本発：木・金・土曜発追加代金 5,000円追加

特別日出発追加代金 3/19〜20,3/29〜31出発：15,000円追加

利用予定航空会社 ユナイテッド航空

利用予定
ホテル

スタンダードホテル フィエスタリゾートグアム、シェラトングアムリゾート

スーペリアホテル ニッコーグアム、グアムリーフホテル

デラックスホテル ハイアットリージェンシー、ウェスティンリゾート

ビジネスクラス利用追加代金 200,000円追加

日本発・ホノルル発：金・土曜追加代金 6,000円追加（片道あたり）

ホノルル発・特別日追加代金 1/1-5：60,000円追加

利用予定航空会社 全日空、ユナイテッド航空、デルタ航空、日本航空、ハワイアン航空のいずれか

利用予定ホテル モアナサーフライダー・ウェスティンリゾート

延泊及び1人部屋利用
追加代金

（1泊／2名様1室・お一人様）

下記以外の期間 50,000円

12/22〜1/4 60,000円

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし ◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし
●各地〜グアム間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●各地〜ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円／中部3,970円）、
グアム空港税（3,300円）、燃油サーチャージ（6,000円／19年10月現在）が別途必要です。

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／羽田3,610円／関西4,100円／中部
3,970円）、米国空港税（7,000円）、燃油サーチャージ（12,000円／19年10月現在）が別途必要です。

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

1日目 各地発→グアム着＝送迎車・30分＝ グアム【泊】
※下記フライトスケジュールよりお選びください。

2日目 ホテル＝シャトルバス＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル発＝送迎車＝グアム発→各地着

1日目 各地発（19：00〜22：10）→＜日付変更線追加＞→ホノルル着（06：50〜10：20）
＝送迎車・40分＝※チェックインは15時以降 モアナサーフライダー・ウェスティン【泊】

2日目 ホテル＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル　●フリータイム（オプショナルゴルフ・観光等お楽しみください） 【同上泊】

4日目 ホテル＝送迎車＝ホノルル発（09：55〜14：10）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】

4日目 各地着（14：30〜18：30）
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究極のゴルフリゾート ハワイ島・マウイ島・カウアイ島 お勧めの3プランです。

＜ハワイ島・マウイ島・カウアイ島・3コース共通条件＞
※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円、羽田3,610円、関西4,100円、

中部3,970円）、米国空港税（7,000円）、燃油サーチャージ（12,000円／19年10月
現在）が別途必要です。

※日本発及びホノルル発が金・土曜日の場合、6,000円の追加代金がかかります。
※特定日追加代金：ホノルル発が1/1〜5の場合、60,000円の追加代金がかかります。

マウナラニＧＣ・サウスコース 18H　6,938Y　P72ハワイ島 ワイレアＧＣ・エメラルドコース 18Ｈ　6,407Y P72マウイ島 オーシャンコース・アット・ホクアラ 18H 7,156Y P72カウアイ島

ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

ハワイ島マウナラ二＆ホノルル6日間 マウイ島ワイレアＧＣ＆ホノルル6日間

カウアイ島ホクアラ＆ポイプベイ6日間

ラウ
ンド2 ラウ

ンド2

ラウ
ンド2

ラグジュアリーホテルが立ち並ぶコハラコーストに滞在して、マウナラニ・サウス＆ノースコースをお楽しみください。 「全米で最も美しいビーチ」トップ10に選ばれたワイレアで、群青の海をバックに優雅なラウンドを！

ふたりの巨匠の競演 J.ニクラスとR.T.ジョーンズJr．が描いた“ホクアラ＆ポイプベイ”をお楽しみください。

出発日 成田・関西発 羽田・中部発着
11/1〜12/19（但し12/5〜7発の除く） 348,000円 358,000円

1/3〜3/12 358,000円 378,000円
3/13〜3/31 378,000円 388,000円
12/20〜25 498,000円 508,000円
12/26〜1/2 678,000円 678,000円

出発日 成田発着（往路直行便） 関西・中部発着
11/1〜12/19（但し12/5〜7発の除く） 298,000円 308,000円

1/3〜3/12 308,000円 328,000円
3/13〜3/31 328,000円 338,000円
12/20〜25 428,000円 438,000円
12/26〜1/2 598,000円 598,000円

出発日 成田・関西発 羽田・中部発着
11/1〜12/19（但し12/5〜7発の除く） 388,000円 398,000円

1/3〜3/12 398,000円 418,000円
3/13〜3/31 428,000円 438,000円
12/20〜25 558,000円 568,000円
12/26〜1/2 698,000円 698,000円

利用コース データ
ワイレアゴルフクラブ・ゴールドコース 18Ｈ　6,653Ｙ　P72 設計R.T.ジョーンズJr　1994年開場

ワイレアゴルフクラブ・エメラルドコース 18Ｈ　6,407Ｙ　P72 設計R.T.ジョーンズＪr　1994年開場

利用コース データ
マウナラニＧＣ・ノースコース 18Ｈ　6,913Ｙ　P72　設計R.ネルソン　1981年開場

マウナラ二ＧＣ・サウスコース 18Ｈ　6,938Ｙ　P72　設計R.ネルソン　1981年開場

利用コース データ
オーシャンコース・アット・ホクアラ 18Ｈ　7,156Ｙ　P72 設計J．ニクラス　2015年リニューアル

ポイプベイゴルフコース 18Ｈ　6,610Ｙ　P72 設計R.T.ジョーンズJr.　1991年開場

ビジネスクラス利用追加代金 お問い合わせください。
利用予定航空会社 全日空、日本航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空

利用予定ホテル マウイ島：ワイレアビーチマリオット オアフ島：シェラトンワイキキ
延泊及び1人部屋

利用追加代金
（1泊／2名様1室・

お一人様）

下記以外
の期間 38,000円 28,000円

12/22
〜1/4 70,000円 33,000円

ビジネスクラス利用追加代金 お問い合わせください。

利用予定
航空会社

成田発 日本航空

関西・中部発 デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空のいずれか

利用予定ホテル ハワイ島：フェアモント・オーキッド オアフ島：シェラトン・ワイキキ

延泊及び1人部屋
利用追加代金

（1泊／2名様1室・
お一人様）

下記以外
の期間 24,000円 28,000円

12/22
〜1/4 55,000円 33,000円

ビジネスクラス利用追加代金 お問い合わせください。
利用予定航空会社 全日空、日本航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空

