
成田・関西空港から直行便で2時間半。個性豊かな24のチャンピオンコースが勢揃いした“ゴルファーズパラダイス”
世界遺産と四季折々の味覚も満喫、エステ・カジノ・ショッピングなど魅力いっぱいのリゾートアイランドです。

2名様より参加可能済州島Special
ジェットゴルフジェットゴルフ

株式会社 ジェットアンドスポーツ （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観光庁長官登録旅行業第1076号 IAGTO

◆実施期間 ： 2010年5月5日～2010年11月30日

◆出  発  地 ： 成田空港・関西空港（毎日発）《中部・福岡等各地出発も可能です。》

ザ・クラブ・アット・ナインブリッジ

サイプレス ゴルフ&リゾート

ブラックストーン ゴルフクラブ

エリシアン カントリークラブ

旅行企画・実施

おかげさまで25周年

秋2010 春から へ秋2010 春から へ

  済州島は真夏の最高気温34.7℃、真冬の一月の最低気温-1.5℃、韓国の中でも寒暖の差が最も

少ない穏やかな島です。１９９０年代以後、東北アジアの平和と繁栄の首脳外交の最適地として選ば

れ、同時に国賓達のリゾート島としても知られます。温暖な気候と自然の景観に優れた済州島では

数々の美しいゴルフ場が勢揃い、四季折々快適なプレイが楽しめます。豊富な海の幸を活かした味

覚も旅の楽しみ、思う存分満喫してください。皆様の済州訪問を心より歓迎します。

ごあいさつ 済州特別自治道観光局長 高京實 ◇自然の恵み、北太平洋のパラダイス“済州”◇



済州島の月毎平均気温

平均最低

平均最高

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12℃ １5℃ 21℃ 25℃ 27℃ 29℃ 26℃ 20℃ 15℃ 11℃

7℃ 10℃ 15℃ 18℃ 20℃ 21℃ 20℃ 15℃ 10℃ 6℃

韓国の祝日 2010年5月5日・5月21日・6月6日・8月15日・9月21～23日・10月3日

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、韓国空港税（1,700円）、及び燃油サー
　チャージ（'10年4月現在／2,600円）が上記旅行代金の他に必要となります。

ー

ー

2,000円

2,000円

3,000円

5,000円

5,000円

8,000円

ー

ー

3,000円

3,000円

4,000円

8,000円

8,000円

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000円

11,000円

15,000円

15,000円

20,000円

街のど真ん中にあり、食事やショッピング
などに大変便利なホテルです。

済州グランドホテル

★タイプの異なる２つのホテルから

正面には海が広がり、市内に居ながら
リゾート気分が味わえるホテルです。

ラマダ・プラザ済州ホテル

比較的距離も短くフラットなのでレベルを問わず楽しめるコース。
ナイター照明があるので、到着日のプレーも安心です。

ゼブラカットのフェアウェイと白砂バンカー、ゆったりと流れる
小川など優雅で高級感溢れるイチ押しのコースです。

済州空港から10分、エネルギッシュな街の中心に泊まって緑あざやかな10コースより
セレクション。グルメにカジノにショッピング、充実のアフターゴルフもお楽しみください！

シティプラン

●成田・関西～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス）　
●2泊2朝食付宿泊料（2名様1室）●２．０Ｒプレー代（グリーンフィ、カートフィ）　
●下記に明示された送迎料

◆1人部屋利用追加代金 ： 日～水曜発／20,000円、木～土曜及び特別日発／28,000円

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   フリータイム（オプションでゴルフ、世界遺産めぐり等）

