
JetGolf 2010 海外ゴールデンウィーク

マカティーの中心 デュシタニホテル

2ラウンド 3ラウンド

●成田～コタキナバル間
　往復航空運賃（エコノミークラス）
●食事：4朝食
●4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、カートフィー） 
●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（2,540円）、マレーシア空港税（1,500円）、
　燃油サーチャージ（8,000円／2010年2月現在）が上記旅行代金
　の他に別途必要となります。

ステラハーバーリゾート 5日間 シンガポール 5日間

◆最少催行人員：2名 

◆食事：4朝食   現地係員 

4/29
（祝）

4/29（祝）

4/30
（金）

5/1
（土）

5/2
（日）

5/3
（祝）

5/7
（金）

5/3
（祝）

5/3（祝）

5/4
（祝）

5/5
（祝）

5/6
（木）

ホテル（朝食）＝専用車＝コタキナバル発（12：50）→
成田空港着（19：20） 

ホテル（朝食） ●フリータイム〔オプショナル：ネクサスゴルフリゾート〕

ホテル（朝食）＝専用車＝★ダリッドベイＧＣ（１．０Ｒ）＝ 

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ステラハーバーＧＣ（１．０Ｒ）＝ 

成田空港発（13：30）→直行便→コタキナバル着（18：35）
＝専用車・10分＝

◆利用航空会社：マレーシア航空
◆利用予定ホテル：ステラハーバーリゾート

シンガポールから高速船で45分、J.ニクラスやG.プレーヤー
が設計した、アジア秀逸の海の美しいコースに挑戦！

直行便で6時間、広大なシーサイドリゾート・ステラハーバーの２つの
デラックスホテルよリチョイス、海の美しいコースをお楽しみ下さい。

含まれるもの

含まれるもの

含まれるもの

◆1人部屋利用追加代金：
　パシフィックホテル30,000円・マゼランホテル40,000円

パシフィックホテル利用
エコノミークラス ビジネスクラス エコノミークラス ビジネスクラス

マゼランホテル利用

◆1人部屋利用追加代金：35,000円
★現地にてインドネシアビザ（US25ドル）がビンタン島入国時に必要となります。

4／28、5／3 4／29 4／30、5／2 5／1

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

◆最少催行人員：2名　◆食事：4朝食 　現地係員

※成田空港施設使用料（2,540円）、シンガポール空港税（1,700円）
　燃油サーチャージ（6,000円～13,000円／2010年2月現在）が
　上記旅行代金の他に必要となります。

午前：成田空港発→夕刻：シンガポール着＝専用車～フェリー～
夜：ビンタン島着＝シャトルバス＝

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）

リアビンタンG＆CC 27H '98年開場 G.プレーヤー設計リアビンタンG＆CC 27H '98年開場 G.プレーヤー設計

ホテル（朝食）＝車・10分＝★リアビンタンCC（１．０Ｒ）　      【同上泊】

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ビンタンラグーン・フォレストコース（１．０Ｒ）
＝シャトルバス＝夕刻：ビンタン島～フェリー～シンガポール着
　　　　　　　　　　　　       ロイヤルプラザ・オン・スコッツ【泊】

ホテル（朝食）  ホテル発＝専用車＝午前：シンガポール発→
夜：成田空港着

●成田～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス）
●シンガポール～ビンタン島高速フェリー運賃　
●４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、カートフィーキャディーフィー）
●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：日本航空、全日空、シンガポール航空のいずれか
◆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（スタンダードルーム）
    シンガポール1泊：ロイヤルプラザ・オン・スコッツ（スタンダードルーム）

出発日出発日

含まれる

も       の

●成田～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）　
●4泊宿泊料（2名様1室利用）
●3.0Rプレー代金（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）
●行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

含まれる

も       の

●成田～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス）　
●3泊宿泊料（2名様1室利用）
●2.0Rプレー代金（グリーンフィー、カートフィー）
●行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

含まれる

も       の
●成田～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室利用）
●3.0Rプレー代金
　（グリーンフィー、キャディーフィー）
●行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

１９８,０００円

１５８,０００円

３７８,０００円

２５８,０００円

２１３,０００円

１７３,０００円

３９３,０００円
１４８,０００円１６８,０００円１９８,０００円２１８,０００円

２７３,０００円

ラスベガス郊外に繰り広げられる壮大な大自然の3ラウンドや、躍進する中国・上海万博、そして変貌なったフィリピン
ゴルフを添乗員同行でリーズナブルにご案内致します。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。

