
世界ゴルフ紀行ＰａｒｔV

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・・・。

全コース添乗員同行シリーズ

実施期間 2011年6月～2011年11月   出発地：東京・大阪・名古屋

2011
春から秋へ

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

私達が心を込めてご案内致します。

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100コースを
選んでいます。ちなみに日本では廣野GC（39位）、川奈GC（74位）、東京GC（97位）、鳴尾GC（99位）が2009年度にランクインしています。

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20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年よりメジャートーナ
メントを中心にUSA担当。
中学・高校とフロリダ在住。
2000年世界ジュニア選手
権出場（トーリーパインズGC）。
ワンポイントレッスンいたし
ます。

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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6月16日（木）
成田発

7月13日（水）
成田発

8月4日（木）
成田・関西・中部発

8月17日（水）
成田・伊丹・中部発

9月2日（金）
成田・伊丹・中部発

9月15日（木）
成田・伊丹・中部発

9月30日（金）
成田・伊丹・中部発

11月13日（日）
成田・関西発

興奮の全米オープン2日目・最終日をじっくり観戦、帰路ニューヨークでショッピングやミュージカルなどお楽しみ下さい。

第111回全米オープン観戦とニューヨーク 8日間

聖地セントアンドリュースをラウンドし、夢と感動の第140回全英オープン最終日を観戦！ 

第140回全英オープン観戦とオールドコースプレー 8日間

世界中のセレブが集う“ザ・ロッジ”に5連泊、憧れのぺブル2ラウンドはジェットゴルフだけ

夏休み ペブルビーチスペシャル・ペブルを2回 7日間

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

オーストリア ウィーン＆ザルツブルグ 8日間

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ダウンなど全5コースを！

リンクスゴルフを堪能! アイルランドゴルフ紀行 9日間

シカゴから陸路2時間半、ミシガン湖畔に広がる全米屈指のゴルフリゾート”コーラー”でモンスターコースに挑戦！

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・・・。

第92回全米プロ開催コース・ウィスリングストレイツ 7日間

南フランス コート・ダジュールの旅 8日間

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！

豪華客船で地中海の6都市をクルーズ＆ゴルフ！

きらめきの地中海クルーズ＆ゴルフの旅 11日間
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http://www.jetgolf.co.jp

お陰様で25周年
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リンクス・アット・スパニッシュベイ

モントレー湾
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水族館

モントレーの街

至・サンフランシスコ

スパイグラスヒルGC

ポピーヒルズGC

サイプレスポイントC

ペブルビーチゴルフリンクス

クエールロッジGC

モントレイ・ペニンシュラCC

ランチョカナダGC
カーメルの街

カーメル海岸

至・ロサンジェルス

★
モントレー空港

デルモンテ
ショッピングセンター

デルモンテGC

「生涯であと一回だけスイングを許されるとしたら、私は迷わずペブル
8番ホールのセカンドショットを選ぶだろう。」　ジャック・ニクラス

J.ネイビル と Ｄ.グラントの共同設計。毎年2月ＡＴ＆Ｔプロアマを開催。
また2010年6月、10年ぶりに全米オープンも開催された。

サンフランシスコ空港から陸路2時間半、太平洋の荒波砕ける風光明媚なモントレー半島はアメリカゴルフの聖地です。
世界中のセレブが集う“ザ・ロッジ”に5連泊、憧れのぺブルを２回ラウンドするジェットゴルフオリジナルツアーです。

夏休み  ペブルビーチスペシャル・ペブルを2回 7日間 4ラウンド

午後：成田（中部発は成田経由）・関西発→＜日付変更線通過＞

午前：サンフランシスコ着＝車・※約2時間半※＝

　※17マイルドライブの景観をたのしみながらモントレー半島へ

           ザ･ロッジ･アット･ペブルビーチ【泊／ウェルカムディナー】

ホテル・・・★ペブルビーチＧＬ（1.0Ｒ＊１回目）・・・   【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝

★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0Ｒ）      ＝【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝

★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0Ｒ）               ＝【同上泊】

ホテル・・・★ペブルビーチＧＬ（1.0Ｒ＊2回目）・・・  【同上泊】

ホテル＝車＝サンフランシスコ発→＜日付変更線通過＞→【機中泊】

午後：成田（国内線にて中部へ）・関西着

※空港施設使用料（成田２，５４０円/関西２，６５０円)、空港税（６，４００円）、航空保険超過料 
   及び 燃油サーチャージ（３５，６００円／２０１１年４月現在）が別途必要となります。�

モントレー半島の美しい海岸線に本場スコットランドの
リンクスをイメージして造られたコース。フェアウェイ・
グリーン以外は深いブッシュかデザートエリアとなっている。

●成田（中部発は往復成田経由）／関西～サンフランシスコ間往復航空運賃
●5泊宿泊料（２名様１室）  ●4.0Ｒプレー代（グリーンフィ、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人部屋利用追加代金：２２０，０００円

［利用予定航空会社］全日空又はデルタ、ユナイテッド航空
［利用予定ホテル］ペブルビーチ(５泊)：ザ･ロッジ･アット･ペブルビーチ（シーニックビュー）

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：5朝・1夕食

成田・関西発

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

ペブルビーチゴルフリンクス 18Ｈ 6,799Ｙ Ｐ72 1919年開場

■ 旅行日程：2011年8月4日（木）～ 8月10日（水）5泊7日

8/8（月）

8/7（日）

8/10（水）

8/9（火）

8/4（木）

8/6（土）

8/5（金）

スケジュール日次・曜日

リンクス・アット・スパニッシュベイ 18Ｈ 6.821Ｙ Ｐ72
T.ワトソン／R.T.ジョーンズ Jr.設計 1984年開場

ペブルビーチＧＬと共に毎年ＡＴ＆Ｔぺブルビーチプロ
アマの舞台となるコース。2009/10の米ゴルフダイジ
ェスト誌“全米パブリックコース100選”の11位。

セレブが集う“ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ”に5連泊。

６９８，０００円 ９５８，０００円

９７８，０００円７１８，０００円

スパイグラスヒルゴルフコース 18Ｈ 6.953Ｙ Ｐ72
 R.T.ジョーンズ Sr.設計 1966年開場

風光明媚な17マイルドライブ（ローンサイプレス）

車で20分、モントレーフィッシャーマンズワ フー
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ワシントンDC

シカゴ

ミルウォーキー

コーラー

イリノイ州

ウィスコンシン州

ニューヨーク州

ペンシルバニア州
オハイオ州

インディアナ州

ミシガン州

ウィスリングストレイツ 36H

ブラックウルフランＧＣ 36H

ウィスリングストレイツ 36H

ブラックウルフランＧＣ 36H

カナダ

シカゴから陸路2時間半。ミシガン湖畔に広がる全米屈指のゴルフリゾート“コーラー”で2010年全米プロゴルフ選手権（優勝 Ｍ.カイマー）
開催コース・ウィスリングストレイツ（驚異のコースレート76.7!）他、奇才ピード・ダイが描いたチャンピオンコースにチャレンジ！

第92回 全米プロ開催コース・ウィスリングストレイツ 7日間 4ラウンド

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（６，４００円）、航空保険超過料 及び 燃油
   サーチャージ（３５，６００円／２０１１年４月現在）が別途必要となります。

各地→午前又は午後：成田発→＜日付変更線通過＞→
午後：シカゴ着＝車・2時間半 ＝        ジ・アメリカンクラブ【泊】

ホテル＝★ブラックウルフラン・リバーコース（1.0Ｒ）
                                                                          ＝【同上泊】

ホテル＝★ウィスリングストレイツ･アイリッシュコース（1.0Ｒ）
                                                                          ＝【同上泊】

ホテル＝★ブラックウルフラン・メドーバレーコース（1.0Ｒ）
                                                                          ＝【同上泊】

ホテル＝★ウィスリングストレイツ･ストレイツコース（1.0Ｒ）
           〈2010全米プロゴルフ選手権開催コース〉   ＝【同上泊】

ホテル＝車＝シカゴ発→＜日付変更線通過＞→         　  【機中泊】

午後：成田着→各地

ウィスリングストレイツとブラックウルフラン 

陶磁器メーカー“コーラー社”により1998年に作られたミシガン湖畔に
広がる一大ゴルフリゾート。ジ・アメリカンクラブはチューダー様式の
石造りが特徴で、アーリーアメリカン調のシックなホテル。

2010年全米プロゴルフ選手権

9／5（月）

9／4（日）

9／7（水）

9／6（火）

9／8（木）

9／3（土）

9／2（金）

スケジュール日次・曜日

悲劇の“ダスティンバンカー”悲劇の“ダスティンバンカー”