利用予定ホテル カウアイ島：カウアイマリオット オアフ島：シェラトンワイキキ
延泊及び1人部屋

利用追加代金
（1泊／2名様1室・

お一人様）

下記以外
の期間 30,000円 28,000円

12/22
〜1/4 60,000円 33,000円

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

●各地〜ハワイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●各地〜マウイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●各地〜カウアイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

1日目
成田発（21：25）→ ハワイ島直行便 →ハワイ島着（09：35）
関西・中部発（19：00〜22：10）→ホノルル乗り換え→ハワイ島着（9：30〜14：00）
＝送迎車・30分＝※チェックイン15時以降 フェアモント・オーキッド【泊】

2日目 ホテル＝シャトルバス・10分＝ ★マウナラ二・ノースコース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス・10分＝ ★マウナラ二・サウスコース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル＝送迎車＝ハワイ島発→ホノルル着＝送迎車・40分＝ シェラトン・ワイキキ【泊】

5日目 ホテル＝送迎車＝ホノルル発（9：55〜14：10）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】

6日目 各地着（14：30〜18：30）

1日目 成田・羽田・関西・中部発（19：00〜22：10）→ホノルル乗り換え→
マウイ島（9：30〜14：00）＝送迎車・30分＝ ワイレアビーチマリオット【泊】

2日目 ホテル＝シャトルバス＝ ★ワイレアＧＣ・ゴールドコース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトルバス＝ ★ワイレアＧＣ・エメラルドコース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
4日目 ホテル＝送迎車＝マウイ島発→ホノルル着＝送迎車・40分＝ シェラトンワイキキ【泊】
5日目 ホテル＝送迎車＝ホノルル発（9：55〜14：10）→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】
6日目 各地着（14：30〜18：30）
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◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：朝食3回 ◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：朝食3回
●各地〜ホーチミン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：朝食3回
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

成田・関西〜ダナン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：朝食3回
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

ホーチミンゴルフツアー5日間

ホーチミン ダナンダナン

ホイアナショアーズＧＣ18Ｈ 7,401Y P71 2019年開場ダナンゴルフクラブ 27Ｈ 10,060Ｙ Ｐ108ロンタンゴルフリゾート 36Ｈ 14,060Ｙ Ｐ72

ニューワールドホテル ニッコーサイゴン ノボテルダナン・プレミアハンリバー

ツインダブスゴルフクラブ 27Ｈ 10,744Ｙ Ｐ108 ザ・モンゴメリーリンクス・ダナン 18Ｈ 6,602Ｙ P72

シェラトングランド・ダナンリゾート

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円／中部3,970円）、
ベトナム空港税（2,300円）、燃油サーチャージ（6,540円／19年10月現在）が別途必要です。

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円）、ベトナム空港税
（2,300円）、燃油サーチャージ（6,540円／19年10月現在）が別途必要です。

出発日／成田・関西・中部発着 スタンダードホテル スーペリアホテル デラックスホテル
1/6〜31 158,000円 168,000円 178,000円

11/1〜12/20 168,000円 178,000円 188,000円
2/1〜3/31 178,000円 188,000円 198,000円
12/20〜27 208,000円 218,000円 228,000円
12/28〜1/5 268,000円 278,000円 288,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 108,000円 110,000円 128,000円
延泊及び1人部屋

利用追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 9,000円 12,000円 14,000円
12/27〜1/4 18,000円 24,000円 28,000円

出発日／成田・関西発着 スタンダードホテル
＜市内シティホテル＞

スーペリアホテル
＜ビーチリゾート＞

デラックスホテル
＜ビーチリゾート＞

11/1〜24 168,000円 178,000円 218,000円
1/6〜31 178,000円 188,000円 228,000円

2/1〜3/31 188,000円 198,000円 238,000円
12/25〜27 248,000円 258,000円 298,000円
12/28〜1/5 288,000円 308,000円 348,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 118,000円 138,000円 148,000円
延泊及び1人部屋

利用追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 12,000円 16,000円 20,000円
12/27〜1/4 22,000円 30,000円 42,000円

厳選4コースからセレクション！ アフターゴルフ充実のエネルギッシュな街“ホーチミン”を満喫！

1日目 成田・中部・関西発（9：30〜10：30）→ホーチミン着（14：00〜14：30）
＝車・30分＝ ホーチミン【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）　フリータイム（オプショナルゴルフ、観光等お楽しみください）　
チェックアウト18時まで延長　ホテル発＝車＝ホーチミン空港 【機中泊】

5日目 ホーチミン発（00：15〜00：25）→成田・関西・中部着（07：00〜07：45）

1日目 成田・関西発（09：30〜10：00）→ダナン着（12：05〜14：25）
＝車（市内ホテルまで20分／ビーチリゾートまで30分）＝ ダナン【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）　フリータイム（オプショナルゴルフ、観光等お楽しみください）　
チェックアウト21時まで延長　ホテル発＝車＝ダナン空港 【機中泊】

5日目 ダナン発（00：20〜00：30）→成田・関西着（07：00〜07：35）

ダナンゴルフツアー5日間
成田・関西から直行便就航！ 青い海と澄んだ空気が魅力のビーチリゾート・ダナンが面白い

アジアンゴルフネットワーク PART1  ベトナム

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ラウ
ンド2 ラウ

ンド2

設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
ベトナムゴルフ＆カントリークラブ 36H　13,757Ｙ　　P72 40分
ロンタンゴルフリゾート 36H　14,060Y　P144 80分
ツインダブスゴルフクラブ 27H　10,744Y　P108 80分
タン・ソン・ニャットゴルフクラブ 27H　12,917Y　P108 30分

設定コース コースデータ 設計者
ザ・モンゴメリーリンクス 18H　　6,602Ｙ　　P72 コリン・モンゴメリー
ダナンゴルフクラブ 27H　10,060Y　P108 G.ノーマン（18Ｈ）、J.ニクラス（9Ｈ）
ヴィンパールゴルフ・ナムホイアン 18H　　7,011Y　　P72 IMGデザイン社
バーナーヒルズＧＣ 18H　　7,162Y　　P72 ルーク・ドナルド
ホイアナショアーズＧＣ（19年11月開場） 18H　　7,401Y　　P71 R.T.ジョーンズJr.

