
ロイヤルムージャンゴルフクラブ（コート・ダジュール／フランス）

私達が心を込めてご案内致します。

全コース添乗員同行シリーズ

五十嵐達也

オーガスタ・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ヵ国
の夢のコースへ、ゴルフツ
アー一筋25年の経験でご
案内致します。

1962年北海道生まれ
薬師寺輝

2008年よりマスターズ観戦
ツアーを中心にUSAメジャ
ートーナメントを担当。中学・
高校とフロリダ在住。2000
年トーリーパインズGCで開
催された世界ジュニア選手
権にフロリダ代表として出
場した。
           1984年岡山生まれ

セントアンドリュース渡航歴20
数回。スコットランド・アイルラ
ンドのヨーロッパとアジア全域
をご案内。ペブル・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…。
JS海外事業部長

1970年東京生まれ
加藤三男
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4ラウンド

3ラウンド

5ラウンド

3ラウンド

3ラウンド

4ラウンド

5ラウンド

10月28日（金）
成田・伊丹・中部発

11月13日（日）
成田・関西発

1/28 & 3/3 & 4/28
成田・関西・中部発

2月2日（木）
成田・関西発

2月19日（日）
成田・関西発

4月29日（日）
成田・伊丹・中部発

4月27日（金）
成田発

実施期間 2011年10月～2012年4月   出発地：東京・大阪・名古屋

好評につき第2弾　豪華客船ＭＳＣスプレンディダ号（13万7千トン）で陽光眩しい地中海の6都市をクルーズ＆ゴルフ！

ハプスブルグ家が残した世界遺産の数々と“音楽の都”ウィーン・ザルツブルグの2都市周遊

インド デリー＆ジャイプールとタージ・マハール 8日間

アンコールワット＆ホーチミンゴルフ 6日間

セントアンドリュース＆ターンベリー 8日間

ハワイ4島クルーズ＆ゴルフの旅 10日間

オーストリア ウィーン＆ザルツブルグ 8日間

美しい海岸線が続く コート・ダ・ジュール と ゴッホやセザンヌ が愛した町々を巡る・・・。

南フランス コート・ダジュール ゴルフの旅 8日間

きらめきの地中海クルーズ＆ゴルフの旅 11日間
10月

11月

2月

1月／3月

GW

2月

ゴールデン
ウィーク

ゴールデン
ウィーク

一度は訪れたい世界遺産”アンコールワット”を観光し、ヨーロッパＰＧＡ開催コースをラウンド！

世界一美しい建造物 世界遺産”タージ・マハール”と エネルギッシュなデリー＆ジャイプールでゴルフ！

花が咲き乱れる春のスコットランドで夢のオールドコースと絶景のターンベリーを堪能！

ホノルルまで飛行機で船に乗り換え4島の代表的なコースを巡る究極のハワイゴルフ！

2011 秋から
2012 GW

2012GW

2012GW

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

聖地巡礼聖地巡礼

GOLF

クルーズ
＆ ゴルフ
クルーズ
＆ ゴルフ

クルーズ
＆ ゴルフ
クルーズ
＆ ゴルフ

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

http://www.jetgolf.co.jp

お陰様で25周年

世界ゴルフ紀行PartVI

世界中の名コースでのラウンドを愉しみながら、大自然の神秘と歴史・文化の世界遺産も訪ね歩く・・・。



マルセイユ（フランス）

ジェノバ（イタリア）

ミラノ（イタリア）

ナポリ（イタリア）

バレルモ
     （イタリア）

パルマ（スペイン）

サルディニア島

バルセロナ
（スペイン）

ヴィラ・カロリナＧＣ

ル・マドニーGC

エルプラト

ラ・サレッティＧＣ

カステルコントルビア

18H 6,569Y P72 L.R.カレモリ設計 ’04開場

18H 6,741Y P72 コニッシュ＆シルバ設計 ’05開場

18H 6,941Y P72 G.ノーマン設計 ’03開場

18H 5,705Y P69 M.ギャオン設計 ’89開場

18H 6,816Y P72 R.T.ジョーンズ Jr.設計 ’87開場

9日目：ラ・サレッティＧＣ（マルセイユ）

2日目：カステルコントルビア（ミラノ）

3日目：ヴィラ・カロリナＧＣ（ミラノ）

5日目：ル・マドニーＧＣ（パレルモ）5日目：ル・マドニーＧＣ（パレルモ）

8日目：ゴルフ・エルプラト（バルセロナ）

夕刻：成田着→各地へ

午前：ジェノバ（イタリア）下船：
＝車＝　ミラノ市内へ　●フリータイム
＝車＝夜：ミラノ発→                                                                                【機中泊】

朝：マルセイユ着（フランス）＝車・60分＝★ラ・サレッティＧＣ（1.0Ｒ）
夕刻：マルセイユ発～　　　　　　　　　　　　　　                                                   【船泊】

