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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、事前にご確認の上お申し込みください。お陰様で25周年

2010年は全45名のお客様にお楽しみ頂きました。2010年は全45名のお客様にお楽しみ頂きました。

No.16  170Y  PAR 3 “レッドバッド” No.15  530Y  PAR 5“ファイヤーソーン” パー3コンテストの歴代優勝者ボードには青木・中嶋プロの名が刻み込まれています。

明日からの熱戦を控えて、しばし親子で感動のひととき、水曜日伝統のパー3コンテストには世界中から1万人のギャラリーが…。

過去11年分の観戦チケットとキャップが並ぶJSオフィス

水曜恒例のパー3コンテスト　ホールインワン多発のすり鉢状 No.8 & No.9ホール

シャトルで10分（約2km）

ホテル（朝食）＝車＝午前：サンフランシスコ発    〈日付変更線通過〉

トーナメント日程
4月7日（木）～4月10日（日）
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火・水曜日を中心にほとんどの参加選手の練習ラウンドをゆったりとご覧頂けます。

パー３コンテストは、本コースに隣接した池の美しい 9H 1,060Y P72 のコースで開催されます。
参加選手自身の小さな子供や姉妹をキャディーに伴って、心暖まる情景が毎年繰り広げられ、ビッグ
スリーや往年の名プレーヤーとのペアリングなど、サプライズ盛り沢山のエキジビジョンイベントです。

火・水の2日間共カメラ持込可能、パー3コンテストもフリー撮影が可能です。サインも気軽にもらえます。

75th  MASTERS  TOURNAMENT

2011 マスターズ 観戦ツアー

指定練習日 と 水曜PM恒例のパー3コンテストが面白い！

日程　2011年4月4日（月）～ 4月9日（土）　4泊6日

●最少催行人員：2名 ●1人部屋利用追加代金：120,000円 ●食事：なし ●現地係員
●利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空のうちいずれか
●利用予定ホテル（洋室２名様１室利用）：＜オーガスタ4泊＞
  カントリーイン&スイーツ、ベストウェスタン、ラマダオーガスタ、ステイブリッジ＆スィーツのいずれか 

午後：成田空港着　

498,000円 998,000円成田発 成田発

成田発
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日程　2011年4月8日（金）～ 4月15日（金）　6泊8日

●最少催行人員：8名  ●1人部屋利用追加代金：240,000円  ●添乗員同行 ●食事：3朝食

998,000円 1,580,000円

ホテル＝午前：アトランタ発    午後：サンフランシスコ着＝車＝ペブルビーチへ

ホテル（朝食）・・・隣接・・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R） ・・・

ホテル（朝食）＝シャトル＝★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0R）＝

午後：成田空港着　

B
日程　2011年4月7日（木）～ 4月12日（火）　4泊6日

●最少催行人員：2名　●1人部屋利用追加代金：120,000円　●食事：なし   ●現地係員　
●利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空のうちいずれか
●利用予定ホテル（洋室２名様１室利用）：＜オーガスタ4泊＞
カントリーイン&スイーツ、ベストウェスタン、ラマダオーガスタ、ステイブリッジ＆スィーツのいずれか 

ホテル＝車＝午前：アトランタ発    米国内乗り継ぎ    〈日付変更線通過〉

698,000円 1,198,000円

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国出国税（6,400円）、燃油サーチャージ
  （14,000円／10月1日現在）が別途必要となります。

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国出国税（6,400円）、燃油サーチャージ
  （14,000円／10月1日現在）が別途必要となります。

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国出国税（6,400円）、燃油サーチャージ
  （14,000円／10月1日現在）が別途必要となります。

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国出国税（6,400円）、燃油サーチャージ
  （14,000円／10月1日現在）が別途必要となります。

リーズナブルにオーガスタ！決勝ラウンドは想い出に浸ってご自宅で。 夢と感動の予選・決勝ラウンドを3日間観戦。

世界中の注目を浴びるオーガスタに滞在しながら観戦＆ゴルフ 決勝ラウンド2日間観戦後、サンフランシスコに飛んで
2010年全米オープン開催のペブルビーチをプレーする!

