
実施期間 2013年5月～2013年11月  出発地：東京・大阪・名古屋

世界中の夢のコースへ、ゴルフの旅一筋27年の経験に真心を込めてご案内致します。

旅行企画・実施 （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 IAGTO株式会社ジェットアンドスポーツ

Photo by T.SHIMAZU Nov.2012ラスベガス バリハイゴルフクラブ

きらびやかなホテル街ストリップから10～30分と至近距離の最新コースをセレクション、ラスベガスはリゾートゴルフのメッカだ。

2013 
春から秋へ

◆アメリカ     ・・・  p1・2

　○ペブルビーチスペシャル２０１3

　　＊ぺブル＆サンフランシスコ ６日間２ラウンド

　　＊ロッジ・アット・ペブルステイ ６日間３ラウンド

　○パームスプリングス　

　　　ＰＧＡウエスト＆ラ・キンタ ６日間フリーラウンド

　○リゾートゴルフ ラスベガス ６日間2ラウンド

◆グアム・サイパン・ハワイ      ・・・  p3・4

　○グアムセレクション 4日間 2ラウンド

　○サイパン海超えシリーズ 4日間 3ラウンド

　○レオパレスリゾート ４日間 2ラウンド

　○マウイ島 ワイレアリゾート 6日間 2ラウンド

　○オアフ島 タートルベイ＆ワイキキ 6日間 2ラウンド

　○ラナイ島 フォーシーズンズ・マネレベイ 6日間 2ラウンド

　○ハワイ島 マウナラニ・サウス＆ノース 6日間 2ラウンド

http://www.jetgolf.co.jp

◆カナダ     ・・・  p7

　○バンフスプリングス＆カナナスキス ６日間２ラウンド

　○ウィスラーリゾートゴルフ ６日間３ラウンド

◆シンガポール・インドネシア
　・台北・タイ・ベトナム           ・・・  p5・6

　○ビンタン島＆シンガポールステイ ５日間３ラウンド

　○マリーナベイサンズに泊まる シンガポールゴルフ ５日間２ラウンド

　○台北ゴルフセレクション ４日間２ラウンド

　○タイ チェンマイゴルフ ５日間２ラウンド

　○タイ プーケットゴルフ ５日間２ラウンド

　○ベトナム ハノイゴルフ 5日間２ラウンド

全コースご希望の出発日に、2名様から出発可能です。



ペブルビーチゴルフリンクス 18H  6,799Y P72   J.ネ－ビル／D.グラント設計 1919年開場 スパイグラスヒルGC 18H 6,855Y P72   R.T.ジョーンズSr .（ジュニアの父）設計 PGAウエスト・TPCスタジアムコース   18H 7,266Y P72  P.ダイ設計 ’86年開場

ラウ
ンド2

◆利用予定ホテル：
　ペブル〈2泊〉ジ・イン・アット・スパニッシュベイ （ガーデンビュー）
　サンフランシスコ〈2泊〉ニッコーサンフランシスコ（スタンダードルーム）

●成田・関西～サンフランシスコ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●2.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

含まれる
も      の

ペブル＆サンフランシスコ 6日間

◆利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。

◆1人部屋利用追加代金：110,000円  

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、米国空港税（6,400円）、燃油
　サーチャージ（52,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ペブルビーチとスパニッシュベイで2ラウンド。帰路サン
フランシスコに泊まってリーズナブルにペブルを満喫！

ラウ
ンド3

ラウ
ンド2

◆利用予定ホテル：ペブル〈4泊〉ロッジ・アット・ペブルビーチ（ガーデンビュー）

ロッジ・アット・ペブル ステイ 6日間

◆1人部屋利用追加代金：175,000円  

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

含まれる
も      の

●成田・関西～サンフランシスコ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●3.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

◆利用航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、全日空のうちいずれか。

※空港施設使用料（成田2,540円／関西2,650円）、米国空港税（6,400円）、燃油
　サーチャージ（52,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

☆18番ホールのグリーンをお部屋から望む、オーシャンビュールームへのアップグレード
    4泊で1ルームあたり140,000円追加

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

ニッコーサンフランシスコ 【泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田・関西空港発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ空港着
＝専用車＝ペブルへ

午後：成田・関西空港着

朝：ホテル発＝専用車＝午前：サンフランシスコ発→〈日付変更線通過〉→

ホテル・・隣接・・★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）・・隣接・・ 

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

ホテル  ●フリータイム（オプションで観光等）

ホテル＝専用車＝★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝専用車＝
ホテル・・隣接・・★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）・・

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田・関西空港発→〈日付変更線通過〉→午前：サンフランシスコ空港着
＝専用車＝ペブルへ

午後：成田・関西空港着

朝：ホテル発＝専用車＝午前：サンフランシスコ発→〈日付変更線通過〉→

ロッジ・アット・ペブルビーチ【泊】

ホテル＝シャトル＝★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）＝

ホテル＝シャトル＝★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0R）＝

ロッジ・アット・ペブルビーチに贅沢に4連泊して、憧れの
ペブルビーチ3コースをゆったりとお楽しみ下さい！

ペブルビーチスペシャルペブルビーチスペシャル
2名様から
出発可能

498,000円 538,000円 558,000円 598,000円 440,000円

出発日

旅行代金

6/1～6/30 7/1～7/19
9/1～10/31

7/20～8/31☆ランドオンリー5/6～5/31

358,000円 398,000円 428,000円 478,000円 300,000円

出発日

旅行代金

6/1～6/30 7/1～7/19
9/1～10/31

7/20～8/31☆ランドオンリー5/6～5/31

20132013

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。 ◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