朝：バルセロナ着（スペイン）＝車・30分＝★ゴルフ・エルプラト（1.0Ｒ）
夕刻：バルセロナ発～　　　　　　　　　　　　　　                                                   【船泊】

午後：パルマ（スペイン・マヨルカ島）　●フリータイム
深夜：パルマ発～　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  【船泊】

終日　●地中海クルージング　　　　　　　　　　　                                                【船泊】 

朝：パレルモ着（イタリア）＝車・40分＝★ル・マドニーＧＣ（1.0Ｒ）
夕刻：パレルモ発～　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  【船泊】

昼頃：ナポリ着（イタリア）　●フリータイム　
夕刻：ナポリ発～　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   【船泊】

ホテル朝食＝車・60分＝★ヴィラ・カロリナＧＣ（1.0Ｒ）＝車・60分＝
ジェノバ港へ                                  ジェノバ港出航（17:00）～ ＭＳＣスプレンディダ【泊】

ホテル朝食＝車・40分＝★カステルコントルビアＧＣ（1.0Ｒ） ＝車＝       【同上泊】

各地→午前：成田発→夜：ミラノ着＝車・40分＝                        ウェスティンパレス【泊】

10/29（土）

10/30（日）

10/31（月）

11／1（火）

11／2（水）

11／3（祝）

11／4（金）

10/28（金）

11／5（土）

11／6（日）

11／7（月）

食   事スケジュール

ー 機 機

朝 ー ー

朝 ー 船

船 船 船

船 船 船

船 ー 船

船 ー 船

船 ー 船

船 船 船

船 昼 機

機 ー ー

日次・曜日

●各地～成田～ミラノ間往復航空運賃  ●9泊（船中7泊）宿泊料（２名様１室）  ●観光入場料　

●5.0Ｒプレー代（グリーンフィー）  ●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：9朝・4昼・7夕食

※下船時に船内チップ（8日間：56ユーロ）が必要となります。

［利用予定航空会社］ エールフランス航空 又は 全日空
［利用予定ホテル］ ミラノ（２泊）：ウェスティンパレス
�              クルーズ（７泊）：ＭＳＣスプレンディダ（バルコニー付海側キャビン・１８㎡／シャワーのみ）

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（８，５００円）、航空保険超過料 及び 燃油サーチャージ
   （５８，０００円／２０１１年8月現在）が別途必要となります。

■ 旅行日程：2011年10月28日（金）～11月7日（月） 9泊11日

成田発

伊丹・中部発（成田経由）

旅行代金

６５８,０００円
１５０,０００円

１,０９８,０００円

１,１１８,０００円６７８,０００円

エコノミークラス ビジネスクラス

豪華客船ＭＳＣスプレンディダで巡る6都市（ジェノバ～ナポリ～パレルモ～パルマ～バルセロナ～マルセイユ）

きらめきの 地中海クルーズ＆ ゴルフの旅 １１日間  5ラウンド

陽光眩しい地中海をクルーズ。 26ケ所のレストラン＆バーラウンジ26ケ所のレストラン＆バーラウンジ

バルコニー付キャビン（18㎡）

夜はカジノも楽しめる

●１３７，０００トン　●全長：３３３ｍ　●総客室数：１，６３７室　●定員：３，２７４名

含まれるもの

一人部屋利用追加代金

地中海クルーズ 7泊8日航路図

ＭＳＣ スプレンディダ　２００９年７月就航
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含まれるもの

ー 機 夕

朝 ー ー

朝 ー ー

朝 ー ー

朝 昼 ー

朝 ー ー

朝 ー 機

機 ー ー

ニース
モナコ

マルセイユ

アビニョン

アルル
カンヌ

サントロペ

トゥーロン

エクサン
・プロバンス

地中海

ゴルフ・ド・サンドナ

ロイヤルムージャンGC

バルバロウGC

ポン･ロイヤルGC

スケジュール日次・曜日

●成田・関西～ニース／マルセイユ間往復航空運賃  
●6泊宿泊料（２名様１室） ●4．0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー）
●観光入場料  ●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：6朝・1昼・1夕食

［利用予定航空会社］ エールフランス航空 又は 日本航空
［利用予定ホテル］ ニース（4泊）：ホテル・パレド・ラ・メディテラネ
�                      アルル（2泊）：ホテル・ジュール・セザール

※空港施設使用料（成田２，５４０円/関西２，６５０円)、空港税（６，３００円）、   及び 
   燃油サーチャージ（５３，０００円／２０１１年８月現在）が別途必要となります。

