
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空、日本航空のいずれか
◆利用ホテル：［マウイ島3泊］リッツカールトン・カパルア（ガーデンビュー）　
　　　　　    ［ホノルル1泊］ワイキキビーチ・マリオット（パーシャルオーシャンビュー）

◆利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空のいずれか
◆利用ホテル ： タートルベイリゾート（3泊／オーシャンビュー）
　　　　　      ワイキキビーチ・マリオット（1泊／パーシャルオーシャンビュー）

●各地～マウイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用/バス付）　●2.0Rプレー代金 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

タートルベイリゾート ３日間回り放題 6日間オアフ島マウイ島 カパルア・プランテーション＆ベイコース 6日間

●各地～ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用）　●3日間回り放題プレー代 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ラウ
ンド2

※各地空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、米国空港税
（6,400円）、 燃油サーチャージ（32,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

※各地空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、米国空港税
（6,400円）、 燃油サーチャージ（32,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

ノースショアの美しい海をバックにUSＰＧＡ、ＬＰＧＡトーナメントも
開かれたチャンピオンシップコースを3日間回り放題！

▲

利用コース タートルベイリゾート・アーノルド･パーマーコース１８Ｈ ＆ ジョージ・ファジオコース１８Ｈ

タートルベイリゾート・アーノルド･パーマーコース

毎年ＰＧＡツアー開幕戦が開かれる“カパルアＧＣ・プランテーション
コース”と群青の海“ベイコース”の2プレー

利　用
コース

▲
▲ カパルアゴルフクラブ・プランテーションコース 18Ｈ  7,263Ｙ  Ｐ72  Ｂ．クレンショウ設計

カパルアゴルフクラブ・ベイコース                  １８Ｈ  6,600Ｙ  Ｐ72  Ａ．パーマー設計

◆１人部屋利用追加代金：65,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

◆１人部屋利用追加代金：50,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

１日目

２日目

３日目

4日目

ホテル＝シャトルバス＝★カパルア・プランテーションコース（1.0Ｒ）＝【同上泊】

カパルア・プランテーションコース

夜：各地発→＜日付変更線通過＞→朝：ホノルル乗り換え→昼頃：マウイ島着
＝車＝リッツカールトン・カパルア【泊】

ホテル＝シャトルバス＝★カパルア・ベイコース（1.0Ｒ）＝【同上泊】

ホテル発＝車＝午前：マウイ島発→午後：ホノルル着＝車＝ワイキキビーチ・マリオット【泊】

5日目 ホテル＝車＝午前又は午後：ホノルル発→＜日付変更線通過＞→【機中泊】

6日目 午後：各地着

１日目

２日目

３日目

4日目

ホテル・・隣接・・★タートルベイ・パーマーコース＆ファジオコース回り放題・・【同上泊】

夜：各地発→＜日付変更線通過＞→朝：ホノルル着＝車＝ホテルへ
                                              ※チェックイン15時～タートルベイリゾート【泊】
★タートルベイ・パーマーコース＆ファジオコース回り放題

ホテル・・隣接・・★タートルベイ・パーマーコース＆ファジオコース回り放題・・【同上泊】

ホテル ※チェックアウト12時まで 午後：ホテル発＝車＝ワイキキビーチ・マリオット【泊】

5日目 ホテル＝車＝午前又は午後：ホノルル発→＜日付変更線通過＞→    【機中泊】

6日目 午後：各地着

（成田・関西・中部）出発日

298,000円 338,000円 358,000円旅行代金

（成田・関西・中部）出発日

268,000円 298,000円 328,000円

4/27・28 5/1～34/29・30、5/4・54/27・28 5/1～34/29・30、5/4・5

旅行代金

3日間回り放題

含まれる
も      の

含まれる
も      の

ラウ
ンド2

ラウ
ンド3

◆１人部屋利用追加代金：45,000円 ◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。

◆現地係員  ◆最少催行人員：２名　
◆食事：なし
［利用航空会社］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）

●成田～サイパン間往復航空運賃
                       （エコノミークラス）
●3泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）
●3．0Ｒプレー代●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※成田空港施設使用料（2,540円）、サイパン空港税（1,100円）、燃油サーチャージ
　（17,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

１日目

２日目

３日目

４日目
ホテル＝車＝★コーラルオーシャンポイントCC（1.0Ｒ）＝　
＝車＝午後：サイパン発→夜：成田着

ホテル＝車＝★キングフィッシャーＧＬ（1.0Ｒ）＝【同上泊】

ホテル＝車＝★ラウラウベイ・イーストコース（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】

サイパン海超えシリーズ 4日間

◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。◆１人部屋利用追加代金： 48,000円

◆現地係員 ◆最少催行人員：２名　
◆食事：なし
［利用航空会社］ 
　コンチネンタル航空又は デルタ航空
［利用予定ホテル］
　 ホテル ニッコーグァム

●各地～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室利用）
●２．０Ｒプレー代　●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