コーラー と ジ・アメリカンクラブ
●各地～成田～シカゴ間往復航空運賃
●5泊宿泊料（2名様１室）  ●4.0Ｒプレー代（グリーンフィ、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　

◆最少催行人員：8名  ◆添乗員同行  ◆食事：5朝・1夕食

［利用予定航空会社］全日空 又は デルタ、ユナイテッド航空
［利用予定ホテル］コーラー(5泊)：ジ･アメリカンクラブ（ヘリテージルーム）

※1人部屋利用追加代金：１８０，０００円

成田発

伊丹・中部発（成田経由）

旅行代金

５５８，０００円 ９5８，０００円

９7８，０００円５７８，０００円

エコノミークラス ビジネスクラス

■ 旅行日程：2011年 9月2日（金）～ 9月8日（木）5泊7日

ウィスリングストレイツ・ストレイツコース　世界第40位

2

設計は72ホールすべて ピート・ダイ

2004年＆2010年全米プロゴルフ選手権開催のウィスリングストレイツは米軍滑走路跡地に作られたストレイツコース

＆アイリッシュコースからなる野性美に富んだリンクススタイルの36ホール。一方1998年全米女子オープンが開催さ

れたブラックウルフランは小鳥のさえずりも聞こえるのどかなリバーコース＆メドーバレーコースの林間36ホール。両

コースともジ・アメリカンクラブよりシャトルバスで15分以内。
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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）：グランドホテル・ウィーン　
                         ザルツブルグ（2泊）：シェラトン・ザルツブルグ

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（１０，０００円）、航空保険超過料 及び 燃油
   サーチャージ（３０，０００円／２０１１年4月現在）が別途必要となります。

8/22（月）

8/21（日）

8/24（水）

8/17（水）

8/23（火）

8/18（木）

8/20（土）

8/19（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町に泊まって、
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＝グランドホテル【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）シェラトンホテル【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：2011年8月17日（水）～ 8月24日（水）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

５９８，０００円 ９５８，０００円

９７８，０００円６１８，０００円

ミラベル庭園世界遺産 バッハウ渓谷

グランドホテル・ウィーングランドホテル・ウィーン

シェラトン・ザルツブルグシェラトン・ザルツブルグ

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

市内の中心部、国立オペラ座から徒歩圏内に位置するホテル。ハプスブルグ家
時代を想わせる格式のある造りの外観はエレガントの一言に尽きる。

白い外壁と赤を基調としたロビー、落ち着いた客室は優雅な気持ちにさせられ
る。世界遺産の街並みを眺めながらゆっくりテラスで朝食をどうぞ。

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見学。

雄大なアルプスを背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：１３０，０００円



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）、航空保険超過料
   及び 燃油サーチャージ（４５，０００円／２０１１年4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・ヘギー設計コースをまわる旅

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れ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。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

ー 機 夕

朝 ー 機

機 ー ー

朝 ー ー

朝 ー ー

朝 昼 ー

朝 ー ー

朝 ー ー

朝 ー ー

食  事

 

ウォーターヴィルGC ウォーターヴィルGC 

ダブリン 

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 

キラーニー 

ザ・ヨーロピアンクラブ ザ・ヨーロピアンクラブ 

ポートマーノックGCポートマーノックGC

ロンドンから 
コーク 

バリーバニオンGCバリーバニオンGC

ベルファースト 

リメリック 

 

ロンドンへ 

 

「アメリカ人は平坦な土地をみるとゴルフ場を創ることを考えるが、イギリス人は潅木の生い茂った砂丘の、でこぼこした荒野を見るとそう考える」
（ゴルフ史家・アンドリュー・ラング）気まぐれな風に翻弄され膝まで伸びるラフと格闘、アンジュレーションに一喜一憂したゴルファーは、リンクス
  コースの洗礼を受け謙虚になる。そうして“神が創り給いしコース”の魔力にいつの間にか取り付かれ、聖地巡礼が始まるのです。

「アメリカ人は平坦な土地をみるとゴルフ場を創ることを考えるが、イギリス人は潅木の生い茂った砂丘の、でこぼこした荒野を見るとそう考える」
（ゴルフ史家・アンドリュー・ラング）気まぐれな風に翻弄され膝まで伸びるラフと格闘、アンジュレーションに一喜一憂したゴルファーは、リンクス
  コースの洗礼を受け謙虚になる。そうして“神が創り給いしコース”の魔力にいつの間にか取り付かれ、聖地巡礼が始まるのです。