ビジネスクラス

11/14（月）

11/13（日）

11/20（日）

11/16（水）

11/15（火）

11/17（木）

11/19（土）

11/18（金）

午前：成田・関西発→パリ乗り換え→夜：ニース着＝車・30分＝ 

                                  パレド・ラ・メディテラネ【ウェルカムディナー・泊】

ホテル＝車・約30分＝★ゴルフ・ド・サンドナ（1.0Ｒ）

午後：●カンヌ・モナコ観光へご案内                                    【同上泊】

ホテル＝車・約30分＝★ロイヤルムージャンGC（1.0Ｒ）

                                                                                   ＝【同上泊】

ホテル＝車・約60分＝★バルバロウGC（1.0Ｒ）　          ＝【同上泊】

ホテル  ●終日：プロヴァンス地方とアビニョン観光  ＝アルルへ

（ゴッホやセザンヌが魅せられた エクス・アン・プロヴァンス と

         「アビニョンの橋」で有名な サン・ベネゼ橋 などを観光）

                                                                  ジュール・セザール【泊】

ホテル＝車・約40分＝★ポン･ロイヤルゴルフクラブ（1.0Ｒ）

午後：●アルル市内観光

       （ゴッホの絵のモデル“アルルの跳ね橋”や 円形闘技場 など）

                                                                                  ＝【同上泊】

ホテル＝車＝  午前：マルセイユ発→パリ乗り換え→             【機中泊】

午後：成田・関西着

ロイヤルムージャンゴルフクラブ　R.V.ベギー 設計

18Ｈ　6,569Ｙ　Ｐ71　1993年開場

ゴルフ・ド・サンドナ　R.T.ジョーンズ Jr. 設計

18Ｈ　6,590Ｙ　Ｐ71　1993年開場

コート・ダジュール

南フランス コート・ダジュールゴルフの旅 8日間 4ラウンド

食  事

陽光眩しい地中海の美しい海岸線が続くコート・ダジュールとゴッホやセザンヌが愛したエクス・アン・プロヴァンス、アルル、
アビニョンの素敵な町々を巡り、 Ｒ．Ｔ．ジョーンズＪｒ. や ロバート・ボン・ヘギー設計の名コースをプレイする。

プロヴァンス地方の歴史的首都で非常に豊かな建築遺産を保

存している街です。穏やかな生活環境と、形容しがたい南仏

の明るい陽光が数多くのアーチストたちを魅了、有名な画家

ポール・セザンヌのキャンバスに深い影響を落としています。

アビニョンの橋の上で踊ろよ、踊ろよの歌で有名な 12世紀の橋。

当初は２２のアーチがあり、対岸のヴィルヌーブ･ レ･ザビニョン

まで達する石橋でしたが、戦いで破壊され、また洪水で流され、

今は４つのアーチと礼拝堂を残すのみとなっています。

南仏の太陽の下で印象派の代表画家・ヴァン

・ゴッホが集中的に芸術活動を行った地とし

て有名。アルル滞在15ヶ月の間に描かれた

作品は300点以上にのぼる。

南フランス インフォメーション 

コート・ダジュール～プロヴァンス
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■ 旅行日程：2011年11月13日（日）～ 11月20日（日）6泊8日

成田・関西 発

旅行代金 エコノミークラス

53８，０００円 ９5８，０００円

※1人部屋利用追加代金：１２０，０００円

世界遺産  サン・ベネゼ橋 アルルの跳ね橋

世界遺産の町・アルルの中心に建つ宮殿風デラックスホテル。館内は重厚なアンティー
ク家具が並び、客室も歴史を感じされる調度品が置かれ趣がある。
世界遺産の町・アルルの中心に建つ宮殿風デラックスホテル。館内は重厚な
アンティーク家具が並び、客室も歴史を感じさせる調度品が置かれ趣がある。

建物はフランスの文化遺産に指定されており1930年代当時のまま保存されてる。
吹き抜けのアトリウムやプール、カジノも併設されたデラックスリゾートホテル。

一年を通して温暖な気候と肥沃な大地に恵まれ、牧歌的な田園風景が広がる南仏プロヴァンス。古くから交通の要衝にあり、古代ローマ時
代から王国であった中世までの歴史が今に息づいています。コート・ダジュールとは紺碧海岸の意味。その名の通り紺碧の地中海に明るい
陽光が降り注ぎ、海岸沿いにニース、カンヌ、モナコなどの高級リゾートが点在して華やかで優雅な雰囲気に満ちています。

エクス・アン・プロヴァンスエクス・アン・プロヴァンス

パレド・ラ・メディテラネ（ニース）

ジュール・セザール（アルル）



含まれるもの

食  事

カンボジアカンボジア ベトナムベトナム

ベトナムベトナム

ラオスラオスミャンマーミャンマー

タイタイ

海南島

ハノイ

ホーチミンプノンペン

バンコク
シェムリアップ

アンコールワット＆ホーチミンゴルフ 6日間 3ラウンド

※空港施設使用料（成田２，５４０円／関西２，６５０円)、空港税（４，０００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。