１日目

２日目

３日目

4日目

ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コース（１．０Ｒ）＝【同上泊】

午前：各地発→午後：グアム着＝送迎バス＝ホテルニッコーグァム【泊】

ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コース（１．０Ｒ）＝【同上泊】

ホテル＝車＝午後：グアム発→午後：各地着

含まれる
も      の

含まれる
も      の

グアムゴルフセレクション 4日間

空路３時間、全室オーシャンビューのホテルニッコーグァムに泊まって、
海超えマンギラオＧＣほか個性豊かな3コースよりお好みのコースを。

ラウラウイースト6番、キングフィッシャー16番、コーラルオーシャン14番
サイパン名物の海超えホールを是非お楽しみ下さい。

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円／中部2,500円）、グアム空港税
  （1,500円）、燃油サーチャージ（17,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

（成田・関西・中部）

218,000円 228,000円 258,000円

4/30、5/1 5/2～44/28・29、5/5

旅行代金

出発日 5/2～44/30・5/14/28・29、5/5（成田発）

228,000円 238,000円 258,000円旅行代金

出発日

利　用

コース

オンワード・マンギラオゴルフクラブ   18H   6,904Y   P72  '92年開場
オンワード・タロフォフォゴルフクラブ 18H   6,702Y   P72  '06年リニューアル
レオパレスリゾートカントリークラブ    36H 13,219Y P106  '92年開場
スターツグアムゴルフリゾート           27H 10.473Y P108  '87年開場 

▲
▲

▲
▲ ラウラウベイＧＲ・イーストコース   18H 6,330Y P72 G.ノーマン設計

キングフィッシャーゴルフリンクス  18H 6,651Y P72 G.マーシュ設計
コーラルオーシャンポイントCC    18H 7,105Y P72 L.ネルソン設計

利　用
コース ▲

▲
▲

オンワード･マンギラオゴルフクラブ

ラウラウベイ・イーストコース

ホテルニッコーグァム

１日目

２日目

３日目

◆１人部屋利用追加代金：36,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金は
   お問い合わせ下さい。

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　
◆食事：２朝食

［利用航空会社］
  大韓航空
［利用予定ホテル］
  済州ロッテホテル（２泊）

●成田・関西～済州島間往復航空運賃（エコノミークラス）
●2泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）●２．０Ｒプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※各地空港施設使用料(成田2,540円／関西2,650円)、韓国空港税（1,800円）、
　燃油サーチャージ（5,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

朝食＝車＝★ラオンＧＣ（１．０Ｒ）＝【同上泊】

午前：成田・関西発→午後：済州島着＝済州ロッテホテル【泊】

朝食＝車＝★エリシアンＣＣ（１．０Ｒ）＝夕刻：済州島発→夜：成田・関西着

◆１人部屋利用追加代金：50,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：4朝食
［利用航空会社］キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空のいずれか
［利用予定ホテル］  〈       3泊〉ミッションヒルズリゾート
　　　　　　　     〈香港１泊〉ハーバーグランド又はシェラトン香港

●各地～香港間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）●3．０Ｒプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金

出発日

158,000円 168,000円 178,000円

5/1・2 4/28、5/3～54/29・30

ラオンゴルフクラブ   27H 10,714Y P108 C.モンゴメリー設計
エリシアンカントリークラブ  36H 14,291Y P144  2005年開場

利  用
コース

含まれる
も      の

含まれる
も      の

済州ロッテホテル済州ロッテホテル

済州ロッテホテルステイ 3日間

成田・関西空港から直行便で2時間半。宮殿を模した豪華なリゾート
”済州ロッテホテル”に泊まって春の済州島ゴルフをお楽しみ下さい。

１日目

２日目

３日目

4日目

◆１人部屋利用追加代金：33,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。

◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：3朝食
［利用航空会社］ 中華航空、エバー航空、日本航空、全日空のいずれか
［利用予定ホテル］ シャーウッド台北（3泊）

●各地～台北間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）●２．０Ｒプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※各地空港施設使用料（成田2,540円／羽田2,000円／関西2,650円）、台北空港税
　（1,200円）、燃油サーチャージ（11,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

※各地空港施設使用料（成田2,540円／羽田2,000円／関西2,650円）、香港空港税
　（1,200円）、燃油サーチャージ（14,000円／2012年1月現在）が別途必要となります。