アメリカゴルフの聖地アメリカゴルフの聖地

ジ・イン・アット・スパニッシュベイ

ザ・ロッジ・アット・ペブルビーチ

ペブルビーチリゾートにある、ジ・イン・アット・スパニッシュベイは、美しい外観と極め細やかなサービス
で知られるワールドクラスのホテルです。17マイルドライブ沿いの大平洋を望む素晴らしい景色が自慢
で超一流のゴルフ場に囲まれた緑いっぱいのリゾートで美しい自然をご堪能いただけます。

山本克之山本克之

モントレー在住20年の 
VISIT USA 日本人スタッフ

PGAウェスト

TPCスタジアムコース

J.ニクラストーナメントコース

G.ノーマンリゾートコース

PGAウェスト

ラ・キンタGC・マウンテンコース

ラ・キンタGC・デューンズコース

ラ・キンタGC・マウンテンコース

ラ・キンタリゾートホテル

H ラ・キンタGC・デューンズコース

TPCスタジアムコース

J.ニクラストーナメントコース

G.ノーマンリゾートコース
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フィッシャーマンズワーフ

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

PGAウェストノーマンリゾート

ラ・キンタリゾート＆ホテル

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

●成田～ロサンゼルス間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●3日間フリーラウンド
●下記に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間の送迎料金

含まれる
も      の

フリーラウンド

設定コース

パームスプリングスを代表するリゾートホテル“ラキンタ”に泊まって
隣接の5コースを日が暮れるまでラウンド！

パームスプリングス PGAウエスト＆ラ・キンタ 6日間 ラスベガス 6日間

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田空港発→〈日付変更線通過〉→午前：ロサンゼルス空港着
＝専用車・2時間＝パームスプリングスへ

午後：成田空港着

朝：ホテル発＝車＝午前：ロサンゼルス空港発→〈日付変更線通過〉→

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ホテル ＝シャトル＝ ★下記設定コースにてフリーラウンド ＝

ラ・キンタリゾート＆スパ【泊】
1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

【機内泊】

午後：成田空港発→〈日付変更線通過〉→〈米国内乗継〉→夜：ラスベガス着
＝車＝ホテルへ

カスカータゴルフクラブ   18H 7,261Y P72  リース・ジョーンズ設計  ’99年開場

午後：成田空港着

ホテル＝車＝午前：ラスベガス発→〈米国内乗継〉→〈日付変更線通過〉→

ホテル ＝車＝ ★下記設定コースより1.0R ＝

ホテル ＝車＝ ★下記設定コースより1.0R ＝

ホテル 　●終日フリータイム
      オプショナルゴルフ：☆ロイヤルリンクスGC 又は ☆ウルフクリーク

ベラージオ・ラスベガス【泊】

フォーラムショップ
ホテルから徒歩圏内

◆利用航空会社：シンガポール航空

◆1人部屋利用追加代金：60,000円

◆利用ホテル：ラ・キンタリゾート＆スパ
◆利用航空会社：シンガポール航空 ◆利用ホテル：ベラージオ・ラスベガス

PGAウエスト・TPCスタジアムコース　18H 7,266Y P72  ’86年開場　P.ダイ
PGAウエスト・J.ニクラスリゾート　 18H 7,204Y P72  ’87年開場　J.ニクラス
PGAウエスト・G.ノーマンリゾート　18H 7,156Y P72  ’99年開場　G.ノーマン
ラ・キンタGC・マウンテンコース　  18H 6,756Y P72  ’80年開場　P.ダイ
ラ・キンタGC・デューンズコース　  18H 6,747Y P72  ’81年開場　P.ダイ バリハイゴルフクラブ        18H 7,002Y P71  2000年開場 L.シュミット＆B.カーリー設計

カスカータゴルフクラブ             18H 7,261Y P72  '99年開場  リース・ジョーンズ設計
ロイヤルリンクスゴルフクラブ    18H 7,029Y P72  '99年開場  ペリー・ダイ設計 
ウルフクリークゴルフクラブ       18H 7,018Y P72  '99年開場  D.ライダー設計

バリハイゴルフクラブ

ベラージオ・ラスベガス

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※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
　（28,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆1人部屋利用追加代金：80,000円  
◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

※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
　（28,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ラ・キンタGC・デューンズコース

※PGAウエスト・TPCスタジアムコースをご希望の場合は上記料金に5,000円別途加算となります。

※

ショッピングやショー観劇に便利なデラックスホテル“ベラージオ・ラスベガス”
に泊まって、ハイローラー御用達“カスカータ”GC他3コースよりセレクション。

リゾートゴルフ
▲
▲
▲
▲

※ゴルフプレー日が金～日・現地祝日の場合、1ラウンドあたり5,000円追加となります。

※中部・関西発をご希望の場合はお問い合わせ下さい。※中部・関西発をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

含まれる
も      の

●成田～ラスベガス間往復航空運賃（エコノミークラス）
●4泊宿泊料（2名様1室利用）  ●2.0Rプレー代金
●下記行程に明示された空港 ～ホテル～ゴルフ場間送迎料金

178,000円 198,000円 218,000円 238,000円 130,000円

出発日

旅行代金

5/6～6/30
9/15～9/19
9/22～9/30

7/1～7/19
8/15～8/26

7/20～8/14
9/13・14・20・21☆ランドオンリー8/27～9/12

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。
◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

298,000円 328,000円 338,000円 368,000円 250,000円

出発日

旅行代金

9/22～9/30
11/1～11/30

6/1～6/30

9/15～9/19
9／13・14
・20・21

☆ランドオンリー
5/6～5/31
10/1～10/30

ホテルから5～30分の至近距離の最新コースをセレクション、快適なリゾートゴルフです。

ゴ
ル
フ
場

設    

定

USA  PEBBLE BEACH 「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 パームスプリングス・ラスベガス