ビジネスクラス利用追加代金 170,000円追加
週末ゴルフプレー追加代金（土・日・ベトナム祝日） 5,000円追加

利用予定航空会社 ベトナム航空

利用予定
ホテル

スタンダードホテル ニューワールドホテル、コンチネンタル
スーペリアホテル ルネッサンスリバーサイド、ロッテレジェンド
デラックスホテル シェラトンサイゴン、ニッコーサイゴン、マジェスティック

ビジネスクラス利用追加代金 140,000円
週末ゴルフプレー追加代金（土・日・ベトナム祝日） 4,000円追加

利用予定航空会社 ベトナム航空

利用予定
ホテル

スタンダードホテル ノボテルダナン、グランドメルキュール
スーペリアホテル プルマンリゾート、フラマーダナン
デラックスホテル シェラトングランド、ハイアットリージェンシー

デラックスホテル デラックスホテルスタンダードホテル スタンダードホテル

ダナン

ハノイ

ホーチミン

プノンペン

バンコク

チェンマイ

成田・関西から
直行便で5時間半

成田・関西・中部・福岡
から直行便就航

ベトナムカンボジア

タイ



❻

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし ◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし
●各地〜チェンマイ間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：3朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●各地〜バンコク間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：3朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

チェンマイゴルフツアー5日間

チェンマイ パタヤ パタヤ

アルパインゴルフリゾート　18Ｈ　7,541Ｙ　Ｐ72

チェンマイプラザホテル メリディアンチェンマイ ベイビューホテル

チェンマイハインラドゴルフリゾート 18Ｈ 7,049Ｙ Ｐ72 サイアムＣＣ・プランテーションコース 27Ｈ 11,224Ｙ

アマリオーシャン

サイアムＣＣ・オールドコース　18Ｈ　6,533Ｙ　Ｐ72 レムチャバンインターナショナルCC　27Ｈ 10,384Y P108

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円／中部3,970円）、
タイ空港税（2,300円）、燃油サーチャージ（7,800円／19年10月現在）が別途必要です。

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円／中部3,970円）、
タイ空港税（2,300円）、燃油サーチャージ（７,800円／19年10月現在）が別途必要です。

出発日／成田・関西・中部発着 スーペリアホテル デラックスホテル
11/1〜12/19 158,000円 188,000円

1/4-31,3/1〜31 168,000円 198,000円
2/1〜29 178,000円 208,000円

12/20〜27、1/1〜3 218,000円 248,000円
12/28〜31 278,000円 318,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 108,000円 138,000円
延泊及び1人部屋利用

追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 6,000円 12,000円
12/27〜1/4 12,000円 24,000円

出発日／成田・関西・中部発着 スーペリアホテル デラックスホテル
11/1〜12/19 198,000円 218,000円

1/4-31,3/1〜31 218,000円 238,000円
2/1〜29 228,000円 248,000円

12/20〜27、1/1〜3 278,000円 298,000円
12/28〜31 328,000円 348,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 148,000円 168,000円
延泊及び1人部屋利用

追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 10,000円 15,000円
12/27〜1/4 18,000円 15,000円

タイ北部のチェンマイはコンパクトな街。ショッピングやマッサージなどアフターゴルフ充実です。

1日目 成田・中部・関西発（09：45〜11：00）→バンコク乗り換え→
チェンマイ着（18：25〜20：00）＝車・30分＝ チェンマイ【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目
ホテル（朝食）　フリータイム（オプショナルゴルフ、観光等お楽しみください）
チェックアウト18時まで延長　ホテル発＝車＝チェンマイ発（17：15〜19：20）→
バンコク乗り換え→ 【機中泊】

5日目 成田・関西・中部着（06：20〜07：40）

1日目 成田・中部・関西発（09：45〜11：45）→バンコク着（15：15〜17：05）
＝車・90分＝ パタヤ【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）　フリータイム（オプショナルゴルフ、観光等お楽しみください）　
チェックアウト18時まで延長　ホテル発＝車＝バンコク発（22：30〜24：05）→ 【機中泊】

5日目 成田・関西・中部着（06：20〜07：40）

パタヤゴルフツアー5日間
バンコクから車で90分　“パタヤ”はトーナメントコースが目白押しのゴルフパラダイスです。

アジアンゴルフネットワーク PART2  タイランド

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ラウ
ンド2 ラウ

ンド2

設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
チェンマイハイランドゴルフリゾート 18H　7,049Ｙ　P72 50分
アルパインゴルフリゾート・チェンマイ 18H　7,541Y　P72 40分
サミット・グリーンチェンマイＣＣ 18H　7,202Y　P72 30分
ロイヤルチェンマイゴルフクラブ 18H　6,969Y　P72 30分

設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
サイアムＣＣ・ウォーターサイドコース 18H　　7,454Ｙ　　P72 30分
サイアムＣＣ・プランテーションコース 27H　11,224Y　P108 30分
サイアムＣＣ・オールドコース 18H　　6,533Y　　P72 30分
レムチャバンインターナショナルＣＣ 27H　10,384Y　P108 40分

ビジネスクラス利用追加代金 180,000円追加
日本発・現地発：土・日・月曜 追加代金 3,000円追加
週末ゴルフプレー追加代金（土・日・タイ祝日） 3,000円追加

利用予定航空会社 タイ航空
利用予定
ホテル

スーペリアホテル チェンマイプラザ、チェンマイオーキッド
デラックスホテル メリディアン・チェンマイ、シャングリラ・チェンマイ

ビジネスクラス利用追加代金 180,000円追加
日本発・現地発：土・日・月曜 追加代金 3,000円追加
週末ゴルフプレー追加代金（土・日・タイ祝日） 3,000円追加

