
全コース添乗員同行シリーズ 全コース添乗員同行シリーズ 
マスターズ観戦ツアー添
乗歴今年で10年目。パイ
ンハースト、ペブルビーチ、
セントアンドリュースなど
世界20カ国の夢ツアー
経験。趣味はお客様の
「楽しかったよ、ありがとう」
の声を聞くこと。 
1962年北海道出身 

中学、高校とアメリカ在
住。2000年15歳で世界
ジュニア選手権にフロリ
ダ代表として出場。2008
年JS入社、初添乗のマ
スターズ観戦ツアー以来
本年は3回目の担当チー
フ。ベストスコア66 
1984年岡山県生まれ 

オーストラリア在住歴5年、
ゴールドコーストでオペレ
ーターとして日本からの
お客様を接遇。世界38
カ国渡訪歴有。帰国後
外資系ホテルでブライダ
ル担当12年、心を込めた
おもてなしが信条です。 
1966年鹿児島県出身 

海外担当マネージャー。
スコットランドとアイルランドを
中心にしたヨーロッパとアジ
ア全域を担当。ターンベリー・
広野など名門コースでの豊富
なラウンド経験を生かして…。
セントアンドリュースは添乗歴
11回のスペシャリストです。
1970年東京生まれ 

世界ゴルフ100選はＵＳゴルフマガジン誌が世界のゴルフに精通した約100人のパネリストによって厳正に審査、2年に1度選りすぐりのトップ 
100コースを選んでいます。ちなみに日本では廣野ＧＣ（39位）、東京ＧＣ（97位）、鳴尾ＧＣ（99位）が2009年度にランクインされています。 

五十嵐 達也 薬師寺 輝 木場 純一 加藤 三男 
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モンサンミッシェル修道院と爽やかなフランス北部ノルマンディーでゴルフ！ 

フランス モンサンミッシェルとノルマンディーゴルフ 8日間 3ラウンド 
世界遺産・水の都ベニスとシェークスピアの舞台ベローナ、お洒落な街ミラノを周遊！ 

イタリア ベニス・ベローナ・ミラノ三都周遊ゴルフ 8日間 4ラウンド 
フランス・スイスからアルプス山脈の名峰を眺め、爽やかな高原ゴルフを・・・。 

スイスアルプスとゴルフの旅 8日間 3ラウンド 

カナディアンロッキーの神秘的な世界。涼風そよぐ北国の短い夏をご堪能下さい。 

夏休みカナダ カナナスキス＆バンフ 7日間 3ラウンド 
2010年全英オープン開催後のオールドコースと09年開催ターンベリー＆名門プレストウィック 

セントアンドリュース＆ターンベリー 8日間 4ラウンド 
世界ゴルフ100選に名を連ねるバリーバニオン、ロイヤルカウンティーダウンなど全5コースを！ 

リンクスの故郷　アイルランドゴルフ 9日間 5ラウンド 

太陽が降り注ぐコスタデルソルの名門コースと芸術の都バルセロナ 

スペイン 名門バルデラマＧＣと芸術の都バルセロナ 8日間 3ラウンド 
Ｊ.ニクラス や Ｒ.Ｔ.ジョーンズＪｒ．の設計コースが並ぶメキシカンリゾート！ 

メキシカンリゾート ロスカボス 7日間 3ラウンド 
東洋と西洋文化が融合した魅惑のベトナムを世界遺産とゴルフで縦断。 

ベトナム縦断 ハノイ・フエ・ホーチミンゴルフ 7日間 3ラウンド 

幻想的な紅葉の九寨溝と成都ゴルフ。四川名物マーボー豆腐もお楽しみ下さい！ 

四川省 紅葉の九寨溝＆黄龍・ゴルフの旅 7日間 2ラウンド 

3ラウンド 
月面に緑のカーペットを敷き詰めた狼の谷“ウルフクリーク”など3ラウンド！ 

大自然の神秘的な世界・ラスベガスゴルフ 7日間 
6月4日（金） 

8月13日（金） 

8月16日（月） 

9月5日（日） 

9月16日（木） 

10月2日（土） 

10月15日（金） 

7月6日（火） 

7月25日（日） 

8月2日（月） 

10月23日（土） 

成田発 

成田発 

成田発 

成田発 

成田発 

成田発 

成田発 

成田･関西発 

成田･関西発 

成田発 

成田･関西発 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

実施期間 2010年6月～2010年11月   出発地：東京・大阪・名古屋 

2010   
春・夏・秋 

世界遺産と 
ゴルフの旅 
世界遺産と 
ゴルフの旅 

世界遺産と 
ゴルフの旅 
世界遺産と 
ゴルフの旅 

世界遺産と 
ゴルフの旅 
世界遺産と 
ゴルフの旅 

世界遺産と 
ゴルフの旅 
世界遺産と 
ゴルフの旅 

世界遺産と 
ゴルフの旅 
世界遺産と 
ゴルフの旅 

世界ゴルフ 世界ゴルフ 
100選 

世界ゴルフ 世界ゴルフ 
100選 

世界ゴルフ 世界ゴルフ 
100選 

世界ゴルフ 世界ゴルフ 
100選 

おかげさまで25周年 

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 　　IAGTO国際ゴルフツアーオペレータ協会会員 

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・文化の世界遺産も訪ね歩く…。 

ＰａｒｔⅢ 

世界ゴルフ紀行 



ラスベガスから北に60分、月面に緑のカーペットを敷き詰めた狼の谷“ウルフクリーク”や 
街全体がテーマパーク・ラスベガスを満喫 

ラスベガス・ゴルフ7日間＜3ラウンド＞ 

－ 1 － 

☆ラスベガスから北に60分、西部劇の舞台を彷彿させる、古き
良きアメリカの街並みが広がるノースラスベガスは起伏に富
んだ眺望の素晴らしいコースが点在するアメリカのゴルフメ
ッカのひとつです。 

☆月面に緑のカーペットを敷き詰めた幻想的なコース・ウルフ
クリークGCやふんだんな地下水を使ったチャンピオンコース・アリアンテ
ＧＣ、ラスベガスを代表するリゾートコース・パイユートの３コースをラ
ウンドします。 
☆フリータイムでは大自然の神秘・グランドキャニオン観光やラスベガスの
ど真ん中にある“バリハイＧＣ”などお楽しみ下さい。 

ウルフクリークゴルフクラブ アリアンテゴルフリゾート 

グランドキャニオン グランドキャニオン パリス・ラスベガスパリス・ラスベガス パリス・ラスベガス 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 6月4日（金） 
午前：成田発　　（日付変更線通過）　　米国内乗換え　　 
午後：ラスベガス着＝専用車・約60分＝ノースラスベガスへ ＜アリアンテステーションカジノ泊＞ 

