
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

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。
実

施

旅
行
企
画

（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

お陰様で25周年

FAX.03-3535-2230 総合旅行業務取扱管理者 加藤三男・五十嵐達也www.jetgolf.co.jp 営業時間 月～金 9:30～18:00 土 1５:00迄（日祭休）

ベトナム ホーチミンゴルフ 5日間ビンタン島＆シンガポール 6日間

グアム ゴルフセレクション 4日間 サイパン 海超えシリーズ 4日間

3ラウンド3ラウンド

3ラウンド

3ラウンド

2ラウンド

2ラウンド

2ラウンド

空路3時間、コバルトブルーの海が広がるスリル満点の海越え“マンギラオＧＣ”
や Ｊ．ニクラスとＡ．パーマーの競演“レオパレスＣＣ”など4コースよりセレクション。

G.ノーマン設計のラウラウベイ・イースト6番、G.マーシュ設計のキングフィッ
シャーＧＬ16番など眩しい海の思い出作りは、サイパンゴルフがお勧めです。

シンガポールより高速船で５０分、和食も楽しめるビンタンラグーンリゾートに泊まって
Ｊ．ニクラスやＧ．プレーヤー設計のアジア秀逸の海の美しい３コースをラウンド！

冬でもあったかい南ベトナム・ホーチミンの趣向を凝らしたコースの数々。フランスや
中国の影響を受けた“フォー”や“生春巻き”等のベトナムグルメもお楽しみ下さい。

248，000円 278，000円 40，000円

12/27、1/3・4 12/28～1/2 一人部屋利用追加旅行出発日

旅行代金258，000円 288，000円 42，000円

12/27、1/3・4 12/28～1/2 一人部屋利用追加旅行出発日

旅行代金

198，000円 258，000円 40，000円

1/2・3 12/28～1/1 一人部屋利用追加旅行出発日

258，000円 298，000円 40，000円

12/28、1/3・4 12/29～1/2 一人部屋利用追加旅行出発日

成田・関西・中部発 成田・関西発
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※成田空港施設使用料（2,540円）、サイパン空港税（1,900円）、燃油サーチャージ
   （20,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：なし

●成田～サイパン間往復航空運賃
   （エコノミークラス）
●3泊宿泊料（2～3名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

※成田空港施設使用料（2,540円）、グアム空港税（1,900円）、燃油サーチャージ
   （20,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：なし

●成田～グアム間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊宿泊料（2～3名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ間送迎料
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●各地～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス）
●ビンタン島往復フェリー運賃  ●4泊宿泊料（2～3名様1室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル間送迎料

●各地～ホーチミン間往復航空運賃
   （エコノミークラス）
●3泊宿泊料（2～3名様1室）
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～
    ゴルフ場間送迎料

1日目

2日目

3日目

4日目▲
▲
▲

▲

▲
▲

▲
▲

ホテル＝シャトルバス＝★キングフィッシャーGL（１．０Ｒ）＝     【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝★ラウラウベイＧＲ・イースト（１．０Ｒ）＝  【同上泊】

午前：成田発→午後：サイパン着＝車＝  ハファダイビーチホテル【泊】

1日目

2日目

3日目 ホテル＝車＝★ドンナイG＆CC（１．０Ｒ）＝                         【同上泊】

ホテル＝車＝★ベトナムゴルフG＆CC（１．０Ｒ）＝                【同上泊】

午前：各地発→午後：ホーチミン着＝車＝             【ホーチミン市内泊】

1日目

2日目

3日目

4日目

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コースより（１．０Ｒ）＝    【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コースより（１．０Ｒ）＝    【同上泊】

ホテル〈チェックアウト12時〉ホテル発＝車＝夕刻：グアム発→夜：成田着

ホテル〈チェックアウト12時〉ホテル発＝車＝夕刻：サイパン発→夜：成田着

午前：成田発→午後：グアム着＝送迎車＝        フィエスタリゾート【泊】

▲
▲

▲

1日目

2日目

3日目

4日目

4日目5日目

5日目
6日目

ホテル（朝食）＝車＝★ビンタンラグーン・シービューコース（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル（朝食）･･隣接･･★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（１．０Ｒ）＝
午後：ビンタン島発～フェリー～夜：シンガポール着＝車＝【ロイヤルプラザ泊】