午前：成田･関西発→午後：ホーチミン又はハノイ経由

夕刻：シェムリアップ着＝車・20分 ＝ホテルへ

                               アンコールパレスリゾート【ウェルカムディナー／泊】

ホテル＝車･約20分＝★フォキトラーCC（1.0Ｒ）＝             【同上泊】 

ホテル＝車･約40分＝★ベトナムG&CC（1.0Ｒ）

午後：ホーチミン市内観光＜チェックアウト18時＞

夜：ホテル＝車＝深夜：ホーチミン空港発→         　                【機中泊】

ホテル＝車･約10分＝★アンコールゴルフリゾート（1.0Ｒ）

午後：シェムリアップ＝夕刻：ホーチミン着＝車＝ホテル       　  

                                                            ルネッサンスリバーサイド【泊】 

ホテル＝●終日　アンコール遺跡観光
西参道から朝日を鑑賞し、世界遺産アンコールワットとアンコールトムを見学
夜：アブサヤダンス＆ディナーショー                                       【同上泊】

朝：成田･関西着

2／6（月）

2／5（日）

2／7（火）

2／2（木）

2／4（土）

2／3（金）

スケジュール日次・曜日

アンコールパレスリゾート

ルネッサンスリバーサイド

●成田／関西～ホーチミン～シェムリアップ間往復航空運賃
●4泊宿泊料（2名様１室）  
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：4朝・１昼・2夕食

［利用予定航空会社］ベトナム航空 又は 日本航空
［利用予定ホテル］ シェムリアップ(3泊)：アンコールパレスリゾート
                         ホーチミン(1泊)：ルネッサンスリバーサイド

成田・関西発

旅行代金

３９８，０００円 ６０，０００円２５８，０００円

エコノミークラス ビジネスクラス

■ 旅行日程：2012年 2月2日（木）～ 2月7日（火）4泊6日
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1人部屋利用追加

広いロビーはカントリーな雰囲気が漂う木製の家具が温かみを感じさせる。客室は

床や調度品に質感のある木材が使用されゆったりと落ち着いた空間が広がっている。

サイゴン河のほとりにある近代的なアメリカンスタイルの高層ホテル。館内はエレガント

な雰囲気がただよい、客室はゆったりとしており上品な家具でまとめられている。

アンコールワットから昇る朝日 世界遺産 世界遺産 アンコール・トム遺跡 前回のツアー模様

アンコールゴルフリゾート
18Ｈ 7,239Ｙ Ｐ72 Ｎ.ファルド設計
アンコールゴルフリゾート
18Ｈ 7,239Ｙ Ｐ72 Ｎ.ファルド設計

フォキトラーカントリークラブ
18Ｈ 7,191Ｙ Ｐ72
ジョニーウォーカークラシック開催

世界遺産 アンコール・ワット世界遺産 アンコール・ワット

一度は訪れたいアジアの世界遺産・アンコールワット＆トム遺跡をたっぷり観光し、ヨーロピアンＰＧＡトーナメント開催コースをラウンド。
帰路、ホーチミンではゴルフに観光、ショッピング、グルメ等お楽しみ下さい。

12世紀クメール王朝のスールヤヴァルマン2世が自らの王廟と

して建設したものと考えられている。当時、カンボジアではヒン

ドゥー教と仏教が並存していたが、アンコール・ワットはヒンドゥ

ー教の寺院としての性格も持ち合わされており、中央祠堂には

ヒンドゥー教の三大神のひとつヴィシュヌ神が祭られていた。

アンコール遺跡の中で最大の規模を誇る遺跡で「大きい都市」を

意味する。12世紀末にジャヤーヴァルマン7世によって作られた

城郭都市遺跡。王都であるアンコール･トムはチャンバ王国に侵

攻を許した経験を基に防御を意識して作られており、一辺は3km・

幅130mもある濠に囲まれており、8mの城壁で覆われている。

●気温（2月）アンコールワット：平均最高気温 33℃／平均最低気温 21℃

                     ホ ー チ ミ ン ：平均最高気温 32℃／平均最低気温 22℃　

●時差：日本から マイナス2時間　　●電圧：両国とも 220Ｖが標準

●通貨：カンボジアリエル 1,000リエル≒25円   ベトナムドン 10,000ドン≒38円

                       ※両国ともアメリカドルが一般的に使用されています。

☆ 基 本 情 報 ☆ アンコールワット（カンボジア）・ ホーチミン（ベトナム）

ー 機 夕

朝 ー 機

朝 ー ー

朝 昼 夕

朝 ー ー

ー ー ー



含まれるもの

食  事

ニューデリーニューデリー

ジャイプールジャイプール

アゲラアグラ

パキスタンパキスタン

バングラ
ディッシュ
バングラ
ディッシュ

ブータンブータンネパールネパール

インドインド

世界遺産 フマユーン廟（ニューデリー）世界遺産 フマユーン廟（ニューデリー）

デリー＆ジャイプールとタージ・マハル 8日間 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（２８，０００円／
　２０１１年８月現在）が別途必要となります。
※インド入国査証（実費含む ５，０００円）が別途必要となります。