朝：ホテル＝専用車＝午前：ラスベガス発　　　米国内乗換え 
　（日付変更線通過） ＜機中泊＞ 

午前：成田着／関西着 

●終日　フリータイム 
＊オプショナルツアー：グランドキャニオン１日観光 
＊オプショナルゴルフ：バリハイＧＣ又はＴＰＣアット・キャニオン ＜パリス・ラスベガス泊＞ 

6月5日（土） 
午前：●アリアンテゴルフリゾート（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテル隣接のコースで、アメリカ人ゲーリー・パンクス設計により2003年にオープン。砂漠の真ん中の乾ききった大地にふん
だんに水を使った美しいリゾートコースです。　18Ｈ　7,022Ｙ　P72 ＜アリアンテステーションカジノ泊＞ 
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6月8日（火） 

6月9日（水） 

6月10日（木） 

午前：●ラスベガスパイユート（1.0Ｒ）でゴルフ 
ラスベガス市内から車で40分、奇才ピート･ダイの設計により1998年にオープン。遠くに霞む山の稜線がとても印象的な美しく
スリリングな54ホールです。　 ＜パリス・ラスベガス泊＞ 

5

6

7

6月6日（日） 

午前：●ウルフクリーク・ゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で30分、ネバタ州とアリゾナ州の州境にあるデニス・ライダー設計により2000年にオープン。月面を思わせる
岩や丘に鮮やかな緑を敷き詰めたコースレート75.4！これぞアメリカと唸らせるコースです。18Ｈ　7,018Ｙ　P72

プレー終了後、ラスベガスへ ＜パリス・ラスベガス泊＞ 
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6月7日（月） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

6月4日（金）～6月10日（木） 
エコノミークラス利用 

228,000円 
ビジネスクラス利用 
498,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
デルタ航空又はユナイテッド航空 
50,000円 
ノースラスベガス（2泊）：アリアンテステーションカジノ 
ラスベガス（3泊）：パリス・ラスベガス 
5朝食 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税(6,400円）及び燃油サー
チャージ（23,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 
＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加代金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

その他 

－機－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

メキシコ 

ラスベガス ラスベガス 

ザイオン国立公園 ザイオン国立公園 

ソルトレイク・シティ ソルトレイク・シティ 

プライスキャニオン国立公園 プライスキャニオン国立公園 

モニュメントバレー モニュメントバレー 

グランドキャニオン グランドキャニオン 

ヨセミテ国立公園 ヨセミテ国立公園 

サンディエゴ サンディエゴ 

ロザンゼルス ロザンゼルス 
セドナ セドナ 



＜世界遺産とゴルフの旅＞ 
世界遺産・モンサンミッシェル観光とフランス北部のノルマンディー地方で3ラウンド！ 

フランス　モンサンミッシェルとノルマンディーゴルフ8日間＜3ラウンド＞ 

－ 2 － 

☆英仏海峡に臨む海との関わりが深いフランス北部ノルマンディー
地方はヨーロッパ人の避暑地でモネやブータンが描いた美しい風
景が広がる人気のエリアです。 

☆古くから上流階級が集うセレブの町・ドービルと風情あるブルタ
ーニュ地方のサンマロに滞在し、昼はゴルフ、夜は新鮮な魚介類

をご堪能下さい。 
☆海の上に聳え立つ修道院・モンサンミッシェルを観光。花崗岩の宝石と讃えら
れた神秘的な姿を是非ご覧下さい。 

モンサンミッシェル修道院 ゴルフバリエール・ドービル ゴルフ・ド・プレニュー・バルアンドレ 

ホテルロイヤルバリエール（ドービル） 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 7月6日（火） 
午前：成田発／関西発　　　夕刻：パリ空港 
＝専用車・約2.5時間＝ドービルへ ＜ロイヤルバリエール泊＞ 

朝：ホテル＝専用車＝午前：パリ空港発 ＜機中泊＞ 

午前：レンヌ空港発　　　午後：パリ着＝専用車＝ホテルへ 
チェックイン後、フリータイム ＜ウェスティン・パリ泊＞ 

午前：成田着／関西着 

7月7日（水） 

午前：●ゴルフバリエール・ドービル（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で10分、Ｔ．シンプソン設計で1929年にオープン。日本の川奈や東京ゴルフ倶楽部にも影響を与えた英国人ヘン
リー・コットンが1964年に改修した伝統的な英国パークランドスタイルのコース。 
　27Ｈ　9,831Ｙ　P107 ＜ロイヤルバリエール泊＞ 

●ゴルフ・ド・プレニュー・バルアンドレ（1.0Ｒ）でゴルフ 
サンマロから車で40分、Ａ．プラット設計で1992年にオープン。風光明媚なブルターニュ地方の海岸線に沿って作られたシー
サイドコースは晴天時にチャネル諸島を望む絶景が広がります。18Ｈ　6,342Ｙ　P72 ＜グランド・テルメ泊＞ 
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7月10日（土） 

7月11日（日） 

7月12日（月） 

7月13日（火） 

6

5

7

8

7月8日（木） 
午前：●ゴルフバリエール・サンジュリエン（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で30分、のんびりとしたフランスの田園風景が広がるペイズドオーグ地方にあるフラットな27ホール。 
27Ｈ　9,092Ｙ　P105 ＜ロイヤルバリエール泊＞ 

午前：ドービル発＝専用車・約2時間＝ 

世界遺産：モンサンミッシェル観光 
モンサンミッシェルは、円錐状の小島に建てられたカトリックの修道院として、10世紀初期に建設されました。その後、14～15
世紀はフランス軍の要塞に、18世紀フランス革命時には、一時監獄として使われたのちに、1979年世界遺産に登録されました。
今では、年間250万人が訪れ、日本人が選ぶ旅行先の第2位になっています。 
観光終了後、サンマロへ。夕食は新鮮なシーフード料理 ＜グランド・テルメ泊＞ 
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7月9日（金） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着 
旅行期日（2010年） 

7月6日（火）～7月13日（火） 
エコノミークラス利用 

598,000円 
プレミアムエコノミー 

798,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
エールフランス航空 
100,000円 
ドービル（3泊）：ロイヤルバリエール 
サンマロ（2泊）：グランドテルメ 
パリ（1泊）：ウェスティンパリ 
朝食6回、昼食1回、夕食2回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
国内空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、フランス空港
税(8,700円）及び燃油サーチャージ（25,000円／10年4月現在）
が旅行代金の他に必要となります。 
＊成田・関西以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

ビジネスクラス利用 
998,000円 

－機夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝昼夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
一人部屋利用追加代金 

