
世界中にゴルフの旅を…  SINCE1986

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

FAX 03-3535-2230

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
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（社）日本旅行業協会正会員 国際ゴルフツアーオペレーター協会会員IAGTO観光庁長官登録旅行業第1076号

営業時間 月～金 9:30～18:00 土 15：00迄（日祭休）

3ラウンド4ラウンド

3ラウンド 3ラウンド

3ラウンド

3ラウンド

食事：5朝・1夕食

世界ゴルフ紀行

8/21（金）

8/22（土）

8/23（日）

8/24（月）

8/25（火）

8/26（水）

●各地～パリ／レンヌ間往復航空運賃　●５泊宿泊料（2名様1室利用）
●３．０Ｒプレー代金（グリーンフィー）　●各観光時の入場料など
●下記行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（成田2,040円／関西2,650円／中部2,500円）、フランス空港税（7,900円）
    航空保険・燃油サーチャージ（5,800円/7月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

フランス・モンサンミッシェル＆パリ・ゴルフ７日間

●成田～モントリオール／ケベック間往復航空運賃  ●５泊宿泊料（2名様1室利用）
●３．０Ｒプレー代金（グリーンフィー、カートフィー）  ●観光時の入場料など
●下記行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（2,040円）、カナダ空港税（6,000円）が上記旅行代金の
   他に必要となります。

紅葉のカナダ・ロレンシャン高原＆ケベックシティー７日間

●成田～オークランド～ケリケリ間往復航空運賃　●５泊宿泊料（2名様1室利用）
●４．０Ｒプレー代金（グリーンフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆1人部屋利用追加代金：１８０，０００円 ◆最少催行人員：8名 ◆添乗員同行 ◆食事：5朝・2夕食

※成田空港施設使用料（2,040円）、オークランド空港税（約1,800円）、パッセンジ
　ャーセキュリティー（1,600円）、航空保険・燃油サーチャージ（8,600円/7月現在）
　が上記旅行代金の他に必要となります。

太平洋を望む絶景の地“カウリクリフ”と洋上に浮かぶデラックスホテル“ヒルトンオークランド”

●成田～済州島間往復航空運賃　
●２泊宿泊料（2名様1室利用）
●３．０Ｒプレー代金
  （グリーンフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～
   ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆最少催行人員：10名  ◆添乗員同行
◆食事：２朝・1夕食
◆利用航空会社：大韓航空  
◆利用予定ホテル：
   済州グランドホテル（スタンダードルーム）

※成田空港施設使用料（2,040円）、韓国空港税（2,300円）が上記旅行代金の他
　に必要となります。

1人部屋利用追加代金

成田から空路2時間半、秋風そよぐ済州島でゴルフ三昧の3日間！

●各地～パリ～ニース間往復航空運賃
●５泊宿泊料（2名様1室利用）
●３．０Ｒプレー代金（グリーンフィー）
●各観光時の入場料など
●下記行程に明示された空港～ホテル
   ～ゴルフ場間の送迎料

◆最少催行人員：8名 ◆添乗員同行 ◆食事：5朝・1夕食

※空港施設使用料（成田2,040円／関西/2,650円／中部2,500円）、フランス空港税（10.300円）
　航空保険・燃油サーチャージ（5,800円/7月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

コート・ダ・ジュール（紺碧海岸）を見下ろす最高級ホテル「ホテルネグレスコ」に滞在

※成田空港施設使用料（2,040円）、中国空港税（2,600円）が上記旅行代金の
　他に必要となります。

中国5千年の歴史。西安に秦始皇帝陵を訪ね、豪華クルーズ船で三国志の舞台を旅する。

南フランス

◆利用航空会社：エールフランス航空   
◆利用予定ホテル：ホテルネグレスコ

午前：成田発/関西発/中部発→パリ乗換え→夕刻：ニース着＝専用車＝ホテルへ
夜：ウェルカムディナー　　　　　　　　　　　　　          －機夕【ホテルネグレスコ泊】