午前：成田･関西発→夕刻：デリー着＝車･30分 ＝ホテルへ

                                        ザ・グランドホテル【ウェルカムディナー／泊】

ホテル＝車･3時間＝ニューデリーへ

※ラージガードやインド門、オールドデリーを見学し、空港へ

夜：デリー空港発→               　                                            【機中泊】

ホテル＝車＝★クラシックゴルフ＆CC（1.0Ｒ）
＝車･2時間＝ジャイプールへ     　                          ル・メリディアン【泊】

ホテル＝車･約40分＝★ジャイピー・グリーンGR（1.0Ｒ）
夕食：民族舞踊鑑賞＆ディナー   　                                        【同上泊】

ホテル＝車･約20分＝★デリーゴルフクラブ（1.0Ｒ）
午後：デリー市内観光（クトゥプ･ミナール、フマユーン廟など見学）

夕食：市内レストラン＝                                                         【同上泊】

ホテル＝●終日　アグラ･タージマハル観光
※往路は特急列車にてアグラへ、アグラ城及びタージ・マハルを見学。
※復路は専用車にてニューデリーへ                                      【同上泊】

ホテル＝●終日　ジャイプール観光                                    【同上泊】
※アンベール城、ハワ･マハル（風の宮殿）、シティーパレスなど見学

午後：成田･関西着

2/20（月）

2/26（日）

2/19（日）

2/21（火）

2/23（木）

2/22（水）

2/25（土）

2/24（金）

スケジュール日次・曜日

●成田／関西～デリー間往復航空運賃   ●6泊宿泊料（2名様１室）
●3.0Ｒプレー代（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）
●観光入場料 ●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：6朝・2昼・6夕食

［利用予定航空会社］ エアインディア
［利用予定ホテル］ デリー(4泊)：ザ・グランドホテル／ジャイプール(2泊)：ル・メリディアン

成田・関西発

旅行代金

５３８，０００円 ７５，０００円３２８，０００円

エコノミークラス ビジネスクラス

■ 旅行日程：2012年 2月19日（日）～ 2月26日（日）6泊8日

4

1人部屋利用追加

インド

世界遺産“タージ・マハル”や“風の宮殿（ハワ・マハル）など 歴史的建造物を訪ね、驚異的な経済発展を遂げるエネルギッシュな
デリーで英国の香りが漂う名門“デリーＧＣ”やＧ．ノーマンやＪ．ニクラス設計の最新コースをラウンド。

●気温（2月）：平均最高気温　24℃　平均最低気温10℃　

●時差：日本から マイナス3.5時間

●通貨：ルピー（Ｒｓ）　１Ｒｓ＝100Ｐ（パイサー）≒2円

●電圧：220Ｖ～240Ｖ

市内中心部より南側、空港に近いエリアに位置する大型のデラックスホテル。
客室はベージュ系のインテリアでまとめられ上品な雰囲気が漂う。ボディトリ
ートメントやヨガなど充実のスパ施設や飲食レストランも清潔で人気のホテル。

約10ヘクタールの広々とした緑豊かな敷地内に宮殿風の華やかな
デザインの建物が佇む。ゆったりとした客室は、高級感漂う木製家具と
アースカラーを基調としたファブリックを配し、上品にまとめられている。

風の宮殿“ハワ・マハル”（ジャイプール） 世界遺産 アグラ城（アグラ＆タージマハル）

ジャイピーグリーンゴルフリゾート
18Ｈ　7,347Ｙ　Ｐ72　Ｇ．ノーマン設計

世界遺産 タージ・マハル（アグラ）デリーゴルフクラブ　
18Ｈ　7,036Ｙ　Ｐ72　1950年開場

ル・メリディアン ジャイプール

 ザ・グランドホテル ニューデリー

☆インド基本情報☆

デリー

ジャイプール

ジャイプール第5代当主プラタプ・スィンによって1799年に建て
られたジャイプ－ルのシンボル的な建物。かつて宮廷の女性
たちが隠れながら外を見下ろせるように作られたという953個
の窓が特徴で透かし彫りのため風が吹き込み、そのため「風
の宮殿」とも呼ばれる。

首都ニューデリーの南東約5kmにある、ムガール帝国の第2代皇
帝フマユーンを偲び 1556年に着工 1566年に完成。“庭園の中の
廟”という形式を完成した最初の建物で、後のタージ・マハルの
建設に大きな影響を与えた。ペルシャの四分庭園を持つチャハ
ルバーグ様式の庭園は当時のまま現存する唯一の例である。