 
利用予定ホテル 

 
食事 

最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

その他 

パリ 

サンマロ サンマロ 

レンヌ 

トービル トービル 

モン・サン・ミッシェル モン・サン・ミッシェル 



ベニス 
ベローナ 

ローマ 

ミラノ 

イタリア 

スイス スイス 

スロベニア スロベニア 

クロアチア 

＜世界遺産とゴルフの旅＞ 
世界遺産・水の都ベニス＆古都ベローナ観光、イタリア北部３都市の周遊＆ゴルフの旅！ 

イタリア　ベニス・ベローナ・ミラノ三都周遊ゴルフ8日間＜4ラウンド＞ 

－ 3 － 

カステルコントゥルピア 

☆水の都ベニス、ロミオとジュリエットの舞台・ベロー
ナ、ファッションの街・ミラノ、各都市2連泊で、イ
タリア北部３都市を世界遺産とゴルフを楽しみながら
周遊します。 

☆新鮮な魚介類を使ったベニス料理やベローナ料理など
本場イタリア料理の数々をご賞味下さい。 

ゴルフ・ヴェネチア 水の都ベニス 

ミラノドゥオーモ ベローナの街並み 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 7月25日（日） 
午前：成田発／関西発　　　欧州内乗換え　　　夕刻：ベニス空港 
＝専用ボート＝ホテル着 ＜ウェスティンヨーロッパ・レジーナ泊＞ 

午前：ホテル＝専用車＝午前：ミラノ空港発　　　欧州内乗換え ＜機中泊＞ 

午前：成田着／関西着 

午前：ベニス発＝専用車・約1時間＝ 

7月26日（月） 

午前：●ゴルフ・ヴェネチア（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルからボートと車で30分、ＣＫコットン設計で1928年にオープン。全長15㎞の細長いリド島の南部にある風光明媚なシ
ーサイドコース　18Ｈ　6,782Ｙ　P72 

世界遺産・ベニス観光（サンマルコ広場・ドゥカーレ宮殿など） 
夕食：ベニス料理 ＜ウェスティンヨーロッパ・レジーナ泊＞ 

午前：●ゴルフ・ビラデステ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ミラノ市内から車で60分、ピーター・ガンマン設計で1926年にオープン。毎年セレブが避暑に訪れるコモ湖畔にある名門コー
スです。18Ｈ　6,266Ｙ　P69 ＜ウェスティンパレス・ミラノ泊＞ 
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7月29日（木） 

7月30日（金） 

7月31日（土） 

8月1日（日） 

6

5

7

8

7月27日（火） 
午前：●ゴルフクラブ・パドバ（1.0Ｒ）でゴルフ 
パドバ市内から車で30分、1964年オープンの牧歌的な風景が広がるカントリースタイルの18ホール。 
18Ｈ　6,638Ｙ　P72 
ホールアウト後、ベローナへ。 ＜B4ベローナ・レオン・ドーロ泊＞ 

午前：ベローナ発＝専用車・約2時間＝ 

午後：●ゴルフクラブ・カステルコントゥルビア（1.0Ｒ）でゴルフ 
ミラノ市内から車で60分、巨匠ロバート・トレント・ジョーンズＪｒ設計で、1987年にオープン。森の中にひっそりと佇む
コースは、欧州ＰＧＡトーナメントも開催される。18Ｈ　6,816Ｙ　P72 
ホールアウト後、ミラノへ。 ＜ウェスティンパレス・ミラノ泊＞ 
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7月28日（水） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着 
旅行期日（2010年） 

7月25日（日）～8月1日（日） 
エコノミークラス利用 

598,000円 
プレミアムエコノミー 

758,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
エールフランス航空 
85,000円 
ベニス（2泊）：ウェスティンヨーロッパ・レジーナ 
ベローナ（2泊）：B4ベローナ・レオン・ドーロ 
ミラノ（2泊）：ウェスティンパレス・ミラノ 
朝食6回、昼食1回、夕食2回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
国内空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、イタリア空港税
(8,700円）及び燃油サーチャージ（28,700円／10年4月現在）が旅行代
金の他に必要となります。 

ビジネスクラス利用 
898,000円 

－機－ 

朝－夕 

朝－－ 

朝昼夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
一人部屋利用追加代金 

 
利用予定ホテル 

 
食事 

最少催行人員・添乗員 
 

空港税・燃油サーチャージ 
 

世界遺産・ベローナ観光 
古代ローマから中世まで北イタリアの要塞として繁栄したベローナは、シェークスピアの名作「ロミオとジュリエット」の舞台と
しても有名です。ゆったりと古都の町を観光致します。 
夕食：本場イタリア料理 ＜B4ベローナ・レオン・ドーロ泊＞ 



＜2010年夏休みスペシャル＞ 
フランス・スイスからアルプス山脈の名峰を眺め、爽やかな高原ゴルフを…。 

スイスアルプスとゴルフの旅8日間＜3ラウンド＞ 

－ 4 － 

フランス 
フランス 

エビアン エビアン 

シャモニー シャモニー 

インターラーケン 

チューリッヒ 

フランス 

ジュネーヴ 

ルシェルン ルシェルン 

イタリア 

ドイツ ドイツ 

オーストリア 

ベルン ベルン 

ツェルマット ツェルマット 

ウィンタートゥール ウィンタートゥール 

☆フランス・スイスアルプスの8月は約2,000種類の可憐な高山植物が咲き
乱れる季節です。 

☆フレンチアルプスのモンブラン（4,810Ｍ）とベルナーオーバーランド・
アルプスの三大名峰・ユングフラウ（4,158Ｍ）、アイガー（3,975Ｍ）、
メンヒ（4,107Ｍ）を回る絶景ルート。 

☆スイスＮＯ１と評されるドメインインペリアルと昨年、宮里藍が優勝したエビアンマ
スターズＧＣ、スペインの英雄・セベが監修したクラン・スルシエレの3コースをラウ
ンド頂けます。 

ドメイン・インペリアル エビアンマスターズＧＣ ゴルフクラブ・クランシエレ 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 8月2日（月） 
午前：成田発　　　＜欧州内乗り継ぎ＞　 　 
夕刻：ジュネーブ着＝専用車＝ホテル ＜ブリストル＞ 

朝：ホテル＝専用車＝午前：チューリッヒ空港発　　　＜欧州内乗り継ぎ＞ ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

8月3日（火） 
午前：●ドメイン・インペリアル（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で70分、スイス領レマン湖畔にＰ.ダイ設計で1987年にオープン。毎年、権威あるコースガイド誌「プジョー・ゴ
ルフガイド」でスイスNo.1に選ばれています。　18Ｈ　6,943Ｙ　P72 ＜ブリストル＞ 

●ゴルフ・クラン・スルシエレ（1.0Ｒ）でゴルフ 
エビアンから車で約90分、Ｍ.ニコルソン設計で1907年にオープン、のちにセベ・バレステロスが改修。スイスアルプスの
山々に囲まれ借景に富んだコースはヨーロピアンマスターズも開催されるチャンピオンコースです。18H 6,937Y P72 
＝専用車＝インターラーケンへ ＜ロイヤルジョルジュ泊＞ 