ホテル（朝食）＝車・40分＝★ゴルフ・ドゥ・サンドナ（１．０Ｒ）＝   朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）●コート・ダ・ジュール海岸観光（ニースの花市場から鷹巣村「エズ」
を散策し、Ｆ１で有名なモンテカルロでフリータイム）                  朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・45分＝★ロイヤルムージャンＧＣ（１．０Ｒ）＝ 朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・60分＝★モンテカルロＧＣ（１．０Ｒ）            朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）＝午前：ニース発→パリ乗換え→                       朝機機【機中泊】

午後：成田着/関西着/中部着

２００９年１０月３０日（金）～１１月５日（木）

エコノミークラス利用

コート・ダ・ジュールゴルフ７日間
旅行日程

ゴルフパラダイス済州島3日間

※キャディーフィー（1ラウンドあたり4バック：約2,000円、3バック：約2,500円）はゴルフ場
　フロントにて各自ご清算下さい。

２００９年９月１９日（土）～９月２１日（月）

成田発（9：45）→済州島着（12：20）＝専用車･20分＝★吾羅ＣＣ（１．０Ｒ）
夜：ウェルカムディナー                                     －機夕【済州グランドホテル泊】

ホテル（朝食）＝車・30分＝★サイプレスＣＣ（１．０Ｒ）                朝－－【同上泊】

10/31（土）

10/30（金）

11/1（日）

11/4（水）

11/3（火）

11/5（木）

11/2（月）

◆最少催行人員：8名　◆添乗員同行　◆食事：5朝・2昼・2夕食

一生に一度は訪れたい憧れの“モンサンミッシェル修道院”とパリゴルフ

9/19（土）

9/20（日）

9/21（月）

9/22（火）

9/23（水）

9/24（木）

9/19（土）

9/18（金）

9/20（日）

9/21（月）

9/22（火）

9/23（水）

9/24（木）

9/20（日）

9/19（土）

9/21（月）

旅行日程

旅行代金

６９８，０００円 ９９８，０００円

２００９年９月１９日（土）～９月２５日（金）旅行日程 旅行日程

旅行日程

５９８，０００円 １，１５０，０００円

ホテル（朝食）午前：オークランド発→夕刻：成田空港着

ホテル（朝食）＝車・40分＝★フォルモサＧＣ（１．０Ｒ）＝　           朝ーー【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・40分＝★ガルフハーバーＣＣ（１．０Ｒ）＝　　  朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）･･隣接･･★カウリクリフＧＣ（１．０Ｒ）
午後：ホテル発＝車＝夕刻：ケリケリ発→夕刻：オークランド着＝ホテルへ
                                                                   朝ーー【ヒルトン・オークランド泊】

ホテル（朝食）･･隣接･･★カウリクリフＧＣ（１．０Ｒ）
＊同日の2回目プレーはカート代金のみでお楽しみ頂けます。　　朝－夕【同上泊】

朝：オークランド乗換え　→昼頃：ケリケリ空港着＝バス・45分
＝カウリクリフリゾートへ　　　　　　　　          機－夕【ロッジ・アット・カウリクリフ泊】

夜：成田空港発→                                                                －－機【機中泊】

9/25（金）

9/19（土）

9/20（日）

9/21（月）

9/22（火）

9/23（水）

9/24（木）

9/25（金）

9/26（土）

9/27（日）

◆利用航空会社：ニュージーランド航空
◆利用予定ホテル：ケリケリ（２泊）：ロッジ・アット・カウリクリフ（スィートタイプ）
　　　　　　　　　オークランド（３泊）：ヒルトン・オークランド（スタンダードルーム）

カウリクリフ＆ヒルトン・オークランド７日間

午後：成田空港着

ホテル（朝食） 午前：ケベック発→トロント乗換え＜日付変更線通過＞   朝機機【機中泊】

ホテル（朝食）＝車・30分＝★ル・グランドバロンＧＣ（１．０Ｒ）＝   朝－－【同上泊】

ホテル（朝食） 午前：ホテル発＝車＝ケベックシティーへ
●世界遺産・ケベックシティー観光（州議事堂・大聖堂等） 朝昼夕【ヒルトンケベック泊】

ホテル（朝食）＝車・15分＝★ル･ギャンＧＣ（１．０Ｒ）＝              朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・15分＝★ル・ディアブルＧＣ（１．０Ｒ）＝        朝－－【同上泊】