2日目   プレイスタート　7:30～9:30 又は12:00～13:30 ※季節・ゴルフ場により異なります。

3日目   プレイスタート　7:30～9:30  ※季節・ゴルフ場により異なります。

利用ゴルフコース
現地払い

（空港・
ホテルより）

ゴルフ場割増代金

平日
土・日・祝日

2名参加の場合3名以上で参加の場合

キャディーフィー
４Ｂ／１．０Ｒ

コースデータ
所要時間

ラヘンヌリゾートカントリークラブ・18Ｈ 2007年開場

サイプレスゴルフ＆リゾート・36Ｈ 2006年開場 ゼフィロスゴルフクラブ・18Ｈ 2006年開場

フェアウェイからグリーンまで全面真っ青なケンタッキーブルー
グラスを敷き詰めた美しくもスリリングなコース。

広大な杉林をぬうようにレイアウトされた
美しいベントグラスの36ホールです。

ハンラ山の麓に広がる、豪快な打ち下ろしや、
スリリングな池越えホールが続く・・・。

エバリスゴルフリゾート・２７Ｈ 2006年開場 ブラックストーンゴルフクラブ・２７Ｈ　2006年開場

済州島ミニミニインフォメーション
温暖な気候で自然に恵まれた済州島は、独自の文化・
風習があり、島民の心を支える「トルハルバン」は済州
島のシンボルです。また世界遺産に登録されたハンラ
山（1950ｍ）や海底噴火によって出来た城山日出峰な
ど観光スポットも数多くあり、見所満載です。

海の幸と山の幸が共存する済州島の味覚

＝（送迎車１０分）＝ 済州グランドホテル 又は ラマダプラザ
＜フリータイム＞9:00～9:45頃     10:40～12:20頃

成田・関西空港 ⇒ 済州空港

2002年からワールドクラブ選手権など数々の試合をホストしており、
韓国で唯一世界ゴルフ100選に選ばれた（第55位）コースです。

新羅ホテル 2ｳﾝﾄ゙ 3日

●成田・関西～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス）
●2泊2朝食付宿泊料（2名様1室）●２．０Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　
●下記に明示された送迎料

●成田・関西～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス）
●2泊2朝食付宿泊料（2名様1室）●２．０Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）
●下記に明示された送迎料