2

8月6日（金） 

8月7日（土） 

8月8日（日） 

8月9日（月） 

7

5

6

8

8月4日（水） 

午前：●エビアンマスターズＧＣ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で40分、Ｃ．ロビンソン設計で1990年にオープン。フランスとスイスにまたがるレマン湖のほとりに広がるコ
ースは、毎年7月LPGAツアー・エビアンマスターズの会場で、'09年宮里藍が優勝したコースです。 
18Ｈ　6,647Ｙ　Ｐ72 
プレー終了後、車で10分のホテルにチェックイン ＜ヒルトン・エビアン＞ 

終日モンブラン観光（フレンチアルプスの絶景） 
シャモニーからロープウェイで一気に標高3,842Ｍのエギーユ・デュ・ミディ展望台に登り、ヨーロッパアルプス最高峰モンブ
ラン（4,810Ｍ）の大パノラマをお楽しみ下さい。 ＜ヒルトン・エビアン＞ 

世界遺産ユングフラウ観光（三大名峰・ユングフラウ、アイガー、メンヒ） 
登山電車でクライネ・シャディックへ。ユングフラウ鉄道に乗り継ぎユングフラフヨッホ展望台へ。三大名峰・アイガー、メン
ヒ、ユングフラウの絶景をお楽しみ下さい。 ＜ロイヤルジョルジュ泊＞ 

3

8月5日（木） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

8月2日（月）～8月9日（月） 
エコノミークラス利用 

598,000円 
プレミアムエコノミー 

798,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
エールフランス航空又はスイスインターナショナル 
135,000円 
ジュネーブ（2泊）：ブリストル／エビアン（2泊）：ヒルトン 
インターラーケン（2泊）：ロイヤルサンジョルジュ 
朝食6回、昼食2回、夕食1回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、海外空港税（10,510円）及び燃
油サーチャージ（28,700円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要
となります。 
＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

ビジネスクラス利用 
958,000円 

－機夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝昼－ 

朝－－ 

朝昼－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
一人部屋利用追加代金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

 
空港税・燃油サーチャージ 

 
その他 

スイスアルプスとユングフラウ鉄道 スイスアルプスとユングフラウ鉄道 



＜2010年　夏休みスペシャル＞ 
カナディアンロッキーの神秘的な世界。涼風そよぐ北国の短い夏をご堪能下さい。 

夏休みカナダ　カナナスキス＆バンフ7日間＜3ラウンド＞ 

－ 5 － 

☆8月のカナダ・バンフ地区の気候は最高気温23℃、高原の爽やかな空気がとても気持ちのいい季節です。 
☆バンフスプリングスゴルフコースとカナナスキスカントリーゴルフコースは3,000M級の山々の美しい景色、澄み切ったク
リーク等が、大自然に溶け込んだ神秘的なコースです。いずれもカナディアンロッキーのベストコースです。 

☆滞在は2007年カナナスキス・サミットが開かれたゴルフ場隣接のデルタロッジとバンフの町を一望するデラックスリゾー
ト・リムロックホテルです。 

カナナスキスカントリーゴルフコース バンフスプリングスゴルフコース 

ターコイズブルーのペイトー湖 リムロックホテル デルタロッジ・カナナスキス 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 8月13日（金） 
午前：成田発　　（日付変更線通過）　　バンクーバー乗換え 
午後：カルガリー着＝専用車・約120分＝カナナスキスへ ＜デルタロッジ・カナナスキス泊＞ 

朝：ホテル発＝専用車＝午前：カルガリー発 
午後：バンクーバー乗換え　　　（日付変更線通過） ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

終日　フリータイム 
オプショナルツアー：カナディアンロッキー観光（レイクルイーズ、ボー湖、ペイトー湖、コロンビア氷原等） 
オプショナルゴルフ：シルバーチップGC ＜リムロックホテル泊＞ 

8月14日（土） 

午前：●カナナスキス・Mt．キッドコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルに隣接する36ホールはRTジョーンズSr設計より1983年にオープン。透き通る青空と360度カナディアンロッキーに囲
まれた神秘的なコースは世界にも類のない雄大さを誇る。Mtキッドコース18H　7,072Y　P72／Mtロレッタコース 
18H　7,102Y　P72 ＜デルタロッジ・カナナスキス泊＞ 

2

8月17日（火） 

8月18日（水） 

8月19日（木） 

午前：●バンフスプリングスGC（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で10分、名匠スタンレー・トンプソン設計により1928年にオープン。雄大なロッキー山脈の玄関口・バンフの
町の中心にひっそり佇む歴史と伝統の27ホール。ラウンド中にエルク（オオジカ）に会えるかも…。 
27H　10,397Y　P108 ＜リムロックホテル泊＞ 

5

6

7

8月15日（日） 午前：●カナナスキス・Mt．ロレッタコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
午後：ホテル発＝専用車・約60分＝バンフへ ＜リムロックホテル泊＞ 

3

8月16日（月） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

8月13日（金）～8月19日（木） 
エコノミークラス利用 

538,000円 
ビジネスクラス利用 
898,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
エア・カナダ 
カナナスキス（2泊）：デルタロッジ（スーペリアルーム） 
バンフ（3泊）：リムロックホテル（デラックスルーム） 
5朝食・2夕食 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税（5,000円）及び燃油サー
チャージ（23,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 
＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

1人部屋利用追加代金 
95,000円 

－機夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝－夕 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

その他 

ブリティッシュ・ 
コロンビア州 
ブリティッシュ・ 
コロンビア州 

アルバータ州 

ジャスパー ジャスパー 
レイクルイーズ レイクルイーズ 

バンフ バンフ 
カルガリー カルガリー 

シアトル 

ビクトリア ビクトリア 

ウィスラー ウィスラー バンクーバー島 バンクーバー島 

太 平 洋 

カナダ 

アメリカ合衆国 

バンクーバー バンクーバー 

ロ
ッ
キ
ー
山
脈



＜2010年夏休みスペシャル＞ 
2010全英オープン開催後のセントアンドリュースと2009年開催ターンベリー・アイルサコース、第1回大会開催のプレストウィックGCをお楽しみ下さい。 

セントアンドリュース＆ターンベリー8日間＜4ラウンド＞ 

－ 6 － 

☆セントアンドリュース・オールドコースのスタートを確実に保証する公
式プログラム「オールドコースエクスペリエンス」を利用しますので、
出発前にスタート時間が確定します。 