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【ステラハーバーリゾート泊】

3ラウンド

香港より陸路90分。オメガワールドカップ12年連続開催、
世界最大（216ホール！）のゴルフリゾートをお楽しみ下さい。

2ラウンド新羅ホテルステイ 4日間

成田から直行便で2時間半。リゾートアイランド済州島の豪華白亜の
“新羅ホテル”に泊まって、個性豊かなチャンピオンコースをラウンド！

◆1人部屋利用追加代金：40,000円

4／28、5／4 4／29、5／3 4／30、5／2 5／1

◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食　現地日本人係員
◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食    現地係員

※成田空港施設使用料（2,540円）、香港空港税（2,200円）、燃油
   サーチャージ（3,600円／2010年2月現在）が上記旅行代金の他
　に必要となります。

※成田空港施設使用料（2,540円）、済州島空港税（1,700円）、燃油
   サーチャージ（600円／2010年2月現在）が上記旅行代金の他に
   必要となります。

◆利用航空会社：キャセイ航空、日本航空、全日空のいずれか
◆利用予定ホテル： 　　 〔3泊〕：ミッションヒルズリゾート
    　　　　　            香港〔1泊〕：シェラトン香港又はハーバーグランド

◆1人部屋利用追加代金：50,000円

※キャディーフィー（１ラウンド約２,５００円）は現地にてお支払い下さい。

◆利用航空会社：大韓航空 ◆利用予定ホテル：済州・新羅ホテル

出発日

旅行代金１９８,０００円２３８,０００円２５８,０００円２９８,０００円

3ラウンドチェンマイゴルフ 5日間

タイ北部・古都チェンマイのチャレンジングな5コースよりセレクション。
タイ式マッサージやナイトマーケット等、アフターゴルフも充実です。

◆1人部屋利用追加代金：20,000円

4／28、5／3・４ 4／29、5／１4／30、5／2

◆最少催行人員：2名　

◆食事：3朝食    現地係員

※成田空港施設使用料（2,540円）、タイ空港税（1,700円）、燃油
　サーチャージ（10,500円／2010年2月現在）が上記旅行代金の
　他に必要となります。

◆利用航空会社：タイ航空、日本航空、全日空のいずれか
◆利用予定ホテル：チェンマイプラザホテル（スタンダードルーム）

出発日

旅行代金 １５８,０００円 ２１８,０００円 ２７８,０００円

   ビンタンラグーンリゾート【泊】

【同上泊】

●チェンマイグリーンバレーCC
●メージョーゴルフクラブ
●ロイヤルチェンマイGC
●チェンマイ・アルパインGC
●チェンマイ・ハイランドGC

１８Ｈ　７，２０２Ｙ　Ｐ７２　'90年開場
１８Ｈ　６，６５７Ｙ　Ｐ７２　'04年開場
１８Ｈ　６，９６９Ｙ　Ｐ７２　'96年開場
１８Ｈ　６，８０８Ｙ　Ｐ７２　'90年開場
１８Ｈ　７，０４９Ｙ　Ｐ７２　'0５年開場