16世紀から19世紀、ムガール帝国（1526～1858年）の栄光と
強大な権力の象徴とも言える城塞。ムガール帝国でただ一人
「大帝」と呼ばれた第三代皇帝アクバル帝によって1565年に建
設が開始され、18世紀初頭までに宮殿、モスク、バザール、居
住区などを備えた見事な城塞が築き上げられた。

ー 機 夕

朝 ー 機

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 ー 夕

朝 ー 夕

朝 ー 夕

機 ー ー



含まれるもの

ー 機 夕

機 ー ー

朝 ー ー

朝 昼 ー

朝 ー ー

朝 昼 ー

朝 ー ー

朝 ー 機

食  事

ダイヤモンドCC ダイヤモンドCC 

グートアルテンタンCC グートアルテンタンCC 

フォンターナGC フォンターナGC 

リンツ 

バッハウ渓谷 

ザルツブルグ

インスブルック

クラーゲンフェルト
グラーツ

ウィーン

ドナウ川

チェコ

イタリア

スロベニア

ハ
ン
ガ
リ
ー

スイス

ドイツ

クロアチア

スケジュール日次・曜日

●各地～成田～ウィーン／ザルツブルグ間往復航空運賃  
●6泊宿泊料（２名様１室）  ●観光入場料　
●3．０Ｒプレー代（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～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：6朝・2昼・1夕食

［利用予定航空会社］ オーストリア航空 又は 全日空
［利用予定ホテル］ ウィーン（4泊）：ウィーン・マリオットホテル　
                         ザルツブルグ（2泊）：ラディソンブル・アルトシュタットホテル

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（１０，０００円）、燃油サーチャージ
   （４９，０００円／２０１１年８月現在）が別途必要となります。

5/2（水）

4/30（月）

4/29（日）

5/6（日）

5/1（火）

5/3（木）

5/5（土）

5/4（金）

モーツアルト、ベートーベン、シューベルトなど時代を彩る音楽家が活動したウィーンとザルツブルグの街に泊まって、
オーストリアＮo１コース、エレガントで気品にみちた“ゴルフクラブ･フォンターナ”ほか2コースをラウンド！

各地→午前:成田発→夕刻:ウィーン着＝車・20分＝
         マリオットホテル【泊】〈夕食：名物ホイリゲにてウェルカムディナー〉

ホテル＝車・約40分＝★ダイヤモンドカントリークラブ（1.0Ｒ）
午後：●ウィーン市内観光
                    （ シェーンブルン宮殿、シュテファン大聖堂等）  【同上泊】

ホテル＝●ドナウ川クルーズ・ バッハウ渓谷 観光　　         　 【同上泊】
〈ドナウの景勝地・メルクからクレムスまで 約35ｋｍを車と船でゆったりと見学〉

ホテル＝車・約40分＝
★ゴルフクラブ・フォンターナ（1.0Ｒ）                      ＝【同上泊】

ホテル＝車・約3時間＝モーツアルト生誕の地・ザルツブルグへ
●ザルツブルグ市内観光（ミラベル庭園、ザルツカンマーグート 等）
                                         ラディソンブル・アルトシュタットホテル【泊】

ホテル＝車・約40分＝
★カントリークラブ･グート･アルテンタン（1.0Ｒ ＝         【同上泊】

ホテル＝車＝ザルツブルグ発→ウィーン乗り換え→　　          【機中泊】

午後:成田着→各地

世界遺産の宝庫

オーストリア

ゴルフクラブ・フォンターナ

18Ｈ　7,042Ｙ　Ｐ72　1997年開場

カントリークラブ・グート・アルテンタン

18Ｈ　6,677Ｙ　Ｐ72　1989年開場

ウィーンウィルの本拠地　楽友協会

オーストリア ウィーン＆ザルツブルグ 8日間 3ラウンド
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■ 旅行日程：2012年4月29日（日）～ 5月6日（日）6泊8日

成田発

伊丹・中部発（成田経由）

旅行代金 エコノミークラス ビジネスクラス

５５８，０００円 ９５８，０００円

９７８，０００円５７８，０００円

ミラベル庭園世界遺産 バッハウ渓谷

ウィーン・マリオットホテル

ラディソンブル・アルトシュタットホテル

ウィーン・マリオットホテル

ラディソンブル・アルトシュタットホテル

音楽の都ウィーンの文化とチロル・アルプスの大自然、サウンドオブミュージックの世界が広がるザルツカンマーグートなど、小さな国の中に見
どころがぎっしりと詰まっている。ハプスブルグ家が残した歴史的遺産だけでなく、その領土であった中央ヨーロッパの国々からもたらされた文
化や料理などの影響も今のオーストリアには残っている。何度行っても、飽きることのない奥の深い魅力がある国である。