☆今年、第139回全英オープン（7/15～18）開催後のオールドコースでプ
レーができます 

☆8月のスコットランドは1年を通して一番気温が安定しており、日中22℃前後まで暖か
くなる日があります。 
☆2009年全英オープンでトム・ワトソンの激闘の舞台・ターンベリーと第1回全英オー
プン開催・プレストウィックGCをラウンドします。 

セントアンドリュース・オールドコース ターンベリー・アイルサコース プレストウィックゴルフクラブ 

有名な17番（ロードホール）に面したオールドコースホテル 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 8月16日（月） 午前：成田発　　　午後：ロンドン空港　　 夜：エジンバラ空港着　⇒専用車･70分＝セントアンドリュースへ ＜オールドコースホテル泊＞ 

朝：グラスゴー空港発　　　午後：ロンドン空港発 ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

午前：ホテル発⇒専用車・約60分＝エジンバラへ 
●エジンバラ市内観光（エジンバラ城、ホーリールード宮殿等） 
観光終了後＝専用車・約2時間＝ターンベリーへ ＜ターンベリーホテル泊＞ 

8月17日（火） 

午前：●セントアンドリュース・ニューコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
セントアンドリュースで2番目に古いコースで1895年にオープン。うねりのあるフェアウェイと名物のポットバンカー等、オー
ルドコースに比べ戦略性もあり、地元ではとても人気のあるコースです。18H　6,604Y　P71　トム・モリスSr.設計 
午後：オプショナルでキングスバーンズコースプレー ＜オールドコースホテル泊＞ 

2

セントアンドリュース・オールドコースパッケージ〈申込金・取消料に関する特別規定〉 
当ツアーはセントアンドリュース・オールドコースのプレーを確実に保証するプログラム「オールドコースエクス
ペリエンス」の代金を旅行代金に含めております。 
予約と同時にデポジット（予約金）が必要となりますので、詳しくは別途用意した詳細資料でご確認下さい。 

8月20日（金） 

8月21日（土） 

8月22日（日） 

午前：●プレストウィックゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ターンベリーから車で20分、1851年にオープンした第1回全英オープン（1860年）開催コース。自然が織り成すアンジュ
レーションは現在においても全く古さを感じさせないコースです。18Ｈ　6,639Ｙ　Ｐ71　設計者不明 
　 ＜ターンベリーホテル泊＞ 

午前：●ターンベリー・アイルサコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルに隣接。過去4回全英オープンが開催され、特に1977年Ｊニクラスと死闘を演じたＴワトソンが昨年、再びＳシンクと
激闘を繰り広げたコースです。18Ｈ　6,870Ｙ　P70　マッケンジー・ロス設計　1906年開場 
午後：オプショナルでキンタイルコースプレー ＜ターンベリーホテル泊＞ 

5

6

7

8月23日（月） 8

8月18日（水） 

午前：●セントアンドリュース・オールドコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
約600年以上の歴史があるといわれるゴルフの聖地。過去に全英オープンを27回開催し、2010年7月・第139回全英オープ
ン開催後のプレーとなります。18Ｈ 6,609Ｙ　P72 設計者不明 
夜:ホテルレストランにて夕食 ＜オールドコースホテル泊＞ 

3

8月19日（木） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

8月16日（月）～8月23日（月） 
エコノミークラス利用 

798,000円 
プレミアムエコノミー利用 

898,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
英国航空 
140,000円 
セントアンドリュース（3泊）：オールドコースホテル（エデンビュー） 
ターンベリー（3泊）：ターンベリーホテル（クラシックルーム） 
朝食6回、昼食2回、夕食1回 
6名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、英国空港税（23,000円）及び燃油サ
ーチャージ（21,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 

ビジネスクラス利用 
1,198,000円 

－機機 

朝昼－ 

朝昼夕 

朝昼－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加代金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 

世界4位 

世界17位 

エジンバラ エジンバラ 

ダンディー ダンディー 

セントアンドリュース セントアンドリュース 
グラスゴー グラスゴー 

ターンベリー ターンベリー 



世界ゴルフ100選に名を連ねるアイルランド屈指の5コース（バリーバニオン、ロイヤルカウンティダウン、 
ポートマーノック、ウォータービル、ヨーロピアンクラブ）をお楽しみ下さい。 

リンクスの故郷　アイルランドゴルフ9日間＜5ラウンド＞ 

－ 7 － 

☆現在アイルランド（北アイルランド含む）に300以上のコースがあり、ス
コットランドを凌ぐ野性美溢れるリンクスコースが建ち並んでおります。 
☆9月のアイルランドは日本の春頃の気候と同じ位で、日中で最高18℃前後
とゴルフに適したシーズンです。 
☆どれも2009年世界ゴルフ100選（USゴルフマガジン誌）の常連コースです。 

☆滞在はどちらも5ツ星のデラックスホテルに連泊いただきます。 
☆成田より添乗員が同行しますので、食事の手配などはお任せ下さい。 

バリーバニオン・オールドコース ロイヤルカウンティダウン ザ・ヨーロピアンクラブ 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 9月5日（日） 午前：成田発　　　午後：ロンドン空港 
夜：コーク空港着　⇒専用車･70分＝キラニーへ ＜ホテルヨーロッパ泊＞ 

朝：ダブリン空港発　　　午後：ロンドン空港発　 ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

午前：ホテル発⇒専用車＝ダブリンへ 
途中●モハーの断崖見学とダブリン市内観光後、ホテルへ ＜シェルボーンホテル泊＞ 

9月6日（月） 

午前：●バリーバニオン・オールドコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で約60分。1893年にオープンしたアイルランドを代表するリンクスコース。やむことがない海風と膝までかかる
ラフ、野性美溢れるリンクスコースの傑作といわれています。18H 6,828Y  P71 L.ヒューソン／T.シンプソン設計 
午後：オプショナルでバリーバニオン・キャシェンコースプレー ＜ホテルヨーロッパ泊＞ 

2

9月9日（木） 

9月12日（日） 

9月13日（月） 

午前：●ポートマーノックゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ダブリン市内から車で30分、1894年にオープンしたリンクスコース。ダブリン湾の中洲に広がる、自然が織り成すアンジュレ
ーションがとても印象的なリンクスコースです。18H　7,282Y　P72　W.C.ピックマン／G.ロス設計 
 ＜シェルボーンホテル泊＞ 

5

8

9

9月7日（火） 
午前：●ウォータービルゴルフリンクス（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で60分、1889年にオープンしたアイルランド最西端のコース。遠く大西洋を望むバリクスケーリング湾の絶景
が広がる雄大なリンクス。18H　7,198Y　P72　E.ハケット（2004年Tファジオ改修） ＜ホテルヨーロッパ泊＞ 