※成田空港施設使用料（２，５４０円)、空港税（１０，０００円）、航空保険超過料 及び 燃油サーチャージ
  （４０，０００円／２０１１年４月現在）が別途必要となります。

ホテル＝車・約60分＝★バリーバニオン･オールドコース（1.0Ｒ）＝    【同上泊】

ホテル＝車・約70分＝★ウォーターヴィルゴルフリンクス（1.0Ｒ）＝   【同上泊】

午後：成田着→各地

9/19（祝）

9/18（日）

9/21（水）

9/20（火）

9/22（木）

9/15（木）

9/17（土）

9/16（金）

9/23（祝）

スケジュール日次・曜日

●各地～成田～ロンドン～コーク／ダブリン間往復航空運賃
●7泊宿泊料（２名様１室）　
●5.0Ｒプレー代（グリーンフィ、キャディフィ）　
●日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料　

成田発

伊丹・中部発（成田経由）

旅行代金

698,000円 1,058,000円

1,088,000円728,000円

エコノミークラス ビジネスクラス

■日程：2011年 9月15日（木）～ 9月23日（金/祝） 7泊9日

各地→午前：成田発→ロンドン乗り換え→
夜：コーク着＝車・約70分＝キラニー                 ブレホンキラーニーホテル【泊】

ホテル＝車＝ ●モハーの断崖見学 ＝ダブリンへ
午後：ダブリン市内観光（トリニティーカレッジ、ギネスビール工場 等）　　 
                                                                           シェルボーンダブリン【泊】

ホテル＝車・約20分＝★ポートマーノックゴルフクラブ（1.0Ｒ）＝      【同上泊】

ホテル＝車・約90分＝★ロイヤルカウンティダウンゴルフクラブ（1.0Ｒ）【同上泊】

ホテル＝車・約60分＝★ザ・ヨーロピアンクラブ（1.0Ｒ）＝　            【同上泊】

ホテル＝朝：ダブリン発→ロンドン乗り換え→　　　　　　　　　         【機中泊】

［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］ 
    キラーニー（3泊）：ブレホンキラーニーホテル　
    ダブリン（4泊）：シェルボーンダブリン・ルネッサンスホテル

◆最少催行人員：８名  ◆添乗員同行  ◆食事：７朝・１昼・１夕食

リンクスゴルフを堪能！ アイルランドゴルフ紀行 9日間 5ラウンド

ブレホンキラーニーホテル

シェルボーンダブリン・ルネッサンスホテルシェルボーンダブリン・ルネッサンスホテル

大西洋から吹き付ける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。
全英オープン５勝トム・ワトソンが愛してやまないコースです。

バリーバニオンゴルフクラブ　　世界第18位
18H 6,802Y P72  1893年開場　L.ヒューソン&T.シンプソン設計

大西洋から吹き付ける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。
全英オープン５勝トム・ワトソンが愛してやまないコースです。

北アイルランド東海岸、かのオールド・トムモリス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、世界ゴルフ100選では常にベスト10にランクされる。
北アイルランド東海岸、かのオールド・トムモリス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、世界ゴルフ100選では常にベスト10にランクされる。

ポートマーノックゴルフクラブ　　世界第45位

18H 7,306Y P72 1894年開場　W.C.ピックマン＆G.ロス設計

ザ・ヨーロピアンクラブ　　世界第85位

18H 7,211Y P71 1989年開場　P.ルーディー設計

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ダウン、ポートマーノック、ウォーターヴィル、ヨーロピアンクラブ

ウォーターヴィルゴルフリンクス　　世界第91位

18H 7,198Y P72 1889年開場　E.ハケット設計

ダブリン市内から車で20分、スコットランド生まれのW.C.ピックマンが車窓
からの景色にほれ込み、地主のＪ.ジェイムスンと共にゴルフクラブを設
立。1927年第1回アイリッシュオープンを開催。

ダブリン市内から車で60分、アイリッシュ海に面した比較的新しいリン
クスコースだが、プロ・アマ問わず評価は高く、毎年全英オープン出場
選手が大会前に訪れトレーニングに励んでいる。