利用予定航空会社 タイ航空
利用予定
ホテル

スーペリアホテル ベイビューホテル、A−ONEロイヤルクルーズ
デラックスホテル アマリオーシャン、デュシタニ

デラックスホテルスーペリアホテルデラックスホテルスーペリアホテル

タイ・インフォメーション
　 平均気温 11月 12月 1月 2月 3月

チェンマイ

最高℃ 30 29 29 33 35

最低℃ 18 15 14 15 19

降水量㎜ 58.5 19.7 8.8 7.5 23.3

パタヤ

最高℃ 31 31 31 32 33

最低℃ 25 24 24 25 26

降水量㎜ 117 16.9 26.4 28 61



❼

クアラルンプール ボルネオクアラルンプール

ステラハーバーＧ＆ＣＣ　27Ｈ 10,384Y P108‘98ゴルフワールドカップ開催
マインズリゾート＆ＣＣ　18Ｈ　6,533Ｙ　Ｐ72

PGAツアー・CIMBクラシック開催
TPCクアラルンプール・イースト＆ウエスト36H

アジアンゴルフネットワーク PART3  マレーシア

イスタナホテル（ブキッビンタン） ＪＷマリオット（ブキッビンタン） マゼランステラリゾート

エネルギッシュなクアラルンプールの街並み ダリットベイＧ＆ＣＣ　18Ｈ　6,968Ｙ　P72

ボルネオ島ゴルフ4・5日間
マレーシア航空・コタキナバル直行便（月・木曜発）で6時間、スーパーゴルフリゾート・ボルネオ！

ラウ
ンド2

ナイトゴルフも楽しい！

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：朝食3回
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：毎朝食

●成田・関西〜クアラルンプール間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：朝食3回
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●成田〜コタキナバル間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2/3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：毎朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

クアラルンプール5日間

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円）、マレーシア空港税
（2,000円）、燃油サーチャージ（1,500円／19年10月現在）が別途必要です。

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円）、マレーシア空港税（2,000円）、 
燃油サーチャージ（1,500円／19年10月現在）が別途必要です。

出発日／成田・関西発着 スーペリアホテル デラックスホテル ラグジュアリーホテル
11/1〜24 168,000円 188,000円 208,000円
1/6〜31 178,000円 198,000円 218,000円

2/1〜3/31 198,000円 218,000円 238,000円
12/25〜27 248,000円 268,000円 288,000円
12/28〜1/5 298,000円 318,000円 338,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 115,000円 135,000円 155,000円
延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様） 8,000円 13,000円 18,000円

出発日／成田発着 月曜発・4日間2R 木曜発・5日間2Ｒ
11/1〜24 148,000円 158,000円
1/6〜31 168,000円 178,000円

2/1〜3/31 178,000円 188,000円
12/25〜27 238,000円 248,000円
12/28〜1/5 278,000円 288,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 98,000円 108,000円
1人部屋利用追加代金 36,000円 48,000円

大都会クアラルンプールに泊って、米・欧・アジアPGAトーナメントコース含め7コースからセレクション。

1日目 成田・関西発（09：55〜10：10）→クアラルンプール着（15：55〜17：05）
＝車・60分＝ クアラルンプール【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コース（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）　フリータイム　チェックアウト18時まで延長　
ホテル発＝車＝クアラルンプール発（22：40〜23：35）→ 【機中泊】

5日目 成田・関西着（05：40〜07：15）

月曜発4日間スケジュール
1日目（月）成田発（09：30）→MH直行便→コタキナバル着（15：00）＝車・10分＝ マゼランステラ【泊】
2日目（火）ホテル（朝食）＝シャトルバス＝ ★ステラハーバＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目（水）ホテル（朝食）＝車・50分＝ ★ダリットベイＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）
チェックアウト21時迄延長 【機中泊】

4日目（木）コタキナバル発（24：50）→成田着（07：20）

木曜発5日間スケジュール
1日目（木）成田発（09：30）→MH直行便→コタキナバル着（15：00）＝車・10分＝ マゼランステラ【泊】
2日目（金）ホテル（朝食）＝シャトルバス＝ ★ステラハーバＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）＝ 【同上泊】
3日目（土）ホテル（朝食）＝車・50分＝ ★ダリットベイＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ） ＝【同上泊】

4日目（日）ホテル（朝食）　●フリータイム（オプショナルゴルフ：ネクサスリゾート　15,000円）
チェックアウト21時迄延長 【機中泊】

5日目（月）コタキナバル発（24：50）→成田着（07：20）

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ラウ
ンド2

設定コース ホテルからの
所要時間

追加料金
平日 土・日・祝

スンガイロンゴルフ＆ＣＣ 40分 − −
IOIリゾート・パームガーデンＧＣ 40分 5,000円 13,000円
マインズリゾート＆ＣＣ 30分 10,000円 13,000円（PMのみ）
グレンメリーゴルフ＆ＣＣ 40分 − 5,000円（3名以上）
トロピカーナゴルフ・カントリーリゾート 30分 − プレー不可
TPCクアラルンプール・イーストコース 20分 13,000円 15,000円（3名以上）
TPCクアラルンプール・ウエストコース 20分 18,000円 20,000円（3名以上）

設定コース コースデータ
ステラハーバーゴルフ＆ＣＣ 27Ｈ　10,296Ｙ　Ｐ108　設計Ｇ.マーシュ
ダリットベイゴルフ＆ＣＣ 18Ｈ　　6,968Ｙ　　P72　設計E.G.パースロー
ネクサスリゾート・カランブナイ（オプショナル） 18Ｈ　　6,805Ｙ　　P72　設計Ｒ.フリーム

ビジネスクラス利用追加代金 180,000円追加
利用予定航空会社 マレーシア航空

利用予定
ホテル

スーペリアホテル イスタナホテル、プルマンＫＬＣＣ
デラックスホテル ＪＷマリオット、リッツカールトン

ラグジュアリーホテル シャングリラ、バニアンツリー

ビジネスクラス利用追加代金 180,000円追加
利用予定航空会社 マレーシア航空（コタキナバル直行便／月・木曜発週2便）

利用予定ホテル ザ・マゼランステラリゾート（ガーデンビュー）
※シービュー（海側）指定の場合は、1泊1部屋3,000円追加

月・木曜発の8日間コースも設定可能です。詳しくは担当者にお問い合わせください。

デラックスホテルスーペリアホテル

コナキタバル
クアラルンプール

成田・関西から
直行便（約7時間）

成田から毎週月・木曜
直行便（約6時間）



❽

インドネシア 台 湾 カンボジア

リアビンタンゴルフ＆ＣＣ　27H　10,200Ｙ　Ｐ108　
設計G.プレイヤー

ミラマーゴルフクラブ　36Ｈ　12,715Ｙ　Ｐ144 
設計J.ニクラス

アンコールゴルフリゾート　18Ｈ　7,239Y　P108　
設計N.ファルド

アジアンゴルフネットワーク PART4  インドネシア・シンガポール・カンボジア・台湾

●各地〜シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：4朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●各地〜シェムリアップ間往復航空運賃　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：3朝・1昼
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