3

9月8日（水） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

9月5日（日）～9月13日（月） 
エコノミークラス利用 

698,000円 
プレミアムエコノミー利用 

798,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
英国航空 
140,000円 
キラニー（3泊）：ホテルヨーロッパ 
ダブリン（3泊）：シェルボーン 
朝食7回、昼食1回、夕食1回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、アイルランド空港税（9,600円）及
び燃油サーチャージ（24,500円／10年4月現在）が旅行代金の他に必
要となります。 
※成田以外の発着も追加代金にて、ご参加可能です。 

ビジネスクラス利用 
1,098,000円 

－機機 

朝－夕 

朝－－ 

朝昼－ 

朝－－ 

9月10日（金） 

午前：●ロイヤルカウンティダウンＧＣ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ダブリンから車で約90分、北アイルランド内にある1889年にオープンした難攻不落のリンクスコースです。セントアンド
リュースのトム・モリスSrがこの地を訪れた際、あまりの絶景に感激しコースを設計したと言われます。 
18H　6,931Y　P71 ＜シェルボーンホテル泊＞ 

6 朝－－ 

9月11日（土） 

午前：●ザ・ヨーロピアンクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ダブリンから車で約60分、1989年にオープンした比較的新しいリンクスコース。設計のP.ルーディーは自然の地形を壊すこ
となく手作りにこだわりコースを完成させた。毎年全英オープン出場選手がトレーニングに訪れる。 
18H　7,211Y　P71 ＜シェルボーンホテル泊＞ 

7 朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加代金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

 
空港税・燃油サーチャージ 

 
その他 
 

静寂な川のほとりにそびえるシェルボーンホテル 

世界18位 

世界91位 

世界45位 

世界5位 

世界85位 

ダブリン ダブリン 

リメリック 

キラニー キラニー 

ザ・ヨーロピアンクラブ ザ・ヨーロピアンクラブ 

ロイヤルカウンティ 
ダウンGC
ロイヤルカウンティ 
ダウンGC

ベルファースト ベルファースト 

ポートマーノックGCポートマーノックGC

ロンドンへ 

ロンドンから コーク コーク 

ウォーター 
ビルGC
ウォーター 
ビルGC

バリーバニオンGCバリーバニオンGC



＜世界遺産とゴルフの旅＞ 
幻想的な世界が広がる紅葉真っ盛りの九寨溝と成都ゴルフ。四川名物料理もお楽しみ下さい。 

四川省　紅葉の九寨溝＆黄龍・ゴルフの旅7日間＜2ラウンド＞ 

－ 8 － 

北京 

成都 

中華人民共和国 

カルスト台地が生みだす幻想的な世界・九寨溝と黄龍 麗山国際ゴルフクラブ 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 9月16日（木） 
成田空港（9:00発）　　　＜北京経由＞　　　成都空港（15:35着） 
＝専用車･20分＝ホテルへ 
夜：市内レストランにて夕食（四川料理予定） ＜成都泊＞ 

午前：ホテル発＝成都空港（13:00発）　　　＜北京経由＞　 
成田空港（21:00着） 

9月17日（金） 

●世界遺産・峨眉山観光と楽山大仏 
成都から車で約2時間、中国4大仏教名山のひとつ、有名詩人に謳われる峨眉山を専用エコカーバスにて観光します。　高さ71ｍ、
1200年前に造られた・楽山大仏を船上より見学します。 
夜：麻婆豆腐発祥の「陳麻婆豆腐店」にて名物麻婆豆腐(予定） ＜成都泊＞ 

午前：●麗山国際ゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で約20分、アメリカのゴルフデザイングループ・ＪＭＰ社により2004年にオープン。青々したベント芝を敷き詰
めたフェアウェイとコース各所にながれるクリークが戦略性を高め、2007年中国ベストコースのひとつに選べれたコースです。 
18H 6,698Y P72 
午後：●成都パンダ基地を見学 
夜：市内レストランにて夕食（飲茶予定） ＜成都泊＞ 
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9月20日（月） 

9月21日（火） 

9月22日（水） 

●世界遺産・九寨溝観光 
樹正瀑布、樹正群海、樹正村、日則溝、珍珠灘瀑布など。九寨溝の9月は紅葉の季節で一年で一番綺麗な時期といわれておりま
す。水量も豊富で幻想的な世界をご堪能頂けます。九寨溝内は専用エコカーバスを利用します。 
夕刻：九寨溝空港　　　空路40分　　　夜：成都空港＝専用車＝ホテルへ 
夜：市内レストランにて夕食（広東料理予定） ＜成都泊＞ 

午前：●都江堰青城ゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で約50分、アメリカのＨＯＫ社のデザインにてオープン。世界遺産・都江堰にも近く、風光明媚な山並に囲まれ
た丘陵コースです。18Ｈ　7,032Ｙ　P72 

午後：世界遺産・都江堰ダム観光 
2000年12月に世界遺産登録された都江堰は紀元前230年に秦の王様の命令により成都までの水利・軍時目的プロジェクトと
して行われました。完成まで約30年を要し、紀元前223年に楚国を倒した秦が中国を統一しました。 
夜：市内レストランにて夕食（名物・火鍋料理予定） ＜成都泊＞ 

5

6

7

9月18日（土） 3

9月19日（日） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

9月16日（木）～9月22日（水） 
エコノミークラス利用 

328,000円 
ビジネスクラス利用 
438,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 

1人部屋利用代金 
50,000円 

－機夕 

朝－夕 

朝昼－ 

朝昼夕 

朝－夕 

朝昼夕 

朝機－ 

利用予定航空会社 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

中国国際航空 
成都（5泊）：ケンピンスキー又はクラウンプラザ 
九寨溝(1泊）：シェラトン 
朝食6回、昼食3回、夕食5回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、中国空港税(2,000円）及び燃油サーチャー
ジ（5,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 

午前：成都空港　　　空路40分　　　昼頃：九寨溝空港へ 

●世界遺産・黄龍観光 
五彩池、争艶池、明鏡倒映、迎賓池など。氷河の侵食で出来た大規模なカルスト地形で四季折々に湖面の色が変化する姿がとて
も幻想的な風景を織り成しております。標高3,100Ｍ付近から登りますので往路は籠を利用し、復路（下り）は徒歩となりま
す。 ＜九寨溝泊＞ 

☆中国で最も人気の観光スポットのひとつ「九寨溝・黄龍」の9月は紅葉真っ盛りで一年で一番綺麗なシーズンといわれてお
り、また世界遺産の宝庫・四川省の5大世界遺産を一度に味わうことが出来ます。 

☆九寨溝や峨眉山では貸切のエコカーバスを利用するので、ゆったりと移動できます。 
☆ホテルは欧米チェーンホテルの5ツ星にお泊り頂きます。 
☆航空便は北京経由トランジット（1時間）のみで、航空機の乗換えはありません。したがって荷物の受け取りや入国審査は
最終目的地のみで、面倒がありません。 