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

ホテル（朝食）●出発までフリータイム〈チェックアウト18時迄〉＝車＝
夜：シンガポール発→                                                        【機中泊】

ホテル  ●出発までフリータイム〈チェックアウト18時迄〉ホテル発 ＝車＝
深夜：ホーチミン発→                                                       【機中泊】

朝：各地空港着
朝：各地空港着

午前：各地発→夕刻：シンガポール着～フェリー～夜：ビンタン島着＝車＝
                                                         ビンタンラグーンズリゾート【泊】

マンギラオゴルフクラブ　       18Ｈ 　6,904Ｙ　  Ｐ72
オンワードタロフォフォＧＣ　    18Ｈ 　6,702Ｙ　  Ｐ72
レオパレスリゾートＣＣ　          36Ｈ  13,219Ｙ　Ｐ144
スターツグアムゴルフリゾート   27Ｈ  10,473Ｙ　Ｐ108

ラウラウベイＧＲ・イーストコース　 18Ｈ　6,330Ｙ　Ｐ72
キングフィッシャーゴルフリンクス　18Ｈ　6,651Ｙ　Ｐ72

［利用予定航空会社］デルタ航空
［利用予定ホテル］
     ハファダイビーチホテル・クリスタルタワー

［利用予定航空会社］デルタ航空、コンチネンタル航空、日本航空のいずれか
［利用予定ホテル］ フィエスタリゾート・グアム（オーシャンフロント）

※各地空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、シンガポール空港
　税（1,800円）、燃油サーチャージ（26,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：4朝食

※各地空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、ベトナム空港税（1,500円）、
   燃油サーチャージ（15,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：3朝食

［利用予定航空会社］シンガポール航空
［利用予定ホテル］ ビンタン島（３泊）：ビンタンラグーンズリゾート
�　　　　　　　 シンガポール（１泊）：ロイヤルプラザ・オン・スコッツ

［利用予定航空会社］

  ベトナム航空又は日本航空のいずれか

［利用予定ホテル］ 

  ルネッサンスリバーサイドサイゴン又はレジェンド

ビンタンラグーン・シービューコース　 18Ｈ　Ｊ．ニクラス設計
ビンタンラグーン・ウッドランドコース　18Ｈ　Ｉ．ベーカー・フィンチ設計
リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ  27Ｈ　Ｇ．プレーヤー設計
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コース

利  用
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コース
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（月）
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（月）
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（水）

12/29
（木）

12/30
（金）

12/30
（金）

1/1
（日）

1/1
（日）

1/4
（水）

1/3
（火）

12/31
（土）

12/31
（土）

☆オプショナルゴルフ：ステラハーバーG&CC（12,000円／１．０Ｒ）

ホテル（朝食） チェックアウト12時  ホテル＝車＝ 
コタキナバル発（16：35頃）→羽田空港着（23：05頃） 

ホテル（朝食） チェックアウト12時  ホテル＝車＝ 
コタキナバル発（16：35頃）発→羽田空港着（23：05頃） 

ホテル（朝食）＝車＝★ダリッドベイG&CC（１．０Ｒ）＝        【同上泊】

ホテル（朝食）･隣接･･★ステラハーバーG&CC（１．０Ｒ）･･  【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ネクサスゴルフリゾート（１．０Ｒ）＝ 【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ダリッドベイG&CC（１．０Ｒ）＝            【同上泊】

ホテル（朝食）･隣接･･★ステラハーバーG&CC（１．０Ｒ）･･      【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ネクサスゴルフリゾート（１．０Ｒ）＝      【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム（オプショナルゴルフ：サバCC）    【同上泊】

ホテル（朝食）●フリータイム                                              【同上泊】

羽田空港発（01：35頃）→直行便→コタキナバル着（06：20頃）＝車＝
【ステラハーバーリゾート①②泊】※お部屋は直ぐにご利用頂けます。 

羽田空港（23：00頃）集合
※当ツアーは集合日を出発日といたします。

☆オプショナルゴルフ：ステラハーバーG&CC（12,000円／１．０Ｒ）

羽田空港発（01：35頃）→直行便→コタキナバル着（06：20頃）＝車＝
【ステラハーバーリゾート①②泊】※お部屋は直ぐにご利用頂けます。 

羽田空港（23：00頃）集合   ※当ツアーは集合日を出発日といたします。

※羽田空港施設使用料（2,000円)、マレーシア空港税（1,800円）、燃油サーチャージ
（30,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。
◆最少催行人員：2名　◆現地係員　◆食事：4朝・1夕食