ビンタン島＆シンガポール6日間

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（羽田3,610円／関西4,100円／中部3,970円）、シン
ガポール空港税（2,000円）、燃油サーチャージ（9,000円／19年10月現在）が別途必要です。

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円／中部3,970円）、シェ
ムリアップ空港税（2,000円）、燃油サーチャージ（6,540円／19年10月現在）が別途必要です。

出発日 11/1〜12/20 1/4〜31 2/1〜3/31 12/21〜26 12/27〜1/3

羽田・関西・中部発 258,000円 278,000円 288,000円 358,000円 398,000円
出発日 11/1〜12/20 1/6〜31,3/1〜31 2/1〜29 12/21〜1/5

成田・関西・中部発 188,000円 198,000円 228,000円 308,000円

シンガポールから高速船で50分、ビンタン島でゴルフ三昧の後は憧れのマリーナベイサンズに泊る！

1日目 各地発（09：30〜10：30）→ホーチミン又はハノイ乗り換え→
シェムリアップ着（17：10〜18：50）＝車・約30分＝ アンコールパレスリゾート【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車・20分＝ ★フォキトラーＣＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）●アンコール遺跡群観光（アンコールトム・アンコールワット観光） 【同上泊】

4日目
ホテル（朝食）＝車・10分＝ ★アンコールゴルフリゾート（1.0Ｒ）
チェックアウトは出発まで延長　ホテル発＝車＝シェムリアップ発（18：30〜20：50）→　
ホーチミン又はハノイ乗り換え→ 【機中泊】

5日目 成田着（07：00〜07：45）

アンコールワット＆ゴルフ5日間
世界の人気観光地NO.1アンコール遺跡と美しく戦略性に富んだN.ファルド設計コースをお楽しみください。

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ラウ
ンド3 ラウ

ンド2

世界遺産・アンコール遺跡観光付

空路3時間、Ｊニクラス設計のミラマーＧＣや開場100周年の名門・旧淡水ＧＣなど4コースからセレクション。アフターゴルフも充実した人気の台北ゴルフです。

1日目 各地発（07：55〜09：50）台北着（10：55〜12：30）＝車＝ 台北【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コースより1.0Ｒ ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル（朝食）＝車＝ ★下記設定コースより1.0Ｒ ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）＝台北発（16：20〜18：25）各地着（20：20〜22：05）

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（羽田3,570円／成田3,660円／関西4,100円／中部
3,970円）、台湾空港税（2,300円）、燃油サーチャージ（5,600円／19年10月現在）が別途必要です。

◆現地係員　◆最少催行人員：2 名　◆食事：朝食3回

●各地〜台北間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：朝食3回
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に 
含まれるもの台北ゴルフセレクション4日間 ラウ

ンド2

設定コース コースデータ 設計者
ミラマーゴルフクラブ ３６Ｈ　１３，６１２Ｙ　Ｐ７２ J.ニクラス
大渓ゴルフクラブ ２７Ｈ　１０，４７８Ｙ　Ｐ１０８ Ｒ.Ｔ.ジョーンズＪｒ
台湾（旧淡水）ゴルフクラブ １８Ｈ　 6,950Ｙ　Ｐ７２ 赤星四郎
長庚ゴルフクラブ ２７Ｈ　１０，８７５Ｙ　Ｐ１０８ 渡辺弘

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：4朝食

［利用予定航空会社］ベトナム航空　［利用予定ホテル］　アンコールパレスリゾート（3泊）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：3朝・1昼食

設定コース コースデータ
ビンタンラグーン・シービューコース 18Ｈ　　6,420Ｙ　　Ｐ72　設計J．ニクラス

ビンタンラグーン・ウッドランドコース 18Ｈ　　6,221Ｙ　　Ｐ72　設計I.ベーカーフィンチ

リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ 27Ｈ　10,200Y　P108　設計ゲーリー・プレイヤー

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊・2名様1室・お一人様あたり）

ビンタンラグーン マリーナベイサンズ
12,000円 35,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 195,000円
ビジネスクラス利用追加代金 お問い合わせください。

利用予定航空会社 全日空、シンガポール航空、日本航空のいずれか
利用予定
ホテル

ビンタン島（3泊） ビンタンラグーンリゾート（シービュールーム）
シンガポール（1泊） マリーナベイサンズ　＊シャワーオンリー

延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊・2名様1室・お一人様あたり）

右記期間を除く 12/24〜1/5
12,000円 17,000円

ビジネスクラス利用追加代金 180,000円追加

1919年開場　台湾（旧淡水）ゴルフクラブ 大渓ゴルフクラブ 27H 10,478Y P108

ビジネスクラス利用追加代金 70,000円追加
週末ゴルフプレー追加代金（土・日・台湾祝日） 5,000円追加
フライト追加代金（往路:土曜日／復路：日曜発） 片道あたり4,000円追加

利用予定航空会社 チャイナエアライン

利用予定
ホテル

スーペリアホテル ハワードプラザ、グロリアプリンス、インペリアル
デラックスホテル アンバサダーホテル、シャーウッド台北

ラグジュアリーホテル リージェント、オークラプレステージホテル

出発日 スーペリアホテル デラックスホテル ラグジュアリーホテル
1/3〜3/10 168,000円 188,000円 218,000円

11/1〜12/26 178,000円 198,000円 228,000円
3/11〜4/20 198,000円 218,000円 248,000円
12/27〜1/2 248,000円 268,000円 298,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 118,000円 128,000円 168,000円
延泊及び1人部屋利用追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様） 11,000円 15,000円 25,000円

1日目 羽田・関西・中部発（10：30〜11：00）シンガポール着（16：25〜17：40）＝
フェリー50分〜ビンタン島（20：00頃）＝ ビンタンラグーンリゾート【泊】

2日目 ホテル（朝食）…隣接… ★ビンタンラグーン・シービューコース（1.0Ｒ） … 【同上泊】

3日目 ホテル（朝食）＝シャトル・10分＝ ★リアビンタンＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）…隣接… ★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（1.0Ｒ）
ビンタン島〜フェリー〜シンガポール着＝車・10分＝ マリーナベイサンズ【泊】

5日目 ホテル（朝食）　チェックアウト11時　●出発までフリータイム
夜：ホテル＝シンガポール発（22：20〜25：30） 【機中泊】

6日目 羽田・関西・中部着（05：55〜08：45）
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オーストラリア ゴールドコースト6日間 ニュージーランド オークランド6日間

オーストラリア ニュージーランドオーストラリア

ガルフハーバーＣＣ　18Ｈ　6,410Ｍ　P72
設計R.T.ジョーンズＪr.