紺碧の海、爽やかな気候、陽気な港町　巨匠達が造ったゴルフリゾート”ロスカボス” 

メキシカンリゾート　ロスカボスゴルフ7日間＜3ラウンド＞ 

－ 9 － 

カボ・デルソル・オーシャンコース パルミージャゴルフクラブ カボレアルゴルフクラブ 

フィエスタ・アメリカーナ 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 10月15日（金） 
午前：成田発　　（日付変更線通過）　　米国内乗換え　 
午後：ロスカボス着＝専用車・約30分＝ホテルへ 
 ＜フィエスタ・アメリカーナ泊＞ 

昼：ホテル＝専用車＝午後：ロサンゼルス発　 　（日付変更線通過） 
 ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

午前：ホテル発＝専用車＝午後：ロスカボス発⇒ 
午後：ロサンゼルス着＝専用車・約30分＝ホテルへ 
 ＜グランドホテルガーデンズ（旧ニューオータニ）泊＞ 

☆紺碧の海と砂漠が作り出す絶景と世界トップレベルのゴルフコースの数々、
またアフターゴルフの陽気な港町カボ・サンルーカスでの散策や食事な
ど、理想をすべて兼ね備えたお勧めのゴルフリゾートです。 

☆宿泊は美しいコルテス海のオンザビーチに建つデラックスリゾート”フ
ィエスタ・アメリカーナ”。館内にはイタリアンやシーフードのレスト

ランがあり、女性に人気のスパ施設も完備されています。 
☆ホテルから車で10分、カボ・サンルーカスには多数のローカルレストランやお土産屋
があり、アフターゴルフにサンセットクルーズやマリンスポーツなどもお楽しみ頂け
ます。 

10月16日（土） 

午前：●カボレアルゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で10分。ロバート・トレント・ジョーンＪｒ設計により1996年オープン。すべてのホールからマリンブルーのコ
ルテス海を望む絶景コースです。18Ｈ　6,333Ｙ　P72 
 ＜フィエスタ・アメリカーナ泊＞ 

2

10月19日（火） 

10月20日（水） 

10月21日（木） 

午前：●カボ・デルソル・オーシャンコース（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルに隣接、Jニクラス設計により1994年にオープン。ハバ・カりフォルニアのペブルビーチと言われる戦略性、美しさ、
コースメンテナンスのすべてが揃ったコースです。オーシャンコース　18H　6,286Y　P72　／デザートコース18H（トム
ワイスコフ設計） 
 ＜フィエスタ・アメリカーナ泊＞ 

5

6

7

10月17日（日） 

午前：●パルミージャゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で15分、1992年ロスカボスをこよなく愛するJニクラスが最初に手がけたコースで、ロスカボスがゴルフリゾー
トとして脚光を浴びるきっかけとなったコースです。　27H　10,487Y　P108 
 ＜フィエスタ・アメリカーナ泊＞ 

3

10月18日（月） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
デルタ航空・日本航空・全日空 
60,000円 
ロスカボス（4泊）：フィエスタアメリカーナ 
ロサンゼルス（1泊）：グランドホテルガーデンズ（旧：ニューオータニ） 
5朝食・1夕食 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、空港税（12,300円）及び燃油サーチ
ャージ（22,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 
＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

－機夕 

朝－－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加料金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

その他 

世界95位 

旅行期日（2010年） 
10月15日（金）～10月21日（木） 

エコノミークラス利用 
398,000円 

ビジネスクラス利用 
758,000円 

メキシコ 

アメリカ合衆国 

ロスカボス 

ロサンゼルス 



＜世界遺産とゴルフの旅＞ 
東洋と西洋文化が融合した魅惑のベトナム。世界遺産とゴルフで南北縦断7日間の旅 

ベトナム縦断　ハノイ・フエ・ホーチミンゴルフ7日間＜3ラウンド＞ 

－ 10 － 

ザ・モンゴメリーリンクス（ダナン）　2010年3月オープン ミーソン遺跡 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 10月23日（土） 
午前：成田発／関西発　　　午後：ハノイ空港 
＝専用車･50分＝ホテルへ 
夜：市内レストランにて夕食（ベトナム料理） ＜ヒルトンハノイ・オペラ泊＞ 

午前：ハノイ空港発　　　空路・40分　　　午前：ダナン着 

深夜：ホーチミン発　　　朝：成田着／関西着 

☆10月のベトナムは雨季が明け比較的晴天が続くシーズンです。 
☆悠久の歴史と欧州の香が漂うベトナムを北から南まで、まるごとお楽しみ頂け
ます。各都市古来から伝わる名物料理や個性豊かなゴルフコースを満喫できま
す。 

☆注目の世界遺産・フエやベトナムのアンコールワットといわれるミーソン遺跡
などゆったりかつ、効率よく世界遺産を巡ります。 
☆滞在は各都市のデラックスホテルにお泊り頂きます。 

10月24日（日） 
午前：●キングスアイランドゴルフクラブ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ハノイ市内から車で60分、ロナルドフリームの設計でオープン。島全体がゴルフ場となっており、専用ボートでコースへ移動。
レイクサイドコース18H 6,454Y P72　マウンテンビューコース18H　7,100Y　P72 ＜ヒルトンハノイ・オペラ泊＞ 
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10月27日（水） 

10月28日（木） 

10月29日（金） 

世界遺産・フエ観光 
ベトナム最後の王朝「グエン朝」が置かれた都市。カイディン帝廟、ティエンムー寺、ドゥドゥック帝廟など見学。昼食は名物
料理・ブンボーフエ（ピリッとした味付けのスープ麺） 
夕刻：フエ空港発　　　空路・30分　　　夕刻：ホーチミン着＝ホテルへ 
夜：市内レストランにて夕食（ベトナム風　海鮮料理予定） ＜レジェンドホテル泊＞ 

午前：●ベトナムＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）でゴルフ 
 市内から車で50分、ウエストコースは1994年にオープン。イーストコースはメジャー6勝のリー・トレビノが設計し、
1997年にオープンした。ウエストコース　18H 6,835Y P72　イーストコース18H　6,922Y　P72 
チェックアウトは20時まで延長 
夜：ホテル発　＝専用車＝ ＜機中泊＞ 

午前：●ザ・モンゴメリーリンクス（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で30分、コリン・モンゴメリー設計で2010年3月にオープン。スコットランドリンクスとアメリカンスタイル
の池とバンカーを融合させたベトナム最新コース。18H 7,063Y P72  ＜スイスベル・ゴールデンサンズ泊＞  

