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ブリュッセル〜アントワープ〜アムステルダム 初夏のヨーロッパ花街道

ベルギー・オランダ 名門コースでのプレイ・7日間
０９年６月２１日
（日） 成田・関西発＜3ラウンド＞

ヨーロッパアルプスの名峰・湖・花々を眺めながら爽快な高原ゴルフをお楽しみ下さい。

スイスアルプスとゴルフの旅・９日間
０９年７月２２日
（水） 成田発＜３ラウンド＞

ドブロヴニク・ザグレブ
（グロアチア）
・リュブリアーナ
（スロヴェニア）
・バルカンの古都を旅する

バルカン三都＆ザルツブルク・ゴルフの旅・１１日間
０９年７月２８日
（火） 成田発＜４ラウンド＞

生に一度は訪れたい憧れの「モンサンミッシェル修道院」
とフランスゴルフの旅

フランス・モンサンミッシェル＆パリ・７日間
０９年８月２1日
（金） 成田・関西・中部発＜３ラウンド＞

コートダジュール
（紺碧海岸）
を見下ろす名門ホテル「ホテルネグレスコ」に滞在

コート・ダ・ジュールゴルフ・７日間

０９年１０月３０日
（金） 成田・関西発＜３ラウンド＞

世界遺産の宝庫・バルト海沿岸の美しい国々 エストニア～ラトビア～リトアニア

夏休み バルト３国ゴルフの旅・１０日間
０９年８月５
（水） 成田発＜４ラウンド＞

太平洋の荒波砕ける風光明媚なモントレー半島・アメリカゴルフの聖地を探訪

夏休み ペブルビーチ＆ハーフムーンベイ・７日間
０９年８月７日
（金） 成田・関西発＜４ラウンド＞

2010年サッカーワールドカップ開催に燃える南アフリカ共和国

P7
P8
P9

9/18（金）

夏休み ケープタウンゴルフツアー・７日間
０９年８月８
（土） 成田・関西発＜３ラウンド＞

カナディアンロッキーの大自然に魅せられて・
・
・。涼風そよぐ北国に短い夏をご堪能下さい。

夏休み バンフ・カナナスキス・ジャスパー・８日間
０９年８月１２日
（水） 成田発＜３ラウンド＞

聖地セントアンドリュースと２００９年全英オープン開催後のターンベリーをラウンド！

夏休み セントアンドリュース＆ターンベリー・８日間
０９年８月１６
（日） 成田発＜４ラウンド＞

9/19（土）

9/20（日）

9/21（祝）

9/22（祝）

9/23（祝）

9/24（木）

秋の５連休を有効に使って海外旅行へ出かけませんか？

P10
P11
P12

秋色に染まるロレンシャン高原とナイアガラの滝と世界遺産・ケベックシティーに滞在

紅葉のカナダ・ロレンシャン高原＆ケベックシティー・７日間
０９年９月１８日
（金） 成田発＜３ラウンド＞

伝統のホテル「ラ・キンタリゾート」に泊まって、日が暮れるまでゴルフをお楽しみ下さい。

パームスプリングス ＰＧＡウエスト＆ラ・キンタＧＣ・６日間
０９年９月１９日
（土） 成田発＜３日間フリーラウンド＞

ニュージーランドＮＯ．
１リゾート”
カウリクリフ”
と洋上に浮かぶデラックスなヒルトン･オークランドに泊まる

カウリクリフ＆ヒルトン・オークランド・７日間
０９年９月１９
（土） 成田発＜４ラウンド＞

中国５千年の歴史・
・
・。豪華客船・ビクトリア号で三国志の舞台を巡る旅

P13 豪華客船ビクトリア・アンナ号で行く三峡クルーズと西安・重慶・上海・ゴルフの旅９日間
０９年９月１９
（土） 成田・関西発＜３ラウンド＞

P14

世界遺産・アンコールワット遺跡群とアジアンＰＧＡツアー開催コースでラウンド

世界遺産アンコールワット＆ゴルフ・５日間
０９年９月２０日
（日） 成田・関西・中部発＜２ラウンド＞

アムステルダム
アントワープ
ブリュッセル

旅行出発日

エコノミークラス座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用旅行代金

2009年6月21日（日）

598,000円

898,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事

120,000円
エールフランス・ＫＬＭオランダ航空連合又ルフトハンザ･ドイツ航空