利  用
コース

▲
▲
▲
▲
▲

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

午前：成田空港発→バンコク乗り換え→夜：チェンマイ着
＝車・約20分＝

ホテル（朝食）＝車＝★下記利用コースより1.0Ｒ＝

ホテル（朝食）＝車＝★下記利用コースより1.0Ｒ＝

ホテル（朝食）＝車＝★下記利用コースより1.0Ｒ＝
※チェックアウト17時迄延長
夜：チェンマイ発→バンコク乗り換え→

朝：成田空港着

チェンマイプラザホテル【泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機中泊】

4／28・29 4／30 5／3 5／1・2出発日

旅行代金１７８,０００円１８８,０００円１９８,０００円２１８,０００円

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

午前：成田空港発→午後：香港着＝専用車・約90分＝

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズ（1.0Ｒ）・・・

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズ（1.0Ｒ）・・・

ミッションヒルズ・オラサバルコース（ '08,'09年ワールドカップ開催）ミッションヒルズ・オラサバルコース（ '08,'09年ワールドカップ開催）

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ミッションヒルズ（1.0Ｒ）・・・

午後：ホテル発＝専用車＝香港へ   

※下記設定コースよりお選び下さい。 

※下記設定コースよりお選び下さい。 

※下記設定コースよりお選び下さい。 

朝：ホテル発＝専用車＝午前：香港発→午後：成田空港着

ミッションヒルズリゾート【泊】

【同上泊】

【同上泊】

シェラトン香港又はハーバーグランド【泊】

●ロッテスカイヒルCC
●エリシアンCC
●ブラックストーンGC
●キャッスルレックスGC

３６Ｈ　１４，５３０Ｙ　Ｐ１４４　'05年開場
３６Ｈ　１４，２９１Ｙ　Ｐ144　'05年開場
２７Ｈ　１０，１３８Ｙ　Ｐ108　'06年開場
１８Ｈ　  6，941Ｙ　  Ｐ７２　'95年開場

利  用
コース

▲
▲
▲
▲

1日目

2日目

3日目

4日目

午前：成田発→午後：済州島着＝専用車＝
市内観光後、ホテルへ

ホテル（朝食）＝車＝★下記利用コースより1.0Ｒ

ホテル（朝食）＝車＝★下記利用コースより1.0Ｒ

ホテル（朝食） ●出発迄フリータイム   夕刻：済州島発→夜：成田着 

済州・新羅ホテル【泊】

済州・新羅ホテル

【同上泊】

【同上泊】
※設定コース（各コースには設計者の名前が付けられています。）

※上記以外のコース（ニクラス・ノーマン・ピートダイ）はメンバーオンリーの為プレイ出来ません。

ミッションヒルズ（4コース）

ミッションヒルズ（4コース）

Ｄ.デュバルコース 

ホテル隣接／N.ファルドコースはシャトルで10分

ホテルからシャトルバスで20分

V.シンコース
18H 7,014Ｙ P72Ｊ.オザキコース18H 7,049Ｙ P72E.エルスコース
18H 7,031Ｙ P72N.ファルドコース18H 7,006Ｙ P72

18H 6,703Y P72A.ソレンスタムコース18H 7,117Y P72D.レッドベターコース
18H 7,356Y P72J.M.オラサバルコース18H 6,499Y P72

3ラウンド

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、燃油サーチャージ（5,800円／
　2010年2月現在）が上記旅行代金の他に別途必要となります。

※マニラ空港税（750ペソ／約1,500円）が出国時に別途必要となります。

◆最少催行人員：8名 ◆添乗員同行（成田発着） ◆食事：4朝食
旅行日程

１９８,０００円 ２９８,０００円
２２５,０００円 ３２５,０００円

マニラゴルフ 5日間
◆利用航空会社：フィリピン航空又は日本航空
◆利用予定ホテル：デュシタニホテル（旧ニッコーマニラ）

2010年4月29日（木）～5月3日（月）  4泊5日

新しいマニラの顔、商業街マカティー地区のデュシタニホテル（旧ニッコーマニラ）に泊まって、J.ニクラス、R.T.ジョーンズJr.設計コースをラウンド。

●成田～マニラ間往復航空運賃  ●4泊朝食付宿泊料
●3.0Ｒ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