中文ゴルフクラブ

キャッスルレックスGＣ

ロッテスカイヒルＣＣ

エバリスゴルフリゾート

エリシアンＣＣ

ブラックストーンＧＣ

ピンクスＧＣ

ザ・クラブ・アット・ナインブリッジ

約1,600円

約1,800円

約1,800円

約2,000円

約2,000円

約2,000円

約2,000円

約2,000円

吾羅カントリークラブ

済州カントリークラブ

キャスルレックスGC

ヘビチCC

エバリスゴルフリゾート

ゼフィロスGC

ラヘンヌリゾート＆CC

エリシアンCC

サイプレスGC

ブラックストーンＧＣ

36Ｈ  14,108Ｙ  P144

18H    7,460Y    P72

18Ｈ    6,941Ｙ    P72

36Ｈ  13,969Ｙ  P144

27Ｈ    9,816Ｙ  P108

18Ｈ    7,090Ｙ    P72

18Ｈ    7,100Ｙ    P72

36Ｈ  14,291Ｙ  P144

36Ｈ  14,427Ｙ  P143

27Ｈ  10,138Ｙ  P108

15分

20分

25分

50分

20分

30分

15分

20分

40分

30分

ー

ー

ー

ー

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

3,000円

5,000円

ー

ー

ー

2,000円

3,000円

3,000円

4,000円

4,000円

4,000円

8,000円

5,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

11,000円

11,000円

15,000円

約1,800円

約1,800円

約1,800円

約1,800円

約2,000円

約1,800円

約1,800円

約2,000円

約1,800円

約2,000円

18Ｈ    7,461Ｙ    Ｐ72

18Ｈ    6,941Ｙ    Ｐ72

36Ｈ  14,530Ｙ  Ｐ144

27Ｈ    9,816Ｙ  Ｐ108

36Ｈ  14,291Ｙ  Ｐ144

27Ｈ  10,138Ｙ  Ｐ108

18Ｈ    6,951Ｙ    Ｐ72

18Ｈ    7,057Ｙ    Ｐ72

5分

20分

15分

20分

20分

25分

20分

25分

韓国ドラマ「オールイン」などの舞台となった中文エリアにあるデラックスリゾートホテル

全室スィートタイプの2ベッドルーム（56㎡～65㎡）で窓の外はビン・ヘンスリーの幻想的な庭が広がる。

エリシアン・エルスィートゴルフホテル

エリシアン・エルスィート
ゴルフホテル

済州・新羅ホテル

１日目　フリータイム（オプションでゴルフ、世界遺産めぐり等）

ザ・クラブ・アット・ナインブリッジ・18Ｈ　2002年開場 ロッテ・スカイヒルカントリークラブ・36Ｈ　2005年開場

遠く中文ビーチを望む絶好のロケーションに展開された名匠
ロバート・トレント・ジョーンズＪｒ設計の36ホールです。

エリシアンカントリークラブ・36Ｈ　2005年開場

標高550m 針山（オルム）の裾野に趣の異なるレイク・パイン・
カンポ・オーシャンからなる36ホールです。

エリシアン 2ﾗｳﾝﾄ゙ 3日リゾートステイ 高原リゾート

◆1人部屋利用追加代金：日～水曜発 24,000円、木～土曜及び特別日発 34,000円 ◆1人部屋利用追加代金：日～水曜発  22,000円、木～土曜及び特別日発 32,000円

18:10～18:25頃

3日目　プレイスタート 7:30～9:30 ※季節・ゴルフ場により異なります。

ホテル
（朝食後）

ホテル
（朝食後）

2日目　プレイスタート 7:30～9:30 又は 12:00～13:30 ※季節・ゴルフ場により異なります。

-------（送迎車６０分）------- 済州新羅ホテル
（チェックイン15時）

（チェックイン15時）

（チェックイン15時）
＜フリータイム＞

成田・関西空港 → 済州空港
 9:00～9:45頃    10:40～12:20頃  9:00～9:45頃    10:40～12:20頃

＝（送迎）＝ 【同上泊】
＜下記ゴルフコースより＞
ゴルフプレイ（１．０R）

＝（送迎）＝ ＝（送迎）＝
＜下記ゴルフコースより＞
ゴルフプレイ（１．０R）

＝（送迎）＝

＝（送迎）＝

済州空港 ⇒ 成田・関西空港
19:55～20:30頃 18:10～18:25頃

済州空港 ⇒ 成田・関西空港
19:55～20:30頃

１日目　フリータイム（オプションでゴルフ、世界遺産めぐり等）

3日目　プレイスタート 7:30～9:30 ※季節により異なります。

ホテル
（朝食後）

ホテル（朝食後）

2日目　プレイスタート 7:30～9:30 又は 12:00～13:30 ※季節により異なります。

-------（送迎車2０分）------- 
＜フリータイム＞

成田・関西空港 → 済州空港

【同上泊】・・・（隣接）・・・

・・（隣接）・・

・・・（隣接）・・・エリシアンＣＣ（１.０Ｒ）

エリシアンＣＣ（１.０Ｒ）

標高550ｍ、全室スウィートタイプのヴィラに泊まって涼風そよぐ
高原ゴルフをお楽しみ下さい。

出発日 出発日

日～水曜日

木～土曜日

特別日

日～水曜日

木～土曜日

特別日

148,000円

128,000円 148,000円 158,000円 168,000円138,000円

178,000円 188,000円 198,000円158,000円

108,000円 118,000円 128,000円 138,000円

5/5～5/31 9/19～11/30 6/1～7/18 8/12～11/18 7/19～8/11 5/5～5/31
6/1～7/30
11/19～30

7/31～8/11 8/27～11/18 8/12～8/265/5～5/31
6/1～7/30
11/19～30

7/31～8/11 8/27～11/18 8/12～8/26

（11/19～22） （8/12～17,9/18）（8/6～11）（7/16～18） （7/16～18,11/19～22） （9/18） （8/12～17）（8/6～11）（7/16～18,11/19～22） （9/18） （8/12～17）（8/6～11）