午前：成田空港発→＜日付変更線通過＞
→トロント乗り換え→夕刻：モントリオール空港着
バス・約2時間＝夜：ロレンシャンへ　　　　　   －機夕【マリオットレジデンスイン泊】

◆利用航空会社：エア・カナダ
◆利用予定ホテル：ロレンシャン（３泊）：マリオットレジデンスイン（スタンダードルーム）
　　　　　　　　　ケベックシティー（２泊）：ヒルトンケベック（スタンダードルーム）

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：5朝・1昼・2夕食

２００９年９月１８日（金）～９月２４日（木）

秋色に染まった東部カナダ・ロレンシャン高原と世界遺産・ケベックシティーに滞在。

２００９年８月２１日（金）～８月２７日（木）

午前：成田発／関西発／中部発→午後：パリ着＝専用車＝ホテルへ
夜：ウェルカムディナー　　　　　　　　　　　　　　　　　       －機夕【パリ泊】

ホテル（朝食）＝車・40分＝★ゴルフ・ドゥ・ナショナル（１．０Ｒ）＝　朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・40分＝★パリインターナショナルＧＣ（１．０Ｒ）＝ 朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）  午前：ホテル発＝シャルトルへ（麦畑に囲まれた小高い丘に聳え立つ
ゴシック建築の傑作・世界遺産・シャルトル大聖堂見学）～モンサンミッシェルへ
夜：名物料理のオムレットと修道院の夜景を見学  朝昼夕【モンサンミッシェル又はサンマロ泊】

ホテル（朝食）  午前：世界遺産・モンサンミッシェル修道院観光
午後：フリータイム                                                               朝昼－【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・50分＝★ディナードＧＣ（１．０Ｒ）＝
午後：レンヌ発→パリ乗換え→                                               朝機機【機中泊】

午後：成田着／関西着／中部着8/27（木）

◆利用予定ホテル：パリ（３泊）：ウェスティン・パリ又はハイアットリージェンシー
   モンサンミッシェル又はサンマロ（２泊）：ラ・メール・プーラール、ルレサンミッシェル 又は
                                                         グランドホテル、オセアニア

夕刻：成田発→夜：西安着＝専用車＝ホテルへ　        －－機【シェラトン西安泊】

ホテル（朝食）●西安市内観光（兵馬俑、華清池、秦始皇帝陵等） 　朝昼夕【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・40分＝★亜建国際ゴルフクラブ（１．０Ｒ）　　　　　　　　　　
夕刻：西安発→夜：重慶着＝専用車＝ホテルへ     朝－夕【ＪＷマリオット重慶泊】

ホテル（朝食）＝車・20分＝★重慶保利ゴルフクラブ（１．０Ｒ）　夜：名物・火鍋料理
重慶発（21時）：ビクトリア・アンナ号にて三峡クルーズに出発　
                                                                    朝－夕【ビクトリア・アンナ号泊】

豊都着（13時頃）：鬼城の観光　　豊都発（17時頃）：出航　　       船船船【船泊】

終日●三峡クルーズのハイライト（瞿塘峡、巫峡、西陵峡の三峡通過）  船船船【船泊】

三峡ダム着（8時頃）：三峡ダム観光～宜昌着（13：30）にて下船後、空港へ　
夕刻発：宜昌発→夜：上海着＝ホテルへ　　                   船船夕【ヒルトン上海泊】

ホテル（朝食）＝車・60分＝★上海濱海ＧＣ（１．０Ｒ）　午後：上海の外灘散策
夜：海鮮料理　　　　　                                                            朝－夕【同上泊】