メリディアン又はラディソンＳＡＳ
（ブリュッセル）、ヒルトン･アントワープ
（アントワープ）、グランドホテル・クラスナポラスキー（アムステ
ルダム）
朝食5回・夕食１回

添乗員

成田発着で同行いたします。

ゴルフ

日程表記載の3回のプレイ費及び乗用カート代金を含みます。

募集人数
最少催行人数
空港税・燃油特別付加運賃

１６名様
８名様
日本国内空港施設使用料及び国外空港関係諸税(現行：１２，
８００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が出発日に適用となった場合は別途ご負担いただきます。（11,400円／ 4月1日現在）

スイス
チューリッヒ
ジュネーブ

インターラーケン

シャーモニー

フランス

イタリア

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

２００９年７月２２日（水）～ 30日（木）

598,000円

958,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

90,000円
スイス航空、ＫＬＭオランダ航空、ルフトハンザドイツ航空
ジュネーブ
（3泊）
：グランドホテル・ケンピンスキー又はホテルエプソン
ツェルマット
（1泊）
：アレックス
インターラーケン
（3泊）
：ロイヤルセントジョージ
朝食７回・昼食1回・夕食5回
８名様・添乗員は成田発着で同行いたします。
国内空港使用料(成田２，
０４０円）、海外空港諸税（４，
６００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（現行11, ０００円／ 4月1日現在）
日程表記載の３回のプレイ代金を含みます。（キャディフィ＋チップは別途直接お支払い下さい）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

2009年7月28日（火）

748,000円

1,098,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃

（別途お支払いいただきます。）

ゴルフ

１26,000円

ザルツブルグ
オーストリア
イタリア

旅行出発日

ハンガリー

スロヴェニア
リュブリアーナ
ザグレブ
ザグレブ
クロアチア

オーストリア航空・ルフトハンザドイツ航空
下記又は同等の５つ星クラスホテル（リュブリアーナを除き下記で確定済み）、マリオット（ウィーン）、ホテル・エクセルシオー
ル（ドブロヴニク）、ウェスティン（ザグレブ）、ホテル・レヴ（リュブリアーナ）、シェラトン・ザルツブルク（ザルツブルク）
朝食９回・昼食２回・夕食３回付き
６名様

成田発着で添乗員が同行します。

旅行代金に含まれておりません。下記は０９年4月１日現在の金額で、今後変更となることがあります。空港使用料：２，
０４０
円（成田）・２，
６５０円（関空） 国外空港諸税：８，
７００円 燃油特別付加運賃：１２，
４００円(ヨーロッパ内乗り継ぎ便も含む。）
日程表記載の４回のプレイ代・乗用カート代金を含みます。

ボスニア・
ヘルツッエゴビナ
アドリア海
リア海
ドブロヴニク

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用旅行代金

２００９年１０月３０日（金）～ 11月５日（木）

658,000円

1,080,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

200,000円
エールフランス航空
ホテルネグレスコ
朝食５回・夕食1回
８名様・添乗員は成田発着で同行いたします。
国内空港使用料（成田２，
０４０円、関西２，
６５０円、中部２，
５００円）、海外空港諸税（１０，
３００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（現行１４，
５００円／ 4月1日現在）
日程表記載の３回のプレイ代金を含みます。（キャディフィ＋チップは別途直接お支払い下さい）