1 2

サンフランシスコ空港から陸路で２時間半、太平洋の荒海砕ける風光明
媚なモントレー半島は、アメリカゴルフの聖地です。毎年AT&Tプロアマ
が開催されている スパイグラス、ポピーヒルズなど憧れのペブル4コー
スのほか、美しい18ホールが全9コースも・・・。
　全コース2名様から出発可能で、モントレー在住20年ベテラン現地日
本人スタッフが24時間対応で皆様の旅のサポートをさせて頂きます。

USA



タートルベイリゾート36H

マカハヴァレーCC18H

シェラトンマカハリゾートCC18H

カポレイGC18H

ノースショア

ラナイ空港

ジ・エクスペリエンスアットコエレ18H

ロッジアットコエレコ・オリナGC18H

ハワイプリンスGC27H

カヒリGC18Hザ・キング カメハメハGC18H

ワイレアGC

マケナGC36HS
ブルーコース18H
ゴールドコース18H

エメラルドコース18H

カフルイ空港

ヴィレッジコース18H
　　プランテーションコース18H

ホノルル国際空港

ハレアカラ
国立公園

マネレベイホテル

ワイケレGC18H

コオラウGC18H

ハプナGC18H

ワイコロアGC54HS

フアラライGC18H

ケ・アホレ空港

マウナケア
ビーチ

◎キャプテンクック記念碑
▲キラウエア山

マウナケアビーチGC18H

マウナラニリゾート36HS

エヴァCC18H

プリンスビルリゾート

カウアイラグーンGC

プリンスコース18H

キエレコース27H

リフェ空港

マカイコース27H

ポイプ・ベイ・リゾートゴルフコース18H チャレンジアットマネレベイ18H ラナイ島

マウイ島オアフ島 ハワイ島

カウアイ島 カパルアGCベイコース18H

ワイレアゴルフクラブ・エメラルドコース ハワイ島マウイ島 オアフ島 タートルベイリゾート・アーノルドパーマーコース

16thホール 284Y PAR4 14thホール 166Y PAR 3

キングフィッシャーゴルフリンクス 18H 6,651Y P72グアム サイパン コーラルオーシャンポイントカントリークラブ 18H 7,105Y P72マンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72

ラウラウベイゴルフリゾート イースト・ウエスト 36HSサイパン

マウナラニGC・サウスコース No.15 BT196Y Par3

LPGAツアー・SBSオープン開催コース

群青眩しいマウイの海が秀逸、夕陽が格別に美しいダイナミックな
“ブルー・ゴールド・エメラルド ”54ホールを一挙に御堪能下さい。

マウイ島  ワイレアリゾート 6日

ラナイ島 フォーシーズンズ・マネレベイ 6日 ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

手付かずの自然と静寂の島 ラナイ島の “フォーシーズンズ・マネレベイ”に
泊まって、隣接する海のマネレ と 高原コエレ の2ラウンドをお楽しみ下さい。

ホノルルから北へ70分、ノースショアの海に囲まれたタートルベイ
リゾートに滞在してLPGAツアー開催コースをラウンド。

オアフ島 ラウ
ンド2ラウ

ンド2 タートルベイ＆ワイキキ 6日

壮大なスケールが魅力のハワイ島では、白波が格別に美しいメモリアルホール
が続く、マウナラニ・ノースコースと元祖・海超えサウスコースに挑戦！

◆利用ホテル：［ハワイ島3泊］フェアモントオーキッド（オーシャンビュー）
　　　　　    ［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）

マウラナニ・サウス＆ノース 6日ハワイ島

▲
▲ マウナラニリゾート・サウスコース    18H 6,938Y P72 '81年開場 R.ネルソン設計

マウナラニリゾート・ノースコース    18H 6,913Y P72 '81年開場 R.ネルソン設計
利　用
コース

含まれ
るもの

●各地～ハワイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

◆1人部屋利用代金：75,000円 
◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

※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（33,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

夜：各地発→［日付変更線通過］→ハワイ島着＝専用車・約20分＝フェアモントオーキッド【泊】

ホテル…隣接…★マウナラニ・サウスコース（1.0R）…【同上泊】

ホテル…隣接…★マウナラニ・ノースコース（1.0R）…【同上泊】

ホテル＝送迎車＝昼頃：ハワイ島→午後：ホノルル着＝送迎車＝ ワイキキビーチマリオット【泊】

1日目

2日目

ホテル発＝送迎車＝午前：ホノルル発→［日付変更線通過］→

午後：各地着

3日目

4日目

6日目

5日目

278,000円

208,000円

228,000円

238,000円

228,000円

248,000円

258,000円

308,000円

228,000円

258,000円

268,000円

308,000円

348,000円 358,000円 358,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

5/5～6/30

8/23～9/11

7/1～7/18、9/21～9/30

7/20～8/8、9/12～9/20

8/9～8/22

5/5～6/30

8/23～9/11

7/1～7/18、9/21～9/30

7/20～8/8、9/12～9/20

8/9～8/22

5/5～6/30

8/23～9/11

7/1～7/18、9/21～9/30

7/20～8/8、9/12～9/20

8/9～8/22

5/5～6/30

8/23～9/11

7/1～7/18、9/21～9/30

7/20～8/8、9/12～9/20

8/9～8/22

248,000円

168,000円

188,000円

208,000円

188,000円

198,000円

218,000円

258,000円

188,000円

208,000円

228,000円

258,000円

298,000円 308,000円 308,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

268,000円

198,000円

218,000円

228,000円

218,000円

238,000円

248,000円

298,000円

218,000円

248,000円

258,000円

298,000円

338,000円 348,000円 348,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

288,000円

218,000円

238,000円

248,000円

238,000円

258,000円

268,000円

318,000円

238,000円

268,000円

278,000円

318,000円

358,000円 368,000円 368,000円

出  発  日 関 西 発 中 部 発成 田 発

【ワイレアGC】A.J.シュナイダー＆R.T.ジョーンズJr.設計

◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空
◆利用ホテル：［マウイ島3泊］ワイレアビーチ・マリオット（オーシャンビュー）　
　　　　　    ［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）