大西洋に続くバリクスケーリング湾の中洲に広がる砂丘そのま
まの地形を活かしたコースで、特に右側に海が広がるスリリング
な上がり3ホールはリンクスコースの真骨頂！

1人部屋利用追加代金

135.000円

モハーの断崖

バリーバニオンゴルフクラブ　　世界第18位
18H 6,802Y P72  1893年開場　L.ヒューソン&T.シンプソン設計

ロイヤルカウンティダウンゴルフクラブ　　世界第5位
18H 7,186Y P71 1889年開場　T.モリス設計
ロイヤルカウンティダウンゴルフクラブ　　世界第5位
18H 7,186Y P71 1889年開場　T.モリス設計

ジョージアンスタイルの優雅な建物は歴史と伝統を感じさ
せる。国立博物館やダブリン城、ショッピングセンターにも
近く便利なロケーション。

近くにはキラーニー大聖堂やマクロス修道院等が徒歩で
散策できます。モダンな外観と落ち着いた客室、またスパ
施設も充実しており人気のホテル。
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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）

ボゴーノGC

ル・マドニーGC

エルプラト

バウバロウGC

カステルコントルビア

9日目：バウバロウＧＣ（マルセイユ）9日目：バウバロウＧＣ（マルセイユ）

１０日目：カステルコントルビア（ミラノ）

２日目：ボコーノゴルフクラブ（ミラノ）

18H 6,875Y P72 R.ボン・ヘギー設計 ’96開場

18H 6,569Y P72 L.R.カレモリ設計 ’04開場

18H 6,941Y P72 G.ノーマン設計 ’03開場

18H 6,640Y P72 P.B.ダイ設計 ’89開場

18H 6,816Y P72 R.T.ジョーンズ Jr.設計 ’87開場

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）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・40分＝★ゴルフクラブ・カステルコントルビア（1.0Ｒ）
＝車＝夜：ミラノ発→                                                                   【機中泊】

朝：マルセイユ着（フランス）＝車・60分＝★バウバロウ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＝●ミラノ市内観光後＝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＝★ボゴーノゴルフクラブ（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】

10／1（土）

10／2（日）

10／3（月）

10／4（火）

10／5（水）

10／6（木）

10／7（金）

9／30（金）

10／8（土）

10／9（日）

10/10（祝）

食   事スケジュール

ー 機 機

朝 ー ー

朝 昼 船

船 船 船

船 船 船

船 ー 船

船 ー 船

船 ー 船

船 船 船

船 ー 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
   （４２，０００円／２０１１年４月現在）が別途必要となります。

■ 旅行日程：2011年9月30日（金）～10月10日（月/祝） 9泊11日

成田発

伊丹・中部発（成田経由）

旅行代金

698,000円
150,000円

1,098,000円

1,118,000円718,000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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2011 夢と感動のメジャー観戦&プレイツアー2011 夢と感動のメジャー観戦&プレイツアー

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

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

■利用予定ホテル／ワシントンDC（4泊）：ランズダウンリゾート、
               　　         ニューヨーク（2泊）：キタノホテルニューヨーク
■利用予定ホテル／ワシントンDC（4泊）：ランズダウンリゾート、
                        　　ニューヨーク（2泊）：キタノホテルニューヨーク

6/18（土）

6/19（日）

6/20（月）

6/21（火）

6/22（水）

6/23（木）

6/16（木）

6/17（金）

午後：成田着

午後：成田発      〈日付変更線通過〉      午後：ワシントンDC着 
＝専用車＝ホテルへ 
ホテル（朝食）＝車・1時間＝☆第111回全米オープン・2日目観戦
〈コングレッショナルCC〉＝ホテル