旅行出発日（2009年）

エコノミークラス座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用旅行代金

８月５日（水）

７１８，
０００円

１，
０８８，
０００円

一人部屋利用追加代金
成田以外発着追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
国内空港施設使用料
燃油特別付加運賃
ゴルフ

ヘルシンキ

９８，
０００円
大阪：２０，
０００円

福岡：４０，
０００円

スカンジナビア航空・フィンランド航空・ルフトハンザ･ドイツ航空
下記の５つ星及び４つ星（パルヌ）
クラスホテルで確定しています。
ブティックホテル・サボイ
（タリン★５）、ストランド・スパ・ホテル
（バルヌ★４）、
ホテル・デ･ロメ
（リガ★５）
、ラディソンＳＡＳ・アストリヤ
（ヴィリニュス★５）
朝食８回・夕食３回付き
最少催行：６名様

パルヌ

ストック
ホルム

リガ
バルト海

日程表記載の４回のプレイ代・乗用カート代金を含みます。

ラトビア
リトアニア
ヴィリニュス

成田発着で添乗員が同行します。

旅行代金に含まれておりません。…国外空港税：７，
８００円
燃油特別付加運賃・航空保険料：16,000円（スカンジナビア航空の場合）
★上記は０９年4月１日現在の金額で旅行出発時点で変更されることがあります。

ロシア
タリン
エストニア

ポーランド

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

２００９年８月７日（金）～１３日（木）

768,000円

998,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃

ゴルフ

２１０，
０００円
全日空、ユナイテッド航空、日本航空
ペブルビーチ
（３泊）
：ロッジ・アット・ペブルビーチ
（シーニックビュー）
ハーフムーンベイ
（２泊）
：リッツカールトン・ハーフムーンベイ
（オーシャンビュー）
朝食５回・夕食1回
８名様・添乗員は成田発着で同行致します。
国内空港使用料(成田2,040円、関西2,650円）、海外空港諸税（6,400円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。
（現行
８，
０００円／ 4月1日現在）
日程表記載の4回のプレイ代金を含みます。

ペブルビーチゴルフリンクス
（１８Ｈ ６，
７９９Ｙ Ｐ７２）

スパイグラスヒルゴルフコース
（１８Ｈ ６，
８５５Ｙ Ｐ７２）

１９１９年ＪネイビルとＤグラントの共同設計。毎年ＡＴ＆Ｔプロアマが開かれ
いるが、来年６月、
１０年ぶりに全米オープンの会場となっています。
１９６８年にロバート・
トレント・ジョーンズＳｒ設計。
１番〜３番までは砂丘を突
き進むリンクスコース。
４番からは深い森を縫うように進むドラマチックな
コースです。

リンクス・アット・スパニッシュベイ

１９８４年にＲＴジョーンズＪ
ｒやＴ
・ワトソン、
Ｓテイタムの共同設計。絶景のモン
トレー半島沿岸に沿って造られてリンクスコース。

ハーフムーンベイゴルフリンクス

絶景の太平洋岸に沿って広がるシーサイドコース。
９７年の全米ベスト・
ニューコースにも選ばれ、いまやペブルビーチと人気を分けるコース。

（１８Ｈ ６，
８２０Ｙ Ｐ７２）

（オーシャン１８Ｈ／オールドコース１８Ｈ）

旅行出発日

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

2009年8月8日(土）

498,000円

898,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数
添乗員
空港税・燃油特別付加運賃

（別途お支払いいただきます。）

ゴルフ

６８,000円
マレーシア航空

南アフリカ

ザ・ウェスティン・グランド・ケープタウン・アラベラ・キー（５つ星）
で確定
朝食４回・昼食１回付き
6 名様
成田発着で同行いたします。
国内空港施設使用料（成田：２，
０４０円、関空：２，
６５０円）及び燃油特別付加運賃（０９年４月１日
現在26,000円）
は旅行代金に含まれておりません。
日程表記載の３回のプレイ費を含みます。キャディ代・チップ(合計で２５０ランド＝約２，
７００円・
１ラウンド）
はプレイ終了後、直接お渡しいただきます。