●各地～マウイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用/バス付） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

利　用

コース

含まれ
るもの

※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（33,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆1人部屋利用代金：80,000円

※日本発及びホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ

▲
▲
▲ ブルーコース      18H 6,758Y '91年開場

ゴールドコース    18H 7,078Y '91年開場
エメラルドコース  18H 6,825Y '94年開場

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員
◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空

◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空

◆利用航空会社：デルタ航空・ユナイテッド航空

※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（33,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆1人部屋利用代金：78,000円

※日本発及びホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ

※日本発及びホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ

※日本発及びホノルル発が金・土曜の場合：5,000円アップ

◆最少催行人員：2名様  ◆食事：なし  ◆現地係員

◆利用ホテル：［ラナイ島3泊］フォーシーズンズ・マネレベイ（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（オーシャンビュー）

◆1人部屋利用代金：108,000円 ◆最少催行人員：2名様　◆現地係員　◆食事：なし

利　用
コース

▲
▲ ザ・チャレンジ・アット・マネレベイ    18H 7,039Y P72 '93年開場 J.ニクラス設計 
ジ・エクスペリエンス・アット・コエレ 18H 7,014Y P72 '93年開場 G.ノーマン設計 

●各地～ラナイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用バス付） ●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

含まれ
るもの

※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（33,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

●各地～ホノルル間往復航空運賃（エコノミークラス）　●2.0Rプレイ代金
●4泊宿泊料（2～3名様１室利用）　●空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

含まれ
るもの

◆利用ホテル：タートルベイリゾート（オーシャンビュー／2泊）　
　　　　　    ワイキキビーチ・マリオット（オーシャンビュー／2泊）

夜：各地発→［日付変更線通過］→ホノルル着＝送迎車・約70分＝タートルベイリゾート【泊】

ホテル…隣接…★タートルベイ・パーマーコース（1.0R）…

ホテル…隣接…★タートルベイ・ファジオコース（1.0R）…

1日目

2日目

ホテル発＝送迎車＝午前：ホノルル発→［日付変更線通過］→

午後：各地着

3日目

4日目

6日目

5日目

ホテル　●フリータイム（オプショナルゴルフ：コオリナGC）

＝専用車＝ワイキキビーチ・マリオット【泊】

【同上泊】

【同上泊】

▲
▲ タートルベイリゾート・アーノルドパーマーコース 18H 7,218Y P72 '92年開場 

タートルベイリゾート・ジョージファジオコース     18H 6,822Y P72 '72年開場
利　用
コース

4

究極のゴルフリゾート ハワイ,今おすすめの4プランです。

3

成田・関西・中部からわずか3時間、スリル満点の海超え“マンギラオGC”や
'06年リニューアルされた“タロフォフォGC”など4コースよりセレクション。

グアムセレクション 4日

午前：各地空港発→午後：グアム着＝送迎バス＝レオパレスリゾート【泊】

ホテル…隣接…★レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…【同上泊】

ホテル…隣接…★レオパレスリゾートCC（1.0R）…隣接…【同上泊】

1日目

2日目

午前：フリータイム ホテル発＝送迎バス＝午後：グアム発→夜：各地空港着

3日目

4日目

利　用

コース

▲
▲

▲
▲ マンギラオゴルフクラブ                   18H   6,904Y   P72  '92年開場

レオパレスリゾートカントリークラブ    36H 13,219Y P144  '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
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

含まれ
るもの

●各地～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）  
●3泊宿泊料（2～3名様１室利用/バス付）  ●2日間2.0Rプレイ代金 
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

レオパレスリゾートステイ 4日

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員  ◆食事：なし 

▲

レオパレスリゾートカントリークラブ 36H 13,219Y P144 （J.ニクラス ＆ A.パーマー設計）

含まれ
るもの

●各地～グアム往復航空運賃（エコノミークラス利用）　
●3泊宿泊料（2名様1室利用/バス付） ●2日間2.0Rプレイ代金 ●食事：なし
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

コースとホテルが隣接したリゾートステイ派はレオパレスがお勧め。
ニクラスとパーマーが描いたドラマティックな36ホールを是非！ 

ラウ
ンド2

ラウ
ンド2

利　用

コース ▲
▲
▲ ラウラウベイGR・イーストコース   18H 6,330Y P72' 95年開場（海超6番Par3）

キングフィッシャーゴルフリンクス  18H 6,651Y P72 '96年開場（海超16番Par4）
コーラルオーシャンポイントCC 18H 7,105Y P72 '88年開場（海超8&14番Par3）

ラウラウベイイースト6番、キングフィッシャー16番、コーラルオーシャン14番
スリル満点の海超え３本勝負です。

午前：成田発→午後：サイパン空港着＝送迎バス＝スタンダードホテル【泊】

ホテル＝シャトルバス＝★ラウラウベイイーストコース（1.0R）＝シャトルバス＝【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝★キングフィッシャーGL（1.0R）＝シャトルバス＝【同上泊】

ホテル＝シャトルバス＝★コーラルオーシャンポイントCC（1.0R）＝シャトルバス＝

1日目

2日目

午後：サイパン発→夜：成田着

3日目

4日目

サイパン 海超えシリーズ 4日

含まれ
るもの

●成田～サイパン往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●3泊宿泊料（2～3名様1室利用/バス付） ●3日間3.0Rプレイ代金  
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間送迎料