含まれる

も       の
旅行代金

Jrスィートルーム

デラックスルーム

エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

変貌するアジア

成田・関西
発  着

サウスウッドG&CC マスターズ 18H／レジェンド 18H Ｊ．ニクラス設計サウスウッドG&CC マスターズ 18H／レジェンド 18H Ｊ．ニクラス設計

フォレストヒルズG&CC  27H  J.ニクラス & A.パーマー 設計 マカティーの中心 デュシタニホテル

デラックスルーム（30㎡）

カンルーバンG&CC  ノースコース18H／サウスコース18H

 R.T.ジョーンズJr.設計 1977年開場 1999年開場

2003年開場

ホテル（朝食） 午前：●フリータイム   午後：マニラ発→夜：成田／関西着

ホテル（朝食）＝専用車＝★フォレストヒルズG&CC（１．０Ｒ）＝ 

ホテル（朝食）＝専用車＝★カンルーバンG&CC（１．０Ｒ）＝ 

ホテル（朝食）＝専用車＝★サウスウッドG&CC（１．０Ｒ）＝ 

午前：成田/関西発→午後：マニラ着＝市内観光後ホテルへ

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

デュシタニホテル【泊】

添乗員同行

ホテル（朝食）＝車・60分＝★上海カントリークラブ（１．０Ｒ）＝

上海濱海GC 18H 7.069Y P72

ホテル（朝食）＝車・60分＝★上海濱海GC（１．０Ｒ）＝

ホテル（朝食）　終日：●2010上海万博観覧

1人部屋利用
追 加 代 金

1名様1室利用
追 加 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

2ラウンド

●各地～上海間往復航空運賃　
●4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、カートフィー、キャディーフィー）  
●上海万博入場料  
●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：4朝・1夕食

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、中国空港税（6,000円）、燃油
　サーチャージ（4,000円／2010年2月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

239ヶ国、約100のパビリオンにて開催される上海万博（5/1開幕）の見学と、
春の上海ゴルフをお楽しみ下さい。

２９８,０００円 ３９８,０００円

旅行日程

5/2（日）

5/1（土）

5/3（祝）

5/4（祝）

5/5（祝）

5/2（日）

5/1（土）

5/3（祝）

4/29（祝）

4/30（金）

2010 上海万博＆ゴルフ 5日間

午前：成田・関西発→午後：上海空港着＝専用車･上海市内観光後、ホテルへ
                             　　　　　　　  【上海泊】夜：上海料理のウェルカムディナー

ホテル（朝食） 午前：ホテル発＝車＝午後：上海発→午後：成田・関西着

旅行代金

2010年5月2日（土）～5月5日（水） 4泊5日

◆利用航空会社：中国東方航空  ◆利用予定ホテル：上海大酒店又は新錦江大酒店

５０,０００円
４０,０００円

６０,０００円

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

各地発着

添乗員同行

3ラウンド

●成田～ロサンゼルス又はサンフランシスコ～ラスベガス間往復航空運賃　
●5泊宿泊料（2名様1室利用） ●3.0Ｒのプレー代金（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～ゴルフ場間の専用車利用送迎料

◆最少催行人員：8名 ◆添乗員同行 ◆食事：なし

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税（6,400円）、燃油サーチャージ
　（21,000円／2010年2月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

月面に緑のカーペットを敷きつめた狼の谷“ウルフクリーク”など
大自然の神秘の3ラウンド、豪華ラスベガスの休日を満喫！

2010年4月28日（水）～5月4日（火） 5泊7日旅行日程

午後：成田空港着

ホテル  午前：＝専用車＝★ラスベガス・パイユートGR（１．０Ｒ）＝

パイユート・ゴルフリゾート 54H ピートダイ設計 '98年開場

ホテル   ●オプショナルゴルフ：バリハイ又はTPCアット・ザ・キャニオン
             ●オプショナルツアー：グランドキャニオン1日観光

ホテル  午前：＝専用車＝★ウルフクリークGC（１．０Ｒ）＝

ウルフクリークGC 18H 7,018Y P72 2000年開場

ホテル  午前：＝シャトル＝★アリアンテGC（１．０Ｒ）＝

パリス・ラスベガス

夕刻：成田空港発→＜ロサンゼルス又はサンフランシスコ経由＞→
午後：ラスベガス着＝専用車＝

◆利用航空会社：シンガポール航空、全日空、ユナイテッド航空のうちいずれか。
◆利用予定ホテル：〈ノースラスベガス3泊〉アリアンテステーションカジノホテル
                             〈ラスベガス2泊〉パリス・ラスベガス又はザ・ミラージュ

ラスベガスゴルフ 7日間

含まれる

も       の

エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用旅行代金

２９８,０００円 ５９８,０００円 ５０,０００円

ホテル ＝ 朝：ラスベガス発→＜ロス又はサンフランシスコ経由＞→

【ノース・ラスベガス泊】

【ラスベガス泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

成田発着

【機中泊】

添乗員同行

ボルネオ島 ビンタン島 中国タイ 済州島          ・ミッションヒルズ＆香港 5日間

ロッテスカイヒルCC

チェンマイグリーンバレーCC

5/2（日）

5/1（土）

5/3（祝）

4/29（祝）

4/30（金）

5/4（祝）

4/28（水）

ステラハーバーリゾート

（2名様1室利用）

GWスペシャル

マニララスベガス ビンタン島 中国・