出発日

日～水曜日

木～土曜日

特別日

128,000円

108,000円 138,000円 143,000円 148,000円128,000円

175,000円 178,000円 188,000円168,000円

89,800円 108,000円 118,000円 123,000円 148,000円

123,000円 148,000円 158,000円 168,000円138,000円

178,000円 188,000円 198,000円178,000円

103,000円 118,000円 128,000円 138,000円

［利用予定航空会社］ ： 大韓航空
［利用予定航空会社］ ： 大韓航空

◆ビジネスクラス利用追加代金：50,000円

◆最少催行人員：2名様　◆現地係員がお世話致します。
◆ビジネスクラス利用追加代金：50,000円

◆最少催行人員：2名様　◆現地係員がお世話致します。
［利用予定航空会社］ ： 大韓航空

◆ビジネスクラス利用追加代金：50,000円

◆最少催行人員：2名様　◆現地係員がお世話致します。

済州島フリーセレクション 2ﾗｳﾝﾄ゙ 3日 2名様より
参加可能

2名様より
参加可能

2名様より
参加可能 全コース キャディー付 

乗用カートプレー

利用ゴルフコース
現地払い

（新羅ホテル
より）

ゴルフ場割増代金

平日
土・日・祝日

2名参加の場合3名以上で参加の場合

キャディーフィー
４Ｂ／１．０Ｒ

コースデータ
所要時間

世界遺産『ハンラ山』城山日出峰

キジ料理

豪華白亜の“新羅ホテル”に泊って、ピンクスやナインブリッジの
プライベートコースをプレーする 夢のプランです。

シーラ

海鮮鍋 アワビ盛

ホテル（朝食後） ＝（送迎）＝ 【同上泊】
＜下記ゴルフコースより＞
ゴルフプレイ（１．０R）

＝（送迎）＝

18:00～18:25頃     19:55～20:30頃
ホテル
（朝食後） ＜下記ゴルフコースより＞

ゴルフプレイ（１．０R）
＝（送迎）＝ ＝（送迎）＝  済州空港 ⇒  成田・関西空港

全コース キャディー付 

乗用カートプレー

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、韓国空港税（1,700円）、及び燃油
　サーチャージ（'10年4月現在／2,600円）が上記旅行代金の他に必要となります。

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、韓国空港税（1,700円）、及び燃油
　サーチャージ（'10年4月現在／2,600円）が上記旅行代金の他に必要となります。

エリシアンCC

セイントフォーCC
クラウンCC

ゼフィロスGC

サイプレスGC

ヘビチGC

ラへンヌCC

CC

済州CC

吾羅CC

テディバレーCC レイクヒルズCC

スカイヒルCC中文CC

ナインブリッジGC

エバリスCC

ロードランドCC

キャスルレックスGC

ブラックストーンGC

ラオンGC

ピンクスGC

ブヨンCC

済州空港

済州グランドホテル

済州空港
済州市済州市

中文中文

済州グランドホテル

済州島ゴルフ場マップ

北

1,950m

往 路

復 路

毎日   9：45発／12：20着

毎日 18：10発／20：30着

毎日   9：00発／10：40着

毎日 18：25発／19：55着

成田⇔済州島直行便 関西⇔済州島直行便大韓航空

中部・福岡からも直行便がありますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい。

空路 約2時間30分空路 約2時間30分
成田

中部

福岡

釜山

ソウル

関西

済州島

ラマダプラザホテル

新羅ホテル

ウリドルCC

クラシックCC



旅行企画・実施 詳しい旅行条件を説明したパンフレットをお渡し致しますので、事前に御確認の上お申し込み下さい。

観光庁長官登録旅行業1076号

株式会社 ジェットアンドスポーツ

（社）日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 加藤三男・五十嵐達也FAX.03-3535-2230

〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-2 タツビル2F03-3535-5111
0120-86-5151（ハロー・コイコイ）

TEL．

世界中にゴルフの旅を…　SINCE 1986

後   援

後     

援

ジェットゴルフ海外旅行条件（要旨）

1．お申込方法及び契約の成立時期

旅行代金（お1人様）

15万円未満

15万円以上25万円未満

25万円以上

￥30，000以上総額まで

￥50，000以上総額まで

旅行代金の30%以上総額まで

2．お客様による旅行契約の解除

個人情報の取り扱いについて

燃油サーチャージについて

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）お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかった場合、お客様の権利
　　放棄　となり一切の払い戻しを致しません。

①  お客様はいつでも次に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

5．旅程補償

4．特別補償

運賃・料金の基準日は平成22年4月1日です。

3．旅行条件の基準日

（1）取消料

詳しい旅行条件を説明した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下さい。

この旅行は、（株）ジェットアンドスポーツ（以下当社といいます。）が企画・募集し実施する旅行で、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。
旅行条件は下記による他、別途お渡しする旅行条件説明書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約書面によります。

　「燃油サーチャージ」とは、燃油価格水準の異常な高騰に伴い、その価格が一定
の水準に戻るまでという条件付で航空会社が国土交通省交通局に申請し認可を受
けたものです。あらゆる旅行者に一定に課せられます。「燃油サーチャージ」は航空
会社、ご利用区間、乗り継ぎ、ご利用クラス、為替レートによって料金が異なります。
また増額・新設される場合があります。ご請求は出発前30日前に確定し、「ご請求書
及び取引条件説明書類」にてご案内させていただきます。

� お客様は、次に揚げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行
契約を解除することがあります。
① 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第6項に揚げるものその他の重要
なものではないときは、この限りではありません。
② 第7項第1号の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、不可能となるおそ
れが極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対して、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行
の実施が不可能になったとき。
� お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契書面に記
載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、第
1号の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領できなくな
った部分の契約を解除することができます。

　当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行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・宿泊機関等の
提供する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きに必要な範
囲内で利用させていただきます。

　当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画
旅行部第29条別表左覧）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところ
による変更補償金をお支払いいたします。

① 当社所定の参加申込書に所定事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申
し込み下さい。申込金は旅行代金又は取消料、もしくは違約料のそれぞれ一部
として取り扱います。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。

② 当社は電話・郵便・ファックス等による旅行契約の予約を受付けます。この場
合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の成立する旨を通知
した後、通知に記載されている期日までに前号に定める金額の申込金と申込書
をご提出下さい。尚お客様から当該期間内に申込金の提出がなされないとき
は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
③ 特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時に申し出て下さい。このと
き、当社は可能な範囲でこれに応じます。
④ お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受理し
た時に成立するものとします。
⑤ 旅行代金残金は旅行開始日の前日から起算して30日目に当たる日より前に
全額お支払い下さい。

　お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体また
は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見
舞金を支払います。申込金（お1人様）

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50％旅行開始日の前々日から旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加

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％

旅行代金の20％

旅行代金の100％

取 消 料旅　行　契　約　の　解　除　日

前回大会の模様（2009年11月7日～9日）

第３回 済州島フレンドリーゴルフ大会 3／4日間 2ラウンド第３回 済州島フレンドリーゴルフ大会 3／4日間 2ラウンド

成田・関西発（9：10～9：45）／福岡発（12：20）⇒直行便⇒
済州島着（10：50～12：20／13：25頃）＝バス＝済州市内観光後、ホテルへ
                                                                     済州グランドホテル【泊】

直行便で2時間半、秋の連休に第3回フレンドリーゴルフ大会を開催します。ハンラ山の麓に広がる雄大な景色のエリシアン
カントリークラブと、コリン・モンゴメリー設計・ラオンゴルフクラブの2プレー！ 済州島の秋の味覚もお楽しみ下さい。