ハファダイビーチホテル（タガタワー）

ハファダイビーチホテル（クリスタルタワー） 24,000円18,000円

24,000円

利用予定ホテル（オーシャンビュー）

追加代金

1人部屋利用代金

A・B期間

A・B期間

18,000円 24,000円ホテル・ベルベデーレ（スーペリアツイン）

利用予定ホテル 1人部屋利用追加

A・B期間 C・D・E期間

C・D・E期間

C・D・E期間

ラウ
ンド3

利用コース

※各地空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、グアム空港税（1,800円）
    、燃油サーチャージ（16,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※成田空港施設使用料（2,540円）、サイパン空港税（1,200円）、燃油サーチャージ
   （16,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※各地空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、グアム空港税（1,800円）
   、燃油サーチャージ（16,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆最少催行人員：2名様  ◆現地係員 ◆食事：なし ◆最少催行人員：2名様  ◆現地係員 ◆食事：なし ※2プレイご希望の方はお問い合わせ下さい。

大好評！

42,000円36,000円

近場ならグアム・サイパン,眩しい海の思い出をいっぱい創ってください。

往路18:55発利用の場合、上記代金より5,000円減額となります。★成田発・夜便プラン！  

往路18:55発利用の場合、上記代金より6,000円減額となります。★成田発・夜便プラン！  

40,000円ホテルニッコーグアム（オーシャンフロント） 28,000円A・B期間 C・D・E期間

利用予定ホテル 1人部屋利用代金

168,000円

138,000円118,000円

138,000円 143,000円 148,000円

158,000円 163,000円 168,000円

178,000円 183,000円 188,000円

123,000円 128,000円

日～火曜発 水・木曜発 金・土曜発 特別日発出発日

デルタ航空、ユナイテッド航空 往路：午前発／復路：夜着成田・関西・中部発着

（10/11～13）

（9/13～15・20～22）

258,000円238,000円 243,000円 248,000円
（8/9～11）

5/6～7/11
10/1～10/31

8/16～8/28

8/29～9/30

7/12～8/8

8/9～8/15

A

B

C

E

D

168,000円

158,000円138,000円

143,000円 148,000円 153,000円

163,000円 168,000円 173,000円

178,000円 183,000円 188,000円

143,000円 148,000円

日～火曜発 水・木曜発 金・土曜発 特別日発出発日

デルタ航空 往路：午前発／復路：夜着成田・関西・中部発着

（10/11～13）

（9/13～15・20～22）

248,000円228,000円 233,000円 238,000円
（8/9～11）

5/6～7/11
10/11～10/31

8/16～8/28

8/29～9/30

7/12～8/8

8/9～8/15

A

B

C

E

D

148,000円

128,000円108,000円

118,000円 123,000円 128,000円

138,000円 143,000円 148,000円

148,000円 153,000円 158,000円

113,000円 118,000円

日～火曜発 水・木曜発 金・土曜発 特別日発出発日

デルタ航空、ユナイテッド航空 往路：午前発／復路：夜着成田・関西・中部発着

（10/11～13）

（9/13～15・20～22）

228,000円198,000円 203,000円 208,000円
（8/9～11）

5/6～7/11
10/1～10/31

8/16～8/28

8/29～9/30

7/12～8/8

8/9～8/15

A

B

C

E

D



ホリデーイン・チェンマイホリデーイン・チェンマイ ヒルトンアルカディアチェンマイ・アルパインGC

ハノイゴルフクラブ タンダオゴルフクラブ大渓ゴルフクラブ 永漢ゴルフクラブ

プーケット・ミッションヒルズCC

マリーナベイサンズ

台　湾 タ　イ タ　イ タ　イビンタン島 シンガポール

リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ 27H 10,200Y P108 セントーサゴルフクラブ 36H 14,128Y P144  1972年開場 ブルーキャニオンカントリークラブ  加藤嘉一設計  1991年開場 プーケットカントリークラブ  27H 10,058Y P109   '89年開場チェンマイハイランドGC 18H 7,222Y P72   2005年開場台湾ゴルフクラブ（旧淡水GC）  18H 6,933Y P72  1919年開場  

65

カジノが併設された話題のホテル“マリーナベイ・サンズ”に泊まって、昼は
ゴルフ、夜はお洒落な町シンガポールの夜景を眺めながらお食事など・・・。

含まれる
も      の

ビンタン島＆シンガポールステイ 5日

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に
泊って、J.ニクラスやG.プレーヤーの海の美しい3コースをラウンド！ 

※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／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ラウ
ンド3 ラウ

ンド2 シンガポールゴルフ 5日

◆利用ホテル：マリーナベイサンズ（3泊）

●各地～シンガポール間往復
    航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料
   （2～3名様1室利用） 
●2.0Rプレイ代
   （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～ゴルフ場間の送迎料

◆１人部屋利用追加代金：85,000円 ◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。 

午前：各地空港発→夕刻：シンガポール空港着＝専用車・30分＝
　　　　　　　　　            　　　　　　                       マリーナベイサンズ【泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車＝★下記設定ゴルフ場より（1.0R）＝車＝

ホテル（朝食）＝車＝★下記設定ゴルフ場より（1.0R）＝車＝

ホテル（朝食）  ●フリータイム〈チェックアウト12時まで〉
                          ☆オプショナルゴルフなどお楽しみ下さい
ホテル発＝車＝深夜：シンガポール空港発→