ホテル（朝食）＝午前：上海発→午後：成田着� 　　　　　　　　　 朝機－

豪華客船ビクトリア・アンナ号で行く
三峡クルーズと西安・重慶・上海ゴルフの旅９日間

２００９年９月１９日（土）～９月２７日（日）

●成田～西安～重慶／宜昌～上海～成田間往復航空運賃　
●８泊（うち船中3泊）宿泊料（2名様1室利用）
●４．０Ｒプレー代金（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料及び観光代

◆利用航空会社：中国東方航空
◆利用予定ホテル：
   西安（2泊）：シェラトン西安 ・ 重慶（1泊）：ＪＷマリオット ・ 上海（2泊）：ヒルトン上海
   クルーズ船（3泊）：ビクトリア・アンナ号（スタンダードキャビン／バスタブ／バルコニー付）

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：8朝・4昼・7夕食

含まれる

も       の

含まれる

も       の

含まれる

も       の

含まれるもの

含まれるもの
含まれる

も       の

旅行代金
1人部屋利用追加代金エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

旅行代金
1人部屋利用追加代金エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

旅行代金
６９８，０００円 ９９８，０００円７９８，０００円

エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用プレミアムエコノミー利用

旅行日程

旅行代金
1人部屋利用追加代金エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

旅行代金
1人部屋利用追加代金エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

６５，０００円

３９８，０００円４８８，０００円１４０，０００円

９５，０００円 ６５８，０００円

１９８，０００円

１，０８０，０００円 ２００，０００円

2ラウンド

●各地～ソウル～シェムリアップ間往復航空運賃　●３泊宿泊料（2名様1室利用）
●２．０Ｒプレー代金（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー） ●アンコールワット観光代  
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆最少催行人員：8名　◆添乗員同行　◆食事：3朝・1昼・1夕食

※空港施設使用料（成田2,040円／中部2,500円／関西2,650円）、海外空港税（6,000円）
　が上記旅行代金の他に必要となります。
※シェムリアップ到着時にカンボジア入国査証を取得します（ＵＳ２０ドルと写真1葉が必要です）
※シェムリアップ空港使用料（ＵＳ２５ドル）は帰国日に直接お支払い頂きます。

世界遺産・アンコールワットの神秘的な世界とアジアンＰＧＡツアー開催コースをラウンド！

２５８，０００円２７８，０００円２６８，０００円

旅行日程

9/20（日）

9/21（月）

9/22（火）

9/23（水）

9/24（木）

世界遺産 アンコールワット＆ゴルフ５日間

午後：成田発／中部発／関西発→ソウル乗換え→夜：シェムリアップ空港着
＝専用車･20分＝ホテルへ                        －機機【アンコールパレスリゾート泊】

ホテル（朝食）＝車・30分＝★フォキトラーＣＣ（１．０Ｒ）
午後オプショナル：シェムリアップ市内観光　　                           朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）　終日　●世界遺産・アンコールワット遺跡群観光
早朝：アンコールワット西参道からの日の出を見学。
午前：アンコールトムにて象のテラスやライ王のテラスなど見学後、再びアンコールワットへ
夜：民族ダンスショー鑑賞＆ディナー　　　　　　　　　　　               朝昼夕【同上泊】

ホテル（朝食）＝車・10分＝★アンコールＧＣ（１．０Ｒ）　＊チェックアウト18時
夜：ホテル発＝夜：シェムリアップ発→　　　　　                          朝－機【機内泊】