大西洋

ケープタウン

ヨハネスブルグ
喜望峰

インド洋

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

２００９年８月１２日（水）～１９日（水）

698,000円

1,098,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

155,000円
エア・カナダ
バンフ
（３泊）
：フェアモント・バンフスプリングスホテル
ジャスパー（2泊）
：フェアモント・ジャスパーパークロッジ
バンクーバー（1泊）
：ハイアットリージェンシー又はホテルバンクーバー
朝食７回・2昼食・1夕食
８名様・添乗員は成田発着で同行致します。
国内空港使用料(成田２，
０４０円）、海外空港諸税（６，
０００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（現行８，
０００円／ 4月1日現在）
日程表記載の３回のプレイ代金を含みます。（キャディフィ＋チップは別途直接お支払い下さい）

フェアモント・ジャスパー・パークロッジ
ジャスパー国立公園内の中心にある、360度雄大な山
並みに囲まれたロッジタイプのリゾートホテル。

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

ワールドトラベラープラス
（上級エコノミー）座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

898,000円

998,000円

1,298,000円

８月１６日(日）～８月２3日(日）
・8日間
一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル

１95,000円
ブリティッシュ・エアウェイズ
オールドコースホテル
（セント・アンドリュース・確定・ノン・コースビュー・ルーム）
ウェスティンターンベリーホテル
（ターンベリー・確定・クラシックルーム）

食事
最少催行人数・添乗員

朝食6回・昼食2回・夕食1回付き
８名様・添乗員は成田発着で同行いたします。
日本国内空港使用料・国外空港諸税・燃油特別付加運賃は旅行代金に含まれておりません。
★２００９年４月１日現在 英国空港税：２３，
０００円 航空保険料＋燃油特別付加運賃：１３，
６００円
国外空港税・航空保険料・燃油特別付加運賃は変更されることがあります。

空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ
特約条項

（オールドコース・エクスペリエンス
パッケージ代金のお支払い）
★詳細資料をお読みください。

日程表記載の4回のプレイ代金は旅行代金に含まれております。
各コースともキャディ同伴プレイ
（ただしセント・アンドリュース・デュークコースは乗用カートでのプレイも可）
になりますが、キャディ代金
（チップ込み１ラウンド５０ポンド＝約８，
０００円）
はプレイ終了後に直接キャディにお支払いいただきます。
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公式プログラム「オールドコースエクスペリエンス」のプログラ
ム代金を旅行代金に含めております。ツアーの催行が確定した時点で当現地プログラム代金（お一人様３５０，
０００円）
をクレジットカードな
どでお支払い頂きます。上記旅行代金よりプログラム代金を差し引いた残金は、出発日の３０日前迄にお支払い頂きます。尚、お支払い
いただきましたプログラム代金はお客様の都合で旅行参加を取り消された場合でも返金されません。詳しくは別途用意した「詳細資料」で
ご案内しています。

セント・アンドリュース・オールドコース
（６７２１ヤード・パー７２）

設計者不詳。
６００年前からあると言われ、後にオールド・
トム・モーリス、
アリスター・マッケンンジーなどにより現在の姿に。
１番ティーグラウンドの後ろ
に建つロイヤル＆アンシエントゴルフクラブでルールやクラブ組織など近代ゴルフの概念が生まれたことから ゴルフの聖地 とされています。

セント・アンドリュース・ニューコース
（６６２５ヤード・パー７1）

１８９５年、
オールド・
トム・モーリスの設計でオープンした ニューコース 。オールドコースに隣接しておりオールドととてもよく似たコンセプト、
デザイン
のコース。ローカルプレイヤーの間ではオールドより評価が高いほどの名コース。

ターンベリー・アイルサコース
（6609 ヤード・パー７0）

77年の全英オープンでは、J