世界遺産 シェーンブルン宮殿

13世紀より約600年間ヨーロッパの大半を支

配した ハプスブルグ家の夏の離宮・シェーン

ブルン宮殿（ウィーン）

ドイツのシュヴァルツヴァルトから黒海へと続く全長3000キロ余りのドナウ川

の中で、バッハウ渓谷は美しい景色が広がるハイライトです。

途中メルクではバロック建築の傑作と言われる修道院などを見学。

雄大なアルプスを背景に壮麗な街並みが続くザルツブ

ルクは、世界でもっとも美しい都市のひとつに数えられ、

世界文化遺産にも登録されています。

※1人部屋利用追加代金：９０，０００円

シュタットパークに面したゴージャスなホテル。モダンさとクラシカルなデザイン
が調和した外観とエレガントで温かみのある客室は優雅な滞在を満喫できる。

旧市街の中心、淡いピンクの外観が印象的なホテル。館内はアーチ型の天井や
木製の扉など趣ある空間が広がる。高級ブティックや街の見どころは徒歩圏内。



食  事

エジンエジンバラ

セントアンドリュース

グラスゴーグラスゴー

ロンドン

イギリス
アイルランド

ターンベリー
アイルサ＆キン
ターンベリー
アイルサ＆キンタイル

スケジュール日次・曜日

●成田～グラスゴー／エジンバラ～成田間航空運賃（ロンドン乗換え）  
●6泊宿泊料（２名様１室） 
●4．０Ｒプレー代（グリーンフィー、カートキャディーフィー）  
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：6朝・3昼・1夕食

［利用予定航空会社］ 英国航空 又は 日本航空
［利用予定ホテル］ ターンベリー（3泊）：ターンベリーホテル（オーシャンビュー） 
                         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）

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（３２，０００円）、 燃油サーチャージ
   （６２，０００円／２０１１年８月現在）が別途必要となります。

4/28（土）

4/27（金）

5/2（水）

4/30（月）

4/29（日）

5/1（火）

5/3（木）

5/4（金）

午前：成田発→午後:ロンドン乗換え→夜:グラスゴー着＝車・70分＝

ターンベリーへ　                                            ターンベリーホテル【泊】

ホテル＝車＝●エジンバラ観光（エジンバラ城、ホーリールード宮殿）

＝車・約3時間＝セントアンドリュースへ           オールドコースホテル【泊】

ホテル＝車＝午前:エジンバラ空港発→ロンドン乗換え→         【機中泊】

午前：成田着

ホテル＝シャトル＝★セントアンドリュース･ニューコース（1.0Ｒ）

                                                                                    ＝【同上泊】

ホテル＝シャトル＝★セントアンドリュース･オールドコース（1.0Ｒ）

                                                                                    ＝【同上泊】

ホテル・・隣接・・★ターンベリー･キンタイルコース（1.0Ｒ）

                                                                                   ＝【同上泊】

ホテル・・隣接・・★ターンベリー･アイルサコース（1.0Ｒ）

                                                                                    ＝【同上泊】

セントアンドリュース＆ターンベリー 8日間 4ラウンド
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■ 旅行日程：2012年4月27日（金）～ 5月4日（金）6泊8日

成田発

旅行代金 プレミアムエコノミー ビジネスクラス

８９８,０００円 １,１９８,０００円

エコノミークラス

７９８,０００円

※1人部屋利用追加代金：１５０，０００円

ゴースの木々に黄色花が咲く春のスコットランドで夢のオールドコースをラウンド！ 西海岸の海辺にそびえる白亜のホテル
“ターンベリー”に泊まって、２００９年トム・ワトソンの活躍が記憶に残る“アイルサチャンピオンコース”をラウンド！

2012 GW

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

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」のパッケージ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。

オールドコースホテル

ターンベリーホテル

エジンバラ城

セントアンドリュース・オールドコース１７番ホールに面したスコットランドを
代表するデラックスホテル。最上階のレストラン「ロードホール」からは
オールドコースのＲ＆Ａクラブハウス、遠く北海を望む景色が広がる。

スコットランドの西海岸の見事な景観の海辺に建つ最高級リゾートホテル。
眼下に２つのチャンピオンシップコースがあり、ゴルフリゾートの原型と
いわれる。隣接のスパは世界中から毎年セレブが集う。

      英国インフォメーション

●気温（４月）：平均最高気温 １３℃　
　　　　　　         平均最低気温    ５℃
●通貨：ポンド（£）　£１≒140円
●電圧：２２０Ｖ　3つ又
●時差：日本よりー８時間

含まれるもの

毎年大勢のゴルファーを聖地へ。真心を込めてご案内しております。毎年大勢のゴルファーを聖地へ。真心を込めてご案内しております。

ー 機 ー

機 ー ー

朝 昼 夕

朝 昼 ー

朝 昼 ー

朝 ー ー

朝 ー ー

朝 ー 機

1995、2000、2005、2010など全英オープンは過去に28回開催 1994、2009など全英オープン4回開催
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03-3535-5111
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 9:30～18:00 土 1５:00迄（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
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www.jetgolf.co.jp