4日目

3日目

5日目 午前：各地空港着

設定ゴルフ場

マリーナベイ ゴルフクラブ

セントーサGC

セントーサGC

オーキッド カントリークラブ

18H   7,059Y   P72

18H   7,059Y   P72

18H   7,059Y   P72

ー

ー

15,000円

20,000円

15,000円

8,000円

15,000円

25,000円

26,000円

タンジョンコース

セラポンコース

27H 10,230Y P108 

ラッフルズ カントリークラブ 27H   9,858Y P108

ゴルフ場割増�
コースデータ

◆現地係員 ◆食事：3朝食

◆最少催行人員：2名 
◆利用航空会社 ： 
                 シンガポール航空

インドネシア・シンガポール・台湾 タイ・ベトナム

’90年開場
’05年開場

ラウ
ンド2タイ チェンマイゴルフ 5日

18H 7，174Y P72
18H 7，222Y P72

タイ北部・古都チェンマイのチャレンジングな3コースでラウンド。
タイ式マッサージやナイトマーケット等、アフターゴルフも充実です。

ホテル（朝食）＝車＝★チェンマイ・ハイランドGC（1.0R）＝車＝     【同上泊】

ホテル（朝食） ●フリータイム オプション：☆チェンマイ・グリーンバレーCC　
ホテルチェックアウト17時まで延長
夜：チェンマイ発→深夜：バンコク乗換え→

ホテル（朝食） ●出発までフリータイム ホテルチェックアウト18時まで延長
深夜：ハノイ発→

午前：各地空港発→バンコク乗換え→夜：チェンマイ空港着＝車・約20分＝
                                                                ホリデーイン・チェンマイ【泊】

1日目

2日目

3日目

ホテル（朝食）＝車＝★チェンマイ・アルパインGC（1.0R）＝車＝    【同上泊】

5日目朝：各地空港着

4日目
【機中泊】

【機中泊】

チェンマイ・アルパインGC
チェンマイ・ハイランドGC

含 ま れ る も の

                                                 シンガポールの南東約45キロに位置するビンタン島は
1997年シンガポールとインドネシア両国政府による共同プロジェクトで約35億シンガポールドル
の巨費を投じて開発された。4つの豪華リゾートと一流プレーヤー設計によるゴルフコースが
3ケ所（81ホール）が完成、シンガポール・韓国・日本からのゴルファーで賑わっている。
シンガポールより1日6～8往復の高速フェリーで約45分。
◆日本との時差：－2時間 ◆シンガポールとの時差：－1時間 ◆シンガポールドル ＄1≒80円

ビンタン島（インドネシア領） ー

ホテル（朝食）＝車＝★ブルーキャニオン・キャニオンコース（1.0R）＝車＝
                                                                                          【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝★プーケットCC（1.0R）＝車＝                     【同上泊】

ホテル（朝食）●出発までフリータイム  オプション：☆ミッションヒルズCC
夕刻：プーケット空港発 →（バンコク乗換）→                              【機中泊】

午後：各地空港発→午後：プーケット空港発着＝専用車＝
                                                                    ヒルトンアルカディア【泊】1日目

2日目

3日目

5日目朝：羽田各地空港着

4日目

ブルーキャニオンカントリークラブ  加藤嘉一設計 ’91年開場
キャニオンコース 18H 7，179Y P72／レイクコース 18H 6，867Y P72
プーケットカントリークラブ  27H 10,058Y P109   '89年開場 

▲
   ▲

設      定

ゴルフ場

マリーナベイ・
サンズ に泊まる

◆最少催行人員：2名 ◆現地係員 ◆食事：4朝食

※成田空港施設使用料（2,540円）、シンガポール空港税（1,800円）、 燃油サーチャージ
   （26,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※現地にてインドネシアビザ（US10ドル）がビンタン島入国時に必要になります。

※関西・中部発着ご希望の場合は上記代金に10,000円別途加算となります。

●成田～シンガポール間往復航空運賃（エコノミークラス） 
●シンガポール～ビンタン島往復フェリー代  
●4泊4朝食付宿泊料（2～3名様1室） 
●3.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●下記行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。 

◆利用予定ホテル ： ビンタンラグーンリゾート（3泊／海側指定）
                               ロイヤルプラザ・オン・スコッツ（1泊／プレミアムルーム）

◆1人部屋利用追加代金：48,000円 

午前：成田空港発→夕刻：シンガポール空港着＝専用車＝フェリー：約50分～
夜：ビンタン島着＝シャトルバス・20分＝

ホテル（朝食）…隣接…★ビンタンラグーン・シービューコース（1.0R）…隣接…

朝：ホテル発＝シンガポール空港発→成田空港着

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車・10分＝★リアビンタンG＆CC（1.0R）＝車・10分＝

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：ホテル発＝シャトルバス＝午後：ビンタン島～フェリー～夕刻：シンガポール着
＝専用車＝ホテルへ

3日目

4日目

5日目

ロイヤルプラザ・オン・スコッツ【泊】

ビンタンラグーンリゾート【泊】

【同上泊】

【同上泊】

◆利用航空会社 ： 日本航空、全日空、シンガポール航空

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

含まれる
も      の

248,000円198,000円 228,000円 268,000円

出発日

成田・関西・中部発

7/13～8/5
9/1～9/30

5/6～7/9 8/16～8/30 8/6～8/15
7/13～8/5
9/1～9/30

5/6～7/9 8/16～8/30 8/6～8/15

188,000円

198,000円

138,000円 158,000円 208,000円 90,000円

100,000円148,000円 168,000円 218,000円

出発日成田発

日～火曜日発

水～土曜日発

【機中泊】

【同上泊】

【同上泊】

平日プレー 土・日・祝日プレー

※空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、タイ空港税（2,200円）燃油
    サーチャージ（18,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

含まれる

も      の

含まれる

も      の

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

◆利用予定航空会社 ： タイ航空、日本航空、全日空のいずれか
◆利用ホテル：（3泊） ： ホリデーイン・チェンマイ

●各地～チェンマイ間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2名様1室利用） 
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィ、カートフィ、キャディフィ） 
●下記行程に明示された空港～ホテル間の送迎料