●成田～アトランタ間往復航空運賃 ●4泊宿泊料
●下記行程中の地上移動費 ●3日間の観戦チケット代金

●成田～アトランタ間往復航空運賃 ●4泊宿泊料
●下記行程中の地上移動費 ●3日間の観戦チケット代金

●成田～アトランタ～サンフランシスコ～成田間航空運賃●6泊宿泊料 
●下記行程中の地上移動費  ●2日間の観戦チケット代金 ●2.0Rプレイ代 
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マスターズ 金・土・日 観戦&応援 6日間マスターズ 火・水・木 観戦 6日間

ビジネスクラスエコノミークラス ビジネスクラスエコノミークラス

ビジネスクラスエコノミークラス

ホテル＝車＝午前：オーガスタ又はコロンビア発      米国内乗り継ぎ    
〈日付変更線通過〉

成田発

日程　2011年4月5日（火）～ 4月12日（火）　6泊8日

マスターズウィーク・オーガスタ滞在 

●利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空のうちいずれか
●利用予定ホテル（洋室２名様１室利用）：＜オーガスタ6泊＞
カントリーイン&スイーツ、ベストウェスタン、ラマダオーガスタ、ステイブリッジ＆スィーツのいずれか 

798,000円 1,298,000円

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズ練習ラウンド観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズ練習ラウンド観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝
☆マスターズ練習ラウンド観戦  午後：パー3コンテスト観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント最終日観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント最終日観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント最終日観戦

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント2日目観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント3日目観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント1日目観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント2日目観戦＝

ホテル＝シャトル・約10分＝☆マスターズトーナメント3日目観戦

ホテル＝車・20分＝★ジョーンズ・クリークGC（1.0R）＝

ホテル＝車・20分＝★マウントビンテージGC（1.0R）＝

午後：成田空港着　

午後：成田空港着　

午後：成田発   〈日付変更線通過〉   米国内乗換え   夕刻：アトランタ着
＝車＝ホテルへ

午後：成田発   〈日付変更線通過〉   米国内乗換え   夕刻：アトランタ着
＝車・約2時間＝オーガスタへ

午後：成田発   〈日付変更線通過〉   米国内乗換え   午後：アトランタ着
＝車・約2時間＝オーガスタへ

●成田～アトランタ間往復航空運賃 ●6泊宿泊料 
●下記行程中の地上移動費 ●3日間の観戦チケット代金 ●2.0Rプレイ代 
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ビジネスクラスエコノミークラス

2ラウンド 8日間
2ラウンド 8日間

ホテル＝車＝午前：アトランタ発    米国内乗り継ぎ    〈日付変更線通過〉

【オーガスタ泊】【オーガスタ泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】
【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機中泊】【機中泊】

【オーガスタ泊】

【オーガスタ泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機中泊】

【機中泊】

午後：成田発   〈日付変更線通過〉   米国内乗換え  午後：アトランタ着
＝車・約2時間＝オーガスタへ

●最少催行人員：8名  ●1人部屋利用追加代金：180,000円  ●現地係員  ●食事：なし

●利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空のうちいずれか
●利用予定ホテル（洋室２名様１室利用）：
  ＜オーガスタ3泊＞カントリーイン&スイーツ、ベストウェスタン、ラマダオーガスタ、
                             ステイブリッジ＆スィ ツーのいずれか  
  ＜ペブルビーチ3泊＞ ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ（シーニックビュー）

【 ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ泊】

ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチペブルビーチゴルフリンクス

JSスタッフによる現地ツアーデスク出発前にツアー説明会を開催いたします。

カントリーイン&スイーツ ステイブリッジ＆スィ ツー

ベストウェスタン ラマダオーガスタ

ホテル

オーガスタ ナショナル
ゴルフクラブ

オーガスタ インフォメーションオーガスタ インフォメーション

マスターズ決勝観戦とペブルビーチ
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4/ 4 （月） 指定練習日

4/ 5 （火）       〃

4/ 6 （水） 〃《PM：名物パー3コンテスト》

4/ 7 （木） 予選ラウンド第1日

4/ 8 （金） 予選ラウンド第2日

4/ 9 （土） 決勝ラウンド第3日

4/10（日） 決勝ラウンド最終日
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ゴルフツアー一筋２５年の経験と真心でご案内致します。ジェットゴルフで生涯の想い出を！2011年 夢と感動のメジャートーナメント観戦ツアー特集

コースまでシャトルバスで10分のオーガスタ市内に泊まって、各自自由にご観戦頂けます。期間中ホテル内には
JSスタッフによるツアーデスクを開設、スムーズな観戦や移動など快適な想い出創りをサポート致します。

★オーガスタ市内に泊まります。コースまで 約 10分と
　アクセスが良いので、朝から日が暮れるまで観戦可能です。
★シャトルバスが約20分間隔でコースまで運行します。
　往復路共にご自分のペースで自由にご観戦下さい。
★ホテルから徒歩10分圏内に、日本食、ステーキハウス、
　中華などのレストランも有り、大変便利な立地です。

★オーガスタ市内に泊まります。コースまで 約 10分と
　アクセスが良いので、朝から日が暮れるまで観戦可能です。
★シャトルバスが約20分間隔でコースまで運行します。
　往復路共にご自分のペースで自由にご観戦下さい。
★ホテルから徒歩10分圏内に、日本食、ステーキハウス、
　中華などのレストランも有り、大変便利な立地です。