ホテル（朝食）・・★ランズダウンGC（1.0R）＝
ホテル

ホテル（朝食）＝車＝★ブルランゴルフクラブ（1.0R）　
午後：ワシントンDC発       午後：ニューヨーク着＝車＝ホテルへ

ホテル（朝食）＝車＝午前：ニューヨーク発      
〈日付変更線通過〉

ー 機 夕【ランズダウンリゾート泊】

朝 ー ー 【同上泊】

朝 ー ー 【同上泊】

朝 ー ー 【同上泊】

朝 ー ー 【キタノホテルニューヨーク泊】

朝 ー ー 【同上泊】

朝 機 機 【機中泊】

ホテル（朝食）＝車・1時間＝☆第111回全米オープン・最終日観戦
〈コングレッショナルCC〉＝ホテル

ホテル（朝食）午前：ニューヨーク市内観光（グランドゼロ等）
午後：フリータイム

第１１１回 全米オープン観戦とニューヨーク 8日間

●最少催行人員：8名様●募集人員：20名様■ 日程 ： 2011年6月16日（木）～6月23日（木）6泊8日

○成田～ワシントンDC～ニューヨーク間往復航空運賃
○6泊宿泊料（２名様１室利用） ○食事：6朝・1夕食 
○2.0Rのプレイ代金（グリーンフィー、カートフィー）
○全米オープン観戦チケット代金（2日目、最終日）
○行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料金 

■利用予定航空会社：全日空、ユナイテッド航空■利用予定航空会社：全日空、ユナイテッド航空

※成田空港施設使用料（2,540円）、米国空港税（6,400円）、燃油サーチャージ（35,000円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

第111回全米オープンの会場は‘97年のアーニーエルスの優勝から14年ぶりの開催 バージニア洲・コングレッショナルCCにて開催されます。
興奮の全米オープン2日目・最終日を観戦、帰路ニューヨークでショッピングやミュージカルなどをお楽しみ下さい。

2ラウンド2ラウンド

添乗員同行
6朝・1夕食付ビジネスクラスエコノミークラス ●１人部屋利用追加代金 

旅行代金に

含まれるもの

’97年以来の開催コングレッショナルCC

120,000円538,000円 978,000円

第１４０回 全英オープン観戦とオールドコースプレー 8日間

■ 日程 ： 2011年7月13日（水）～7月20日（水） 6泊8日

●１人部屋利用
追加代金 

■利用予定ホテル
    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）
    ロンドン（3泊）：ザ・ランガムロンドン（クラシックルーム）

●募集人員：12名様限定  ●最少催行人員：8名様

■利用航空会社:英国航空又は日本航空

※成田空港施設使用料（2，540円）、英国空港税（29，000円）、燃油サーチャージ（39,800円／2011年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

第140回全英オープンの舞台はロンドンから約2時間、ドーバー海峡に面した“ロイヤルセントジョージGC”にて8年ぶりに開催されます。
聖地セントアンドリュースをラウンドし、夢と感動の“全英オープン”を観戦。オプショナルでイングランド名門“サニングデールGC”プレイも。

3ラウンド3ラウンド

添乗員同行
6朝・3昼・1夕食付

○成田～エジンバラ～ロンドン～成田間航空運賃
○6泊宿泊料（2名様1室利用）  ○食事：6朝・3昼・1夕食
○行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料金
○3．０Ｒプレイ代金（グリーンフィ） 
○全英オープン最終日観戦券

165,000円
ビジネス
クラス

エコノミー
クラス

プレミアム
エコノミー

旅行代金に

含まれるもの

７/16（土）

７/17（日）

７/18（祝）

７/14（木）

７/13（水）

７/19（火）

７/20（水）

７/15（金）

午前：成田空港着

午前：成田発      ロンドン乗換え      夜：エジンバラ着＝専用車・
約70分＝ホテルへ

ホテル（朝食）＝車・2時間＝☆140回全英オープン最終日観戦
〈ロイヤルセントジョージGC〉

ホテル（朝食）午前：ロンドン市内観光（ビッグベン等）＝
午後：オプショナルゴルフ☆サニングデールGC（１．０Ｒ）

ホテル（朝食）＝★キングズバーンズGC（１．０Ｒ）
午後：エジンバラ発       夕刻：ロンドン着＝車＝ホテルへ

ー 機 機 【オールドコースホテル泊】

朝 ー 機【機中泊】

朝 昼 夕【同上泊】

朝 昼 ー【ザ・ランガムロンドン泊】

朝 昼 ー【同上泊】

朝 ー ー【同上泊】

朝 ー ー【同上泊】

ホテル（朝食） ＝車＝午後：ロンドン発

ホテル（朝食）・・★セントアンドリュース・オールドコース（１．０Ｒ）・・

ホテル（朝食）・・★セントアンドリュース・ニューコース（１．０Ｒ）・・

798,000円 898,000円 1,180,000円

2010年全英オープン観戦ツアー参加者と優勝のL.ウーストハイゼン選手2010年全英オープン観戦ツアー参加者と優勝のL.ウーストハイゼン選手