朝：ソウル乗換え→午後：成田着／中部着／関西着

含まれる

も       の

旅行代金 1人部屋利用追加代金

エコノミークラス利用

２００９年９月２０日（日）～９月２４日（木）　

◆利用航空会社：アシアナ航空又は大韓航空
◆利用予定ホテル：シェムリアップ（3泊）：アンコールパレスリゾート（ガーデンビュー）

４０，０００円

成田発着 中部発着 関西発着

（クルーズ船も含む）

ホテル（朝食）＝車・20分＝★ラヘンヌＧＣ（１．０Ｒ）　
午後：クラブハウス発＝済州島発（18：15）→成田着（20：20）　　　朝－機

３０，０００円

●ラ・キンタ・マウンテンコース　１８Ｈ　６，７５６Ｙ　Ｐ７２　Ｐ．ダイ設計
●ＰＧＡウエスト・ＴＰＣスタジアムコース　１８Ｈ　６，８５５Ｙ　Ｐ７２　Ｐ．ダイ設計
●ＰＧＡウエスト・ニクラストーナメントコース　１８Ｈ　７，２０４Ｙ　Ｐ７２　Ｊ，ニクラス設計
●ＰＧＡウエスト・ノーマンコース　１８Ｈ　７，１５６Ｙ　Ｐ７２　Ｇ．ノーマン設計

9/19（土）

9/20（日）

9/21（月）

9/22（火）

9/23（水）

◆最少催行人員：8名　◆添乗員同行　◆食事：4朝・1夕食

※成田空港施設使用料（2,040円）、米国空港税（6,000円）が上記旅行代金の他
　に必要となります。

伝統のホテル「ラ・キンタリゾート」に泊まって日が暮れるまでゴルフをお楽しみ下さい。

２９８，０００円

9/24（木）

夕刻：成田空港発→＜日付変更線通過＞→午後：ロサンゼルス空港着
専用車・約2時間＝夕刻：パームスプリングスへ　－機夕【ラ・キンタリゾート＆スパ泊】

ホテル（朝食）　午前：･★ＰＧＡウエスト・ニクラストーナメントコース（１．０Ｒ）
午後：下記4コースより追加プレーをお楽しみ下さい。　　　　　     朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）　午前：･★ＰＧＡウエスト・ＴＰＣスタジアムコース（１．０Ｒ）
午後：下記4コースより追加プレーをお楽しみ下さい。　　　　　     朝－－【同上泊】

テル（朝食）　午前：･★ラ・キンタ・マウンテンコース（１．０Ｒ）
午後：下記4コースより追加プレーをお楽しみ下さい。　　　　　     朝－－【同上泊】

ホテル（朝食）　午前：ロサンゼルス発→＜日付変更線通過＞    朝機機【機中泊】

午前：成田空港着

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

◆利用航空会社：シンガポール航空
◆利用予定ホテル：ラ・キンタリゾート＆スパ（スタンダードルーム）

ＰＧＡウエスト＆ラ・キンタ3日間フリーラウンド６日間
２００９年９月１９日（土）～９月２４日（木）旅行日程

５９８，０００円

パームスプリングス

含まれる

も       の

旅行代金
1人部屋利用追加代金エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

７０，０００円

利  用
コース

▲
▲
▲
▲

世界ゴルフ紀行世界中の名コースでのラウンドを楽しみながら、
    大自然の神秘と歴史・文化の世界遺産を訪ね歩く・・・。

◆利用航空会社：エールフランス航空

フランス編

2006年に三峡クルーズに就航した最新船。欧米観光
客向けに建造されただけに、これまでのクルーズ船
の中国風な内外装・船内施設とは異なりインターナシ
ョナルな雰囲気あふれる近代船。部屋は広く、全室バ
スタブ・プライベートベランダ付き。全153室。船室・船
内施設に関しては詳細資料をお読みください。

サイプレスＣＣ

ラ・キンタ・マウンテンコース

ＰＧＡウエスト・ＴＰＣスタジアムコース（パームスプリングス）

ラ・キンタリゾート＆スパ

カウリクリフＧＣ（ニュージーランド）

ル･ギャンＧＣ（カナダ・ロレンシャン）

ロイヤルムージャンＧＣ（ニース） モンサンミッシェル修道院（フランス）

コート・ダ・ジュール（ニース）

ホテルネグレスコ

20092009

海外
2009秋の連休スペシャルと世界ゴルフ紀行 ★全コース添乗員同行、真心を込めてご案内致します。

★ご夫婦で、グループで、お一人様でも お気軽にご参加下さい。 日 祝 祝 祝 木金 土 日金 土

1819202122 24252627239月