朝食＝車＝★下記コースより１．０Ｒ＝【同上泊】

午前：各地発→午後：台北着＝車＝ホテルへ　シャーウッド台北【泊】

朝食＝車＝★下記コースより１．０Ｒ＝【同上泊】

朝食＝車＝午前又は午後：台北発→午後：各地着

（成田・関西発）

ミラマーゴルフクラブ  ３６Ｈ １３，６１２Ｙ　Ｐ１４４　Ｊ.ニクラス設計
大渓ゴルフクラブ       ２７Ｈ 10,133Ｙ　Ｐ１０８　Ｒ．Ｔ．ジョーンズＪｒ.設計
永漢ゴルフクラブ      １８Ｈ    7,484Ｙ　Ｐ７２　  加藤俊輔設計
長庚ゴルフクラブ      ２７Ｈ 10,612Ｙ　Ｐ１０８　1983年開場
台湾（旧淡水）ゴルフクラブ  １８Ｈ   6,933Ｙ　 Ｐ７２　  1919年開場

利  用

コース

含まれる
も      の

台北ゴルフセレクション 4日間

安・近・短の台北で J.ニクラス や R.T.ジョーンズJr. 設計の美しい
コースや名門“旧淡水GC”など5コースからセレクション

１日目

２日目

３日目

◆１人部屋利用追加代金：21,000円
◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：３朝食
［利用航空会社］タイ航空又は日本航空  ［利用予定ホテル］チェンマイプラザホテル

●成田～チェンマイ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）●２．０Ｒプレー代
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

※成田空港施設使用料(2,540円)、タイ空港税（1,800円）、燃油サーチャージ
　（16,800円／2012年1月現在）が別途必要となります。

４日目

5日目朝：成田着

朝食　●フリータイム    夜：チェンマイ発→バンコク乗り継ぎ→【機中泊】

朝食＝★サミットグリーンバレーCC（1.0Ｒ）＝【同上泊】

朝食＝★チェンマイ・ハイランドＧ＆R（1.0Ｒ）＝【同上泊】

午前：成田発→バンコク乗り換え→夕刻：チェンマイ着＝チェンマイプラザ【泊】

5/3～55/1・24/28～30

チェンマイ・ハイランド ゴルフ＆リゾート                 18H 7,063Y P72 
サミットグリーンバレーチェンマイカントリークラブ    18H 7,205Y P72

利  用
コース

含まれる
も      の

タイ・チェンマイゴルフ 5日間

香港から陸路90分、初夏の       で世界最大のゴルフリゾート・
ミッションヒルズ（218ホール）をお楽しみ下さい。

さわやかなタイ北部の町チェンマイのチャレンジングな2コースを。
マッサージやナイトマーケット等アフターゴルフも楽しみです。

１日目

２日目

３日目

４日目

5日目

ホテル（朝食）・・隣接・・★ミッションヒルズＧＣ（※1.0Ｒ）・・         【同上泊】

ホテル（朝食）・・隣接・・★ミッションヒルズＧＣ（※1.0Ｒ）・・
午後：ホテル発＝車＝　　         ハーバーグランド又はシェラトン香港【泊】

ホテル（朝食）・・隣接・・★ミッションヒルズＧＣ（※1.0Ｒ）・・         【同上泊】
                  ※下記設定コースよりお選び下さい。

午前：各地発→午後：香港着＝車＝             ミッションヒルズリゾート【泊】

ホテル（朝食）＝車＝午前又は午後：香港発→午後：各地着

ラウ
ンド3

ラウ
ンド2ラウ

ンド2

ラウ
ンド2 ミッションヒルズ&香港 5日

※設定コース（各コースには設計者の名前が付けられています。）

ミッションヒルズ・4コース（ホテルに隣接／N.ファルドコースのみシャトルバスで10分）

ミッションヒルズ・4コース（ホテルからクラブハウスまでシャトルバスで20分）

Ｄ.デュバルコース 

V.シンコース
18H 7,014Ｙ P72Ｊ.オザキコース18H 7,049Ｙ P72E.エルスコース
18H 7,031Ｙ P72N.ファルドコース18H 7,006Ｙ P72

18H 6,703Y P72A.ソレンスタムコース18H 7,117Y P72D.レッドベターコース
18H 7,356Y P72J.M.オラサバルコース18H 6,499Y P72

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

（成田・羽田・関西）出発日

158,000円 198,000円 208,000円

4/28、5/4・5 5/2・34/29～5/1

旅行代金

（成田発）出発日

158,000円 163,000円 178,000円旅行代金

（成田・羽田・関西）出発日

235,000円 248,000円 258,000円

4/27・28、5/5 5/2～44/29～5/1

旅行代金

▲
▲

▲
▲
▲▲
▲

▲
▲

エリシアンカントリークラブ 台湾（旧淡水）ゴルフクラブ ミッションヒルズＧＣ・オラサバルコース台 北済州島 グァムハワイ ハワイ

2012 海外ゴールデンウィーク お好きな日に2名様から出発可能な近場の海外ゴルフ、 ゴルフツアー一筋25年の経験と真心でご案内いたします。

世界中にゴルフの旅を…   SINCE1986

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

FAX 03-3535-2230

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 www.jetgolf.co.jp

（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

営業時間 月～金 9:30～18:00 土 15：00迄（日祭休）