ザ・グレイズＧＣ　18Ｈ　6,431Ｍ　Ｐ72
設計G.ノーマン

リンクスホープアイランド　18Ｈ　6,412Ｍ　Ｐ72
設計P.トムソン

年間を通じて温暖なゴルファーズパラダイスでJ.ニクラス、G.ノーマン設計のフラットなリゾートコースの数々を・・・ 人気のシーサイドコース・ガルフハーバーＧＣや最新のリンクス・ウィンドロスファームGCも楽しみです。

南半球 オーストラリア・ニュージーランド

ラウ
ンド3 ラウ

ンド2

設定コース コースデータ
ザ・グレイズＧＣ 18Ｈ　6,431Ｍ　Ｐ72　設計Ｇ.ノーマン
リンクスホープアイランド 18Ｈ　6,412Ｍ　P72　設計P.トムソン
レイクランズゴルフクラブ 18Ｈ　6,489Ｍ　P72　設計Ｊ.ニクラス

設定コース コースデータ
ガルフハーバーカントリークラブ 18Ｈ　6,410Ｍ　Ｐ72　設計R.T.ジョーンズJr
ウィンドロスファームGC 18Ｈ　5,898Ｍ　P72　設計B.トムソン
ティティランギゴルフクラブ（オプショナル） 18Ｈ　6,028Ｍ　P70　設計A.マッケンジー

マントラレジェンド スタンフォードプラザヒルトンサーファーズパラダイス ヒルトンオークランド

レイクランズゴルフクラブ　18Ｈ　6,489Ｍ　Ｐ72　設計J.ニクラス ウィンドロスファームＧＣ　18Ｈ　5,898Ｍ Ｐ72　設計B.トムソン

デラックスホテル デラックスホテルスーペリアホテル スーペリアホテル

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし ◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし
●成田〜ブリスベン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●4泊宿泊料（2名様1室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●成田〜オークランド間往復航空運賃（エコノミークラス）●4泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、オーストラリア空港税（4,000円）
が別途必要です。

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、ニュージーランド空港税（5,000
円）が別途必要です。

出発日／成田発着 スーペリアホテル デラックスホテル
3/16〜31 258,000円 298,000円

11/1〜12/5 268,000円 298,000円
2/12〜3/15 308,000円 338,000円

12/6〜19,1/6〜2/11 338,000円 368,000円
12/20〜1/5 398,000円 428,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 168,000円 208,000円
延泊及び1人部屋利用

追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 11,000円 22,000円
追加代金 25,000円 40,000円

出発日／成田発着 スーペリアホテル デラックスホテル
3/16〜31 308,000円 358,000円

11/1〜12/5 328,000円 378,000円
2/12〜3/15 348,000円 398,000円

12/6〜19,1/6〜2/11 378,000円 428,000円
12/20〜1/5 498,000円 548,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 198,000円 248,000円
延泊及び1人部屋利用

追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 18,000円 28,000円
12/20〜1/5 30,000円 45,000円

1日目 成田発（19：30）→ 【機中泊】

2日目 ブリスベン着（05：40）＝車＝●ローンパインコアラパーク入園後、ホテルへ
 ゴールドコースト【泊】

3日目 ホテル＝車・30分＝ ★ザ・グレイズＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
4日目 ホテル＝車・40分＝ ★リンクスホープアイランド（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
5日目 ホテル＝車・40分＝ ★レイクランズＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
6日目 ホテル＝車＝ブリスベン発（09：25）→成田着（17：30）

1日目 成田発（18：30）→ 【機中泊】

2日目 オークランド着（09：05）＝車＝●オークランド市内観光後、ホテルへ オークランド【泊】

3日目 ホテル＝車・40分＝ ★ガルフハーバーＣＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル＝車・40分＝ ★ウィンドロスファームＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

5日目 ホテル　●フリータイム（オプショナルゴルフや観光などお楽しみください） 【同上泊】

6日目 ホテル＝車＝オークランド発（09：50）→成田着（16：50）

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ビジネスクラス利用追加代金 300,000円追加
利用予定航空会社 カンタス航空

利用予定
ホテル

スーペリアホテル マントラレジェンド、ノボテルサーファーズパラダイス
デラックスホテル ヒルトンサーファーズパラダイス、ザ・スターグランド（旧ジュピターカジノ）

ビジネスクラス利用追加代金 380,000円追加
利用予定航空会社 ニュージーランド航空

利用予定
ホテル

スーペリアホテル スタンフォードプラザ、リッジス・オークランド
デラックスホテル ヒルトン、スカイシティグランド

インフォメーション 平均気温 11月 12月 1月 2月 3月

ゴールドコースト
最高℃ 27 28 29 28 28
最低℃ 18 20 21 21 19

降水量（㎜） 118.1 150.2 188.5 194.5 181

インフォメーション 平均気温 11月 12月 1月 2月 3月

オークランド
最高℃ 20 22 24 24 23
最低℃ 12 15 16 16 15

降水量（㎜） 50.9 73.9 51.7 65 71.4

オークランド

ゴールドコースト

成田から直行便で
約9時間

成田から直行便で
10時間30分



�

ニューカレドニア6日間　　 /7日間

ニューカレドニア バリ島

エクスクルーシブ・デヴァゴルフ18Ｈ 6,663Ｍ Ｐ72　設計ダイ・デザイン社 バリナショナルゴルフクラブ　18Ｈ　6,439Ｙ Ｐ72　設計N.ハワーズ

南太平洋に浮かぶ「天国にいちばん近い島」で有名なニューカレドニア！癒しのゴルフ旅をお楽しみください。

インドネシア バリ島ゴルフ5日間
夕陽が綺麗なロナルド・フリーム設計・ニュークタＧＣとヌサドゥアのホテルエリアに隣接するバリナショナルＧＣの2プレー！

南半球 ニューカレドニア・バリ島

ラウ
ンド3ラウ

ンド2 ラウ
ンド2

設定コース コースデータ
バリナショナルゴルフクラブ 18Ｈ　6,439Ｙ　Ｐ72　設計N.ハワーズ　2014年改修
ニュークタゴルフクラブ 18Ｈ　6,713Ｙ　P72　設計 R.フリーム　2007年開場
ブキットパンダワＧＣ（オプショナル） 18Ｈ　2,765Ｙ　P54　本格的なパー3コース