◆１人部屋利用追加代金：24,000円
◆現地係員 ◆最少催行人員：2名様 ◆食事：3朝食

※ゴルフプレー日が土・日曜・タイ祝日の場合は3,000円の追加代金となります。

※ゴルフプレー日が土・日曜・ベトナム祝日の場合4,000円/1.0Rの追加代金となります。

※日本発及び現地発が土・日曜の場合は3,000円の追加代金となります。

7/11～8/5
8/17～8/31

成田・関西・中部発 118,000円 143,000円 168,000円138,000円

8/6～165/6～7/10 9/1～10/31出発日

特別日発
168,000円158,000円

（9/12～15・19～22）（7/12～15）

7/11～8/5
8/17～8/31

成田・関西・中部発

成田・関西・中部発

138,000円 168,000円 198,000円163,000円

8/6～165/6～7/10 9/1～10/31出発日

特別日発
188,000円183,000円

（9/12～15・19～22）（7/12～15）

ベトナム ハノイゴルフ 5日

●各地～ハノイ間往復航空運賃（エコノミークラス） 
●3泊3朝食付宿泊料（2～3名様1室利用）
●2.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー）
●行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

ラウ
ンド2

午前：各地発→午後：ハノイ着＝車＝ホテルへ　   シェラトンハノイ【泊】

ホテル（朝食）＝車・50分＝★ハノイGC（1.0R）＝                  【同上泊】

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車・90分＝★タンダオGC（1.0R）＝               【同上泊】3日目

4日目

朝：各地着5日目

◆現地係員 ◆最少催行人員：2名様 ◆食事：3朝食
◆利用航空会社：ベトナム航空 ◆利用予定ホテル：シェラトンハノイ

 

※各地空港施設使用料（成田2,540円/中部2,500円/関西2,650円）、ベトナム空港税（2,000円）、
　燃油サーチャージ（12,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

158,000円 198,000円 208,000円 110,000円188,000円

出発日

ハノイゴルフクラブ
タンダオゴルフクラブ

18H  7,179Y P72   ’91年開場
18H  6,933Y P72   ’91年開場

▲
▲

9/16～9/19
9/23～10/31

7/12～8/6
8/17～9/12

8/7～8/16
9/13～15・20～22

5/6～7/11 ☆ランドオンリー

利  用
コース

利  用

コース

▲
▲

成田・関西・中部より直行便で４時間半、ベトナムの政治・文化の中心ハノイでゴルフ。本場のフォーや生春巻きなどベトナムグルメもお楽しみです。

日～水曜日発

木～土曜日発

含まれる

も      の

台北 ゴルフセレクション 4日

●各地～台北間往復航空運賃（エコノミークラス） 
●3泊宿泊料（2～3名様1室利用）
●2.0Rプレイ代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）
●行程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

ラウ
ンド2

午前：各地発→台北着＝車＝ホテルへ　             グロリアプリンス【泊】

ホテル（朝食）＝車＝下記設定ゴルフ場より1.0R＝                【同上泊】

ホテル（朝食）＝車＝午前又は午後：台北発 → 午後：各地着

1日目

2日目

ホテル（朝食）＝車＝下記設定ゴルフ場より1.0R＝                【同上泊】3日目

4日目
◆1人部屋利用追加代金：28,000円 ◆現地係員 ◆最少催行人員：2名様 ◆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：グロリアプリンス

※各地空港施設使用料（成田2,540円／羽田2,100円／関西2,650円）、台北空港税（1,800円）、
　燃油サーチャージ（12,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

☆ランドオンリー（航空券手配なし）：特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

128,000円 158,000円 178,000円 98,000円

108,000円

138,000円

138,000円 168,000円 188,000円148,000円

出発日

ミラマーゴルフクラブ
大渓ゴルフクラブ
永漢ゴルフクラブ
長庚ゴルフクラブ
台湾（旧淡水）ゴルフクラブ

36H 13,612Y P144  J.ニクラス設計
27H 10,133Y P108  R.T.ジョーンズJr.設計
18H   7,484Y P72    加藤俊輔設計
27H 10,612Y P144 1983年開場
18H   6,933Y P72   1919年開場

▲
▲
▲
▲
▲

ゴ 

ル 

フ 

場

利        

用

7/12～8/8
8/15～315/6～7/11 9/1～30 8/9～14 ☆ランドオンリー

空路３時間、緑の芝生を敷き詰めたジャック・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コースよりセレクション。

☆
ランドオンリー

鳴き砂で有名なカロンビーチ沿いのデラックスホテル“ヒルトンアルカディア”に泊まって、
数々の名勝負を生んだブルーキャニオンGCとプーケットCC（1989年開場）をプレー。

※空港施設使用料（成田2,540円/関西2,650円/中部2,500円）、タイ空港税（2,200円）燃油
    サーチャージ（18,000円／2013年4月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

ラウ
ンド2

◆利用予定航空会社 ： タイ航空、日本航空、全日空
◆現地係員 ◆最少催行人員：2名 ◆食事：3朝食

タイ プーケットゴルフ 5日

◆利用ホテル：（3泊） ： ヒルトンアルカディア
●各地～プーケット間往復航空運賃（エコノミークラス）
●3泊3朝食付宿泊料（2名様1室利用） 
●2.0Ｒプレー代（グリーンフィ、キャディフィ） 
●下記行程に明示された空港～ホテル間の送迎料