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

お陰様で25周年

豪華客船“プライド・オブ・アメリカ号”のオーシャンビューに７泊（ 8朝7夕食バルコニー付 ）して、４島の代表的コースを巡る究極の
ハワイゴルフの旅。毎日開催されるディナーショーやアトラクションもアロハやムームーの軽装でお楽しみ頂けます。

プライド・オブ・アメリカ 81,000トン  全長：280m  総客室数：1,072室  定員：2,144名

船内には８ケ所のレストランと10のバーラウンジ 3ケ所のプールやスポーツジムも・・・。

1日目：コ・オリナゴルフクラブ

6日目：カウアイラグーンゴルフクラブ

サウスコース 18H ・ ノースコース 18H

キエレコース 18H 

エメラルドコース・ゴールドコース・ブルーコース 各18H

18H

2日目：ワイレアゴルフクラブ

オーシャンビューステートルーム・バルコニー付 リバティーレストラン ハリウッドシアター

ハワイ島

3日目：カパルアゴルフクラブ

プランテーションコース・ベイコース 各18H

マウイ島

マウイ島

オアフ島

カウアイ島

オアフ島

マウイ島

ハワイ島

カウアイ島

5日目：マウナラニゴルフクラブ

洋上からのナ・パリコースト

夕刻 又は 夜：各地発 ⇒＜日付変更線通過＞⇒ 
朝：ホノルル着＝車＝★コ・オリナゴルフクラブ（1.0R）＝車＝港
クルーズチェックイン　夜：ホノルル港出航～　� ＜船泊＞

朝：ハワイ島・ヒロ着　●フリータイム　オプション：ボルケーノ火山観光等
夕刻：ハワイ島・ヒロ出航�  ＜船泊＞

朝：ハワイ島・コナ着＝車＝★マウナラニゴルフクラブ（1.0R）＝
夕刻：ハワイ島・コナ出航� ＜船泊＞

午前：オアフ島・ホノルル着（クルーズチェックアウト）
港＝車＝ホテルへ （お部屋は直ぐにご利用頂けます。）
オプション：カポレイGC                                                   ＜ワイキキビーチマリオット泊＞

朝：カウアイ島着＝車＝★カウアイラグーン・キエレコース（1.0R）＝� ＜船・停泊＞

●フリータイム　オプション：ワイメア渓谷観光等  午後：カウアイ島・出航�  ＜船泊＞

ホテル発＝車＝午前：ホノルル発 ⇒＜日付変更線通過＞⇒� ＜機中泊＞

朝：マウイ島・カフルイ着＝車＝★ワイレアゴルフクラブ（1.0R）＝   ＜船・停泊＞

朝：＝車＝★カパルアゴルフクラブ（1.0R）＝車＝　夕刻：マウイ島出航� ＜船泊＞

午後：各地着

ー 機 船

船 ー 船

船 ー 船

船 船 船

船 ー 船

船 ー 船

船 船 船

船 ー ー

朝 ー 機

機 ー ー

1日目（土）

2日目（日）

3日目（月）

4日目（火）

5日目（水）

6日目（木）

7日目（金）

8日目（土）

9日目（日）

10日目（月）

食事スケジュール日次・曜日

■ 旅行代金／成田・関西・中部発着

●各地～ホノルル間往復航空運賃  ●8泊（船中7泊）宿泊料（２名様１室利用）  

●食事：8朝・2昼・7夕食　●5.0Ｒプレー代（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～ゴルフ場間送迎料　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：8朝・2昼・7夕食

［利用航空会社］ デルタ航空、日本航空、全日空、ユナイテッド航空のいずれか

［利用予定ホテル］ クルーズ（7泊）：プライド･オブ･アメリカ号（オーシャンビュー・バルコニー付／シャワーのみ）

                         ホノルル（1泊）：ワイキキビーチマリオット（オーシャンビュー）

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、米国空港税（6,400円）及び 燃油
   サーチャージ（32,600円／11年8月現在）が旅行代金の他に必要となります。
※船内チップ（7泊で１部屋あたり84ドル）が別途必要となります。（下船時に精算）

旅行日程（ 2012年）

５５８，０００円

５５８，０００円

６５８，０００円

６５８，０００円

１９５，０００円

１９５，０００円

エコノミークラス ビジネスクラス 一人部屋利用追加

含まれるもの

1/28（土）～2/6（月）

3/3（土）～3/12（月）

５９８，０００円 ８９８，０００円 ２０５，０００円4/28（土）～5/7（月）

ハワイ4島クルーズ&ゴルフの旅        10日間
ホノルルまでは飛行機で、船に乗り換え7泊の起きたらゴルフの4島めぐり！ オプションで10ラウンドも可能です。

5ラウンド
おひとり様参加可能

添 乗 員 同 行 
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