メリアバリ ムリアリゾート

デラックスホテルスーペリアホテル

メリディアン・ヌメア シェラトンニューカレドニア

ゴルフ・デ・ティナ　18Ｈ　5,889M　P72 ブキットパンダワＧＣ　18Ｈ　2,765Ｙ　P72（オプショナル）

絶景の海をバックに本格的なパー3コース

おしゃれなバンガローに泊まる！

インフォメーション
　 平均気温 12月 1月 2月 3月 4月

ニューカレドニア
（ヌメア）

最高℃ 29 29 29 29 27

最低℃ 22 23 24 23 22

降水量㎜ 45.6 80.9 84.6 129.7 75.6

バリ島

最高℃ 28 28 28 28 28

最低℃ 23 23 23 23 23

降水量㎜ 93.5 125.9 101.3 57.4 22.2

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：3朝食

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：毎朝食

●成田・関西〜デンパサール間往復航空運賃（エコノミークラス）●3泊宿泊料（2名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　●食事：3朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

●成田〜ヌメア間往復航空運賃（エコノミークラス）●4/5泊宿泊料（2名様1室）
●2.0〜3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：毎朝食
●日程に明示された空港〜ホテル〜ゴルフ場間の送迎料

※空港施設使用料及び国際観光旅客税（成田3,660円／関西4,100円）、インドネシア空港
税（2,000円）、燃油サーチャージ（12,000円／19年10月現在）が別途必要です。

※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税（3,660円）、ニューカレドニア空港税（4,000
円）、燃油サーチャージ（12,000円／19年10月現在）が別途必要です。

出発日／成田・関西発着 スーペリアホテル デラックスホテル
11/1〜12/20 188,000円 228,000円
1/5〜2/29 198,000円 238,000円
3/1〜4/25 208,000円 248,000円
12/21〜27 228,000円 268,000円
12/28〜1/4 298,000円 338,000円

ランドオンリー（航空運賃を除く旅行代金） 118,000円 158,000円
延泊及び1人部屋利用

追加代金
（1泊／2名様1室・お一人様）

下記期間を除く 12,000円 20,000円
12/20〜1/5 24,000円 40,000円

出発日／成田発着 火・金・日曜発6日間 水・土・日曜発7日間
10/27〜12/13 298,000円 328,000円

1/3〜2/6、2/17〜3/31 318,000円 348,000円
2/7〜16 338,000円 368,000円

12/14〜26 358,000円 388,000円
12/27〜1/2 458,000円 498,000円

1人部屋利用追加代金 100,000円 115,000円

1日目 成田・関西発（10：30〜11：00）→デンパサール着（16:50〜17：45）＝車＝バリ島【泊】

2日目 ホテル（朝食）＝車・10分＝ ★バリナショナルＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル（朝食）＝車・50分＝ ★ニュークタＧＣ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル（朝食）　●出発までフリータイム（オプショナルゴルフ：ブキットパンダワＧＣ）
チェックアウト18時まで延長　夜：ホテル＝車＝ 【機中泊】

5日目 デンパサール発（00：45）→成田・関西着（08：30）

火・金・日曜発6日間2ラウンド　スケジュール
1日目 成田発（12：15）→ヌメア着（22：50）＝車・60分＝ メリディアン・ヌメア【泊】
2日目 ホテル（朝食）＝車・20分＝ ★ティナゴルフ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）　●フリータイム（アメデ灯台観光やイルデパン日帰り観光等） 【同上泊】
4日目 ホテル（朝食） 午後発＝車・2.5時間＝ シェラトングランド・デヴァ【泊】
5日目 ホテル（朝食）・・ ★デヴァゴルフ（1.0Ｒ）　ホテル発＝車・90分＝ヌメア空港 【機中泊】
6日目 ヌメア発（24：50）→成田着（07：55）

水・土・日曜発7日間3ラウンド　スケジュール
1日目 成田発（12：15）→ヌメア着（22：50）＝車・60分＝ メリディアン・ヌメア【泊】
2日目 ホテル（朝食）＝車・20分＝ ★ティナゴルフ（1.0Ｒ） ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル（朝食）　●フリータイム（アメデ灯台観光やイルデパン日帰り観光等） 【同上泊】
4日目 ホテル（朝食） 午後発＝車・2.5時間＝ シェラトングランド・デヴァ【泊】
5日目 ホテル（朝食）・・ ★デヴァゴルフ（1.0Ｒ） ・・ 【同上泊】
6日目 ホテル（朝食）・・ ★デヴァゴルフ（1.0Ｒ）　ホテル発＝車・90分＝ヌメア空港 【機中泊】
7日目 ヌメア発（24：50）→成田着（07：55）

旅行代金に 
含まれるもの

旅行代金に 
含まれるもの

ビジネスクラス利用追加代金 150,000円追加

利用予定航空会社 ガルーダインドネシア航空

利用予定
ホテル

スーペリアホテル メリアバリ、ウェスティン・バリ

デラックスホテル ムリアリゾート、リッツカールトン・バリ

ビジネスクラス利用追加代金 300,000円追加
利用予定航空会社 エア・カラン

利用予定
ホテル

ヌメア メリディアン・ヌメア（オーシャンビュー）
デヴァ シェラトングランド・デヴァ（ドメインバンガロー）
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TEL.03-3535-5111
www.jetgolf.co.jp

詳しい旅行条件（全文）を説明したご案内書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込みください。

株式会社 ジェットアンドスポーツ 〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-2 タツビル2F

営業時間 月〜金 9:30〜18:00  土日祭休　担当 加藤三男 澤木幸子 高瀬仁
観光庁長官登録旅行業第1076号　（社）日本旅行業協会正会員 　FAX.03-3535-2230