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせ下さい。

◆１人部屋利用追加代金：32,000円

※ゴルフプレー日が土・日曜・タイ祝日の場合は3,000円の追加代金となります。
※日本発及び現地発が土・日曜の場合は3,000円の追加代金となります。

◆1人部屋利用追加代金：30,000円 



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

世界中にゴルフの旅を…   SINCE1986

バンフスプリングスゴルフコース ２７Ｈ １０，３９７Ｙ Ｐ１０８ 1928年開場 スタンレー・トンプソン設計

コース内にはたくさんのエルクが・・・。

ニクラスノースゴルフコース 18Ｈ 6，908Ｙ Ｐ71   1995年開場   J.ニクラス設計

※成田空港施設使用料(2,540円)、カナダ空港税（5,900円)、燃油サーチャージ
  （47,000円／2013年４月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

※成田空港施設使用料(2,540円)、カナダ空港税（5,900円)、燃油サーチャージ
  （47,000円／2013年４月現在）が上記旅行代金の他に必要となります。

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：3朝食

含まれる

も      の

●成田～バンクーバー～カルガリー間往復航空運賃
●4泊宿泊料（2名様1室利用） ●2.0Rのプレイ代（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～ゴルフ場間の送迎料金

6/1～6/30 7/1～7/11 7/12～9/129/13～9/30出発日

旅行代金 318,000円 378,000円358,000円 478,000円

6/1～6/30 7/1～7/11 7/12～9/129/13～9/30出発日

旅行代金 298,000円 358,000円328,000円 458,000円

◆利用予定ホテル：リムロックホテル（スーペリアルーム）
◆利用予定航空会社：エア・カナダ、日本航空のいすれか ◆利用予定航空会社：エア・カナダ、日本航空のいすれか

◆ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせ下さい。 ◆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：70,000円 
◆復路便が金・土曜日発をご利用の場合：7,000円追加代金がかかります。◆復路便が金・土曜日発をご利用の場合：7,000円追加代金がかかります。

午後：成田空港着

1日目

2日目

3日目

4日目

朝：ホテル発＝午前：カルガリー空港発→午後：バンクーバー乗換え→
→＜日付変更線通過＞→【機中泊】 

6日目

5日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

夕刻：成田空港発→＜日付変更線通過＞→バンクーバー乗換え→
午後：カルガリー空港着＝送迎車＝

ホテル（朝食）＝車・10分＝★バンフスプリングスゴルフコース（１．０Ｒ）

ホテル（朝食）＝車・60分＝★カナナスキス・Mt.キッドコース（１．０Ｒ）

ホテル（朝食）   ●カナディアンロッキー観光

リムロックホテル【泊】

ラウ
ンド3ウィスラーリゾートゴルフ6日間

◆最少催行人員：2名様 ◆現地係員 ◆食事：3朝食

含まれる

も      の

●成田～～バンクーバー間往復航空運賃（エコノミークラス利用）
●4泊宿泊料（2名様1室利用） ●3.0Rのプレイ代（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～ゴルフ場間の送迎料金

◆利用予定ホテル：〈ウィスラー4泊〉デルタ・ウィスラーリゾート

◆1人部屋利用追加代金：40,000円 

利  用
コース

ニクラスノースゴルフコース 18Ｈ 6，908Ｙ Ｐ71  J.ニクラス設計▼

シャトーウィスラーゴルフコース  18Ｈ 6，635Ｙ  R.T.ジョーンズJｒ．設計▼

ウィスラーゴルフクラブ 18Ｈ 6，397Ｙ A.パーマー設計▼

バンクーバー空港から2時間30分、高原リゾートに泊まって、 J.ニクラスや 
A.パーマー、R.T.ジョーンズ Jr. 設計コースをお楽しみ下さい。

バンフの街とコースを一望するリムロックリゾートに泊まって、二人の巨匠が
描いた神秘的なコースをラウンド。北国の短い夏を堪能して下さい。

ラウ
ンド2バンフスプリングス＆カナナスキス 6日間

利  用
コース カナナスキスカントリーゴルフコース 1983年開場 ロバート・トレント・ジョーンズＳｒ．設計

        Ｍｔ．キッドコース 18Ｈ 7,072Ｙ Ｐ72  ＆  Ｍｔ．ロレッタコース 18Ｈ 7,102Ｙ Ｐ72 　
▼
▼ バンフスプリングスゴルフコース ２７Ｈ １０，３９７Ｙ Ｐ１０８ 1928年開場 Ｓ.トンプソン設計

午後：成田空港着

1日目

2日目

3日目

4日目

朝：ホテル発＝車＝午後：バンクーバー空港発→＜日付変更線通過＞→

6日目

5日目

【同上泊】

【同上泊】

【同上泊】

夕刻：成田空港発→＜日付変更線通過＞→午前：バンクーバー空港着
＝送迎車・約2時間＝ウィスラーリゾートへ

ホテル（朝食）＝送迎車＝★シャトーウィスラーGC（１．０Ｒ）＝

ホテル（朝食）＝送迎車＝★ニクラスノースGC（１．０Ｒ）＝

ホテル（朝食）＝送迎車＝★ウィスラーGC（１．０Ｒ）＝

 デルタ・ウィスラーリゾート【泊】

【機中泊】

ブリティッシュ・コロンビア州 アルバータ州

ジャスパー
レイクルイーズ

バンフ

カルガリー

シアトル
ビクトリア

ウィスラー
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

ロ
ッ
キ
ー
山
脈

バンフ＆ウィスラーバンフ＆ウィスラー20132013

カナディアンロッキーの大自然に魅せられて・・・カナダカナディアンロッキーの大自然に魅せられて・・・カナダ

リムロックホテル

カナナスキスカントリーゴルフコース Mt Kidd 18H／Mt Lorette 18H 1983年開場 シャトーウィスラーGC ウィスラーGC

デルタ・ウィスラーリゾート ウィスラーの街並ウィスラーの街並