※関西空港施設使用料（2,650円)、マレーシア空港税（1,800円）、燃油サーチャージ
（30,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。
◆最少催行人員：2名　◆現地係員　◆食事：3朝・1夕食

●羽田～コタキナバル間往復航空運賃●4泊宿泊料（2～3名様1室）
●食事：4朝・1夕食付（12/31のガラディナー）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料
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●関西～コタキナバル間往復航空運賃 ●3泊宿泊料（2～3名様1室）
●食事：3朝・1夕食付（12/31のガラディナー）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ステラハーバーリゾート 6日間

ロングバケーション 8日間

ステラハーバーリゾート 5日間

［利用予定航空会社］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（４泊）；
①パシフィックホテル（デラックスゴルフビュー）・②マゼランホテル（デラックスガーデンビュー）

も       

の

含
ま
れ
る

※羽田空港施設使用料（2,000円)、マレーシア空港税（1,800円）、燃油サーチャージ

（30,000円／2011年8月現在）が別途必要となります。

※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。

●羽田～コタキナバル間往復航空運賃  ●6泊宿泊料（2～3名様1室）
●食事：6朝・1夕食付●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィ）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

［利用予定航空会社］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（6泊）；
①パシフィックホテル（デラックスゴルフビュー）・②マゼランホテル（デラックスガーデンビュー）

［利用予定航空会社］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（3泊）；
①パシフィックホテル（デラックスゴルフビュー）・②マゼランホテル（デラックスガーデンビュー）

238，000円 218，000円

248，000円 228，000円

45，000円

50，000円

12/28発 12/30発 一人部屋利用追加旅行出発日

①パシフィックホテル利用

②マゼランホテル利用

258,000円 238,000円

268,000円 248,000円

60,000円

65,000円

12/28発 12/30発 一人部屋利用追加旅行出発日旅行代金

①パシフィックホテル利用

②マゼランホテル利用

228，000円

238，000円

40，000円

45，000円

12/30（金）発 一人部屋利用追加旅行出発日旅行代金

①パシフィックホテル利用

②マゼランホテル利用

1/2
（月）

12/30
（金）

1/1
（日）

1/3
（火）

12/31
（土）

ホテル（朝食）＝車＝★ダリッドベイG&CC（１．０Ｒ）＝             【同上泊】

ホテル（朝食）･･隣接･･★ステラハーバーG&CC（１．０Ｒ）･･      【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★ネクサスゴルフリゾート（１．０Ｒ）＝
ホテルチェックアウト22時  ホテル＝車＝ コタキナバル発（24：50頃）発→

関西空港発（09：50頃）→直行便→コタキナバル着（14：15頃）＝車＝
【ステラハーバーリゾート①②泊】 

関西空港着（07：05頃） 

羽田から週4便、関西から週2便のコタキナバル直行便で行くボルネオのお正月。空港から10分、豪華クルーザーが停泊する
シーサイドリゾート”ステラハーバー”のお好きなタイプのホテルをチョイスし、海風が心地よいシーサイドゴルフをお楽しみ下さい。

羽田発着

羽田発着

関西発着

◆最少催行人員：2名　◆現地係員　◆食事：6朝・1夕食

リアビンタン ゴルフクラブ ベトナム ゴルフ＆カントリークラブ マンギラオ ゴルフクラブ

ハファダイビーチホテル

ルネッサンスリバーサイドホテル

旅行代金

ベトナムゴルフ＆カントリークラブ  36Ｈ  13,717Ｙ　Ｐ144
ドンナイゴルフ＆カントリークラブ   27Ｈ　9,822Ｙ　Ｐ108

ネクサス ゴルフリゾート 18Hダリッドベイ ゴルフ＆カントリークラブ 18Hステラハーバー ゴルフ＆カントリークラブ 27H ビンタン島 ベトナム グアム

2つの異なるタイプより お選び下さい。 �パシフィックホテル（左） と �マゼランホテル（右） 夜間照明で明るく涼しい23時までのナイトゴルフです。

お好きな日に2名様から出発可能なあったか～い近場の海外お正月お正月特集ボルネオスーパーゴルフリゾート羽田・関西から直行便で6時間