ジェットゴルフ海外募集型企画旅行条件書（要旨） お申込みの際に、詳しい旅行条件（全文）を説明したご案内をお渡しします。
事前にご確認の上、お申込みください。

ジェットゴルフ海外ツアー お申込みからご出発まで

1．募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）ジェットアンドスポーツ（以下「当社」
という。）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」といいます。）を締結することになります。
旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホー
ムページ（以下「契約書面」という。）・別途お渡しする
旅行条件書（全文）・出発前にお渡しする最終旅行日程
表及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下

「当社約款」といいます。）によります。

2．旅行のお申込方法及び契約の成立時期
当社または当社の受託営業所（以下「当社ら」といいま
す。）にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の
うえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は
旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰
り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を
承諾し申込金を受領したときに成立するものといたしま
す。
①当社または当社の受託営業所（以下「当社ら」といい
ます。）にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入
のうえ、次表に記載した申込金を添えてお申込みいただ
きます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、
その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社
らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立す
るものといたします。

旅行代金（お1人様） 申込金（お1人様）
15万円未満 ¥30,000以上総額まで
15万円以上25万円未満 ¥50,000以上総額まで
25万円以上 旅行代金の30%以上総額まで

3．お申込条件
①お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢
力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合が
あります。
②お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や
取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為を
行った場合は、参加をお断りする場合があります。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の
円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合
は、ご参加をお断りする場合があります。
④その他当社の業務上の都合があるときには、お申込み
をお断りする場合があります。
⑤旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在
健康を損なわれている方、障害をお持ちの方などで特別
の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当
社は可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。この場合
医師の診断書を提出していただく場合がございます。ま
た、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のため
に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といた
します。また旅行の安全かつ円滑な実施が困難であると
当社が判断する場合は、ご参加をお断りさせていただく
場合がございます。

4．契約書面と最終旅行日程表のお渡し
①当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、
旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任
に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。
契約書面に募集パンフレットまたはホームページ、本旅
行条件書により構成されます。
②当社は、あらかじめ本項①の契約書面を補完する書面
として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機
関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行
日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたし

ます。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開
始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し
方法には郵送を含みます。
③当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、
旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任
に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載
した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を
利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供す
る場合がございます。その場合は、お客様の使用する通
信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたこ
とを確認いたします。
④本項③の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項
を記録するためのファイルが備えられていないときは、
当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事
項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認い
たします。

5．旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、運送・宿
泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当
初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、
当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の
安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、
旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得
ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し
て、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の
内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合に
おいてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

6．旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及
び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
①利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変
化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定され
たときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。
ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前
にお客様に通知いたします。

7．取消料
①旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消さ
れる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の
料率で取り消し料をいただきます。尚、複数人数でご参
加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様
から運送・宿泊機関等の（1台、1室あたりの）ご利用
人数の変更に対する差額代金をいただきます。

旅行契約の解除日 取消料
旅行開始日がピーク時の旅行であって、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日目に当たる日まで

旅行代金の  10%

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3日目に当たる日迄

旅行代金の  20%

旅行開始日の前々日から及び旅行開始日当日 旅行代金の  50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

注1）ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6
日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
注2）貸切航空機を利用する旅行、日本発着時船舶を利用する旅行、
日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行で、クルーズ約款を適用する
旨の記載のあるコースに関しましては、各該当コースに明示する取消
料によります。

8．特別補償
①当社は第10項①の当社の責任が生じるか否かを問わ
ず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画

旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生
命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償
金（2500万円）・後遺障害補償金（2500万円を上限）・
入院見舞金（4万円〜 40万円）及び通院見舞金（2万
円〜 10万円）を、また手荷物に対する損害につきまし
ては損害補償金（手荷物1個又は1対あたり10万円を上
限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限と
します。）を支払います。

9．旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2019年9月1日を基準にしています。
また、旅行代金は2019年9月1日現在有効なものとし
て公示されている航空運賃・適用規則、または2019年
8月1日現在国土交通大臣に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。

10.当社の責任
①当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又
は当社が手配を代行させた者の故意または過失により、
お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠
償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年
以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
②お客様が次に例示するような事由により、損害を被ら
れた場合におきましては、当社は原則として本項①の責
任を負いません。
⑴天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行中止
⑵運送・宿泊機関等の事故・火災により発生する損害
⑶運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの
為に生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
⑷官公署の命令、外国の出入国規制、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
⑸自由行動中の事故
⑹食中毒
⑺盗難
⑻運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更
など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地
滞在時間の短縮
③手荷物について生じた本項①の損害につきましては、
本項①のお客様から損害通知期間規定にかかわらず損害
発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し
出があった場合に限り、賠償いたします。ただし損害額
の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最
高15万円まで（当社の故意又は重大な過失がある場合
を除きます。）といたします。

11．海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送
費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害
者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場
合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で
充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めしま
す。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問
い合わせください。

12．個人情報の取り扱い
当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者（以下

「取扱旅行会社」といいます。）は、旅行申込みの際に提
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ほか、お客様
がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関な
どの提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービス
の受領のための手続に必要な
範囲内で利用させていただき
ます。

◦TEL・FAX・Eメールなどで担当者までご連絡ください。
※パンフレットに掲載されていない行き先やゴルフコースなどありましたら、別途お見積致しますのでお気軽に担当者にご相談ください。

◦お申し込みの際は参加者全員のお名前（パスポートに記載されたお名前）が必要です。

◦手配完了後、弊社からご案内書類（取引条件説明書）及び参加申込書をお送り致しますので必要事項
を記入し、パスポートコピー（顔写真のページのみ）と一緒にご返送ください。またご案内書面に記載
された参加申込金（又は旅行代金全額）を指定の期日までにお支払ください。

◦参加申込書と参加申込金（又は旅行代金金額）の受領をもちまして、申込み完了（旅行契約の成立）
とさせて頂きます。

◦ご出発日の30日前までに旅行代金残金（お申込金を引いた金額）をお支払い頂きます。

◦ご出発の14 〜 10日前を目処に最終日程表（確定書面）をお送り致します。

◦フライト出発時間の2時間前まで搭乗手続きを済ませてください。

お問い合わせ・お見積1

お申込み（ご予約）2

ご案内書類の送付3

旅行契約の成立4

旅行代金残金5

最終日程表のご送付6

ご出発7