5

6

7

10月25日（月） 

世界遺産・ホイアンとミーソン遺跡観光 
16世紀から17世紀まで日本人町があったホイアンの屋根つきの珍しい橋・来遠橋（日本橋）等、日本・中国・フランスの文化
が融合した街並みを見学し、ベトナム中南部で栄えたチャンパ王国の宗教遺跡・ミーソン遺跡を観光します。 
観光終了後、ホイアンヘ 
夜：市内レストランにて夕食（ホイアン料理予定） ＜スイスベル・ゴールデンサンズ泊＞ 

3

10月26日（火） 4

■旅行出発日・旅行代金／成田・関西発着 
旅行期日（2010年） 

10月23日（土）～10月29日（金） 
エコノミークラス利用 

298,000円 
ビジネスクラス利用 
398,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
ベトナム航空 
60,000円 
ハノイ（2泊）：ヒルトンハノイ・オペラ 
ダナン（2泊）：スイスベル・ゴールデンサンズ 
ホーチミン（1泊）：レジェンドホテル 
朝食5回、昼食2回、夕食3回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
国内空港施設使用料（成田2,540円、関西2650円）、ベトナム空港税（2,200円）
及び燃油サーチャージ（7,000円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 

－機夕 

朝－－ 

朝昼夕 

朝－－ 

朝昼夕 

朝－－ 

機－－ 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加 

 
利用予定ホテル 

 
食事 

最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 

中国 

タイ 

ラオス 

ハノイ 

ホイアン ホイアン 

ダナン ダナン 

ホーチミン ホーチミン 

カンボジア 

フエ フエ 



フランス フランス 

アンダルシア 

マラガ 

バルセロナ 

ムルシオ 

バレンシア バレンシア 

バルセロナ 

バレンシア バレンシア 

ムルシオ 

グラナダ グラナダ 

マドリード 
ポルトガル ポルトガル 

＜世界遺産とゴルフの旅＞ 
芸術の都・バルセロナ＆世界遺産アルハンブラ宮殿観光とR.T・ジョーンズの傑作バルデラマに挑戦！ 

スペイン　名門バルデラマと芸術の都バルセロナ8日間＜3ラウンド＞ 

実
　
　
施 

旅
行
企
画 FAX.03-3535-2230

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

総合旅行業務取扱管理者 加藤三男・五十嵐達也 営業時間 月～金 9:30～19:00（日祭休） 
（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 

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。 

IAGTO

世界中にゴルフの旅を…　SINCE 1986

TEL.03-3535-5111
www.jetgolf.co.jp

 

☆世界有数の芸術家を生んだスペインで、一目置かれる巨匠アン
トニオ・ガウディが設計した聖家族教会など世界遺産の宝庫バ
ルセロナとイスラム建築の傑作・アルハンブラ宮殿を観光します。 
☆一年中、燦燦と降り注ぐ陽光眩しいスペイン南部コスタデル
ソル（太陽海岸）には、約30のチャンピオンコースが建ち並

んでおり、中でもロバート・トレント・ジョーンズＳｒ設計のスペイン・
ベストコース。バルデラマとソトグランデは毎年欧州ＰＧＡツアーの会場
に選ばれており、今年10／28～31アンダルシア・マスターズの開催直前に
プレーをお楽しみ頂けます。 

ゴルフ・バルデラマ ＰＧＡゴルフ・カタルーニャ アルハンブラ宮殿 

次 月・日・曜日 食事 スケジュール 

1 10月2日（土） 
午前：成田発　　　欧州内乗換え　　　夜：バルセロナ空港　　　 
＝専用車＝ホテル着 ＜ホテルパレス泊＞ 

午前：マラガ空港発　　　欧州内乗換え ＜機中泊＞ 

午前：成田着 

10月3日（日） 

10月4日（月） 

午前：●ＰＧＡゴルフ・デ・カタルーニャ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で60分、ネイル・コールズ設計で1999年にオープン。バルセロナ郊外の松林に作られたコースはスペイン西部・
カタルーニャ地方で常にベストコースに選ばれる。　18Ｈ　7,208Ｙ　P72 
夕食：スペイン名物・パエリア料理 ＜ホテルパレス泊＞ 

2

10月7日（木） 

10月8日（金） 

10月9日（土） 

午前：●クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で30分、ロバート・トレント・ジョーンズＳｒ設計により1975年オープン。1997年ライダーカップを開催し、
一躍その名を世界に知らしめた難攻不落、陽光眩しいコスタデルソルのナンバー１コースです。18Ｈ　6,954Ｙ　P71 
 ＜グランメリア・ドンぺぺ泊＞ 

午前：●リアルクラブ・デ・ゴルフ・ソトグランデ（1.0Ｒ）でゴルフ 
ホテルから車で30分、ロバート・トレント・ジョーンズＳｒ設計により1964年オープン。欧州ＰＧＡツアーを毎年開催して
おり、バルデラマと肩を並べるコースです。　18Ｈ　6,897Ｙ　P72 ＜グランメリア・ドンぺぺ泊＞ 

5

6

7

8

10月5日（火） 

世界遺産・バルセロナ観光 
スペイン・カタルーニャ地方出身の建築家・巨匠アントニオ・ガウディが設計した聖家族教会やミラ邸、グエル公園など世界遺
産がたくさんあるバルセロナを観光します。 ＜ホテルパレス泊＞ 

朝：バルセロナ発　　　午前：グラナダ着＝専用車＝ 

世界遺産・アルハンブラ宮殿観光 
スペイン最後のイスラム王朝・ナスル王国時代（1232～1492年）に築かれたイスラム建築の最高傑作のひとつ。 
午後：グラナダ発＝専用車・約2時間＝マルベーシャへ。 ＜グランメリア・ドンぺぺ泊＞ 

3

10月6日（水） 

4

■旅行出発日・旅行代金／成田発着 
旅行期日（2010年） 

10月2日（土）～10月9日（土） 
エコノミークラス利用 

598,000円 
プレミアムエコノミー 

798,000円 

■旅行条件／詳しくは別途ご用意した詳細資料でご確認ください。 
エールフランス航空、ルフトハンザ航空 
150,000円 
バルセロナ（3泊）：ホテルパレス（旧リッツ） 
マルベージャ（3泊）：グランメリア・ドンぺぺ 
朝食6回、昼食2回、夕食1回 
8名様・添乗員は成田より同行致します。 
成田空港施設使用料（2,540円）、空港税(7,700円）及び燃油サーチャ
ージ（28,700円／10年4月現在）が旅行代金の他に必要となります。 
＊成田以外の発着も追加代金にてご参加可能です。 

ビジネスクラス利用 
958,000円 

－機－ 

朝－夕 

朝昼－ 

朝昼－ 

朝－－ 

朝－－ 

朝－機 

機－－ 

利用予定航空会社 
1人部屋利用追加代金 

利用予定ホテル 
 

食事 
最少催行人員・添乗員 

空港税・燃油サーチャージ 
 

その他 

聖家族教会 
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