※各地空港施設使用料（成田：2,540円、関西：2,650円、中部：2,500円、福岡945円）、
　韓国空港税（1,700円）、燃油サーチャージ（2,600円／10年4月現在）が上記代金
　の他に必要となります。
※キャディーフィー（1ラウンドあたり4バッグ：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頂きます。

※大会参加費5,000円（夕食パーティー代含む）は別途現地にて大会主催者にお支払下さい。

●各地～済州島間往復航空運賃 
●2又は3泊宿泊料（2～3名様１室） ●食事：2／3朝食
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィ、カートフィ）  ●下記に明示された送迎料

［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）
［利用予定航空会社］　大韓航空、アシアナ航空（福岡発のみ）

●ビジネスクラス利用追加：成田・関西・中部発／50,000円、福岡発／35,000円�
●最少催行人員：40名様　　●添乗員同行（成田発着）

ダブルペリア方式
●大会主催 ： フレンドリーゴルフ大会事務局
●特別協賛 ： 済州特別自治道観光課
●協       力 ： 済州グランドホテル、ロッテ免税店、新羅免税店、
                    大韓航空、韓国食品館

●開  催  日 ： 2010年10月11日（月）
●開催コース ： エリシアン カントリークラブ
●競技方法 ： 18ホールストロークプレー

旅行代金

1人部屋利用追加

109,800円99,800円

89,800円

99,800円

24,000円 34,000円

109,800円
118,000円

成田発着

関西発着

中部発着

福岡発着

旅行代金に

含まれるもの

Aコース：2泊3日スケジュール

Aコース 2泊3日 2ラウンド

Aコース 2泊3日 2ラウンド

Bコース 3泊4日 2ラウンド

Bコース 3泊4日 2ラウンド

10/12
（火）

10/10
（日）

10/11
（祝）

オプショナルゴルフ：☆吾羅CC（￥22,000）

ラオンゴルフクラブ 27H 10,714Y P108 2004年開場

朝食後＝バス・30分＝★エリシアンカントリークラブ（コンペ）＝バス＝
◆ホテルにて表彰パーティー開催                                            【同上泊】

エリシアンカントリークラブ 36H 14,291Y P144 2005年開場

朝食後＝バス・40分＝★ラオンゴルフクラブ（1.0Ｒ）  午後：クラブハウス発＝
済州島発（18：10～19：30）⇒成田・関西・福岡着（20：05～20：30）

成田・関西発（9：10～9：45）／中部発（15：00頃）⇒直行便⇒
済州島着（10：50～12：20／16：55頃）＝バス＝済州市内観光後、ホテルへ
                                                                         済州グランドホテル【泊】

Bコース：3泊4日スケジュール

10/12
（火）

10/13
（水）

10/10
（日）

10/11
（祝）

オプショナルゴルフ：☆吾羅CC（￥22,000）

朝食後＝バス・30分＝★エリシアンカントリークラブ（コンペ）＝バス＝   
◆ホテルにて表彰パーティー開催                                            【同上泊】

朝食後＝バス・40分＝★ラオンゴルフクラブ（1.0Ｒ）＝バス＝        【同上泊】

※中部発は済州島空港からまっすぐホテルへ

朝食後　●フリータイム
中部／午前：ホテル発＝済州島発（12：25頃）⇒中部着（13：50頃）
       　　　　　オプショナルゴルフ：☆ブラックストーンGC（￥28,000）

成田・関西／済州島発（18：10～19：30）⇒成田・関西着（20：25～20：30）

全国より100名募集
1名参加も大歓迎！

10月10日（日）～12日（火） 2泊3日
10月10日（日）～13日（水） 3泊4日

日
程
 ：

成田・関西・福岡発着

成田・関西・中部発着

成田・関西

成田・関西

成田・関西

済州グランドホテル�

市中心部に位置し近代的でデラックスなホテル。客室は白を基調とした明るいイメージで清潔感があり、
女性にも人気がある。また和食レストランやスパ、カジノなどの館内施設も充実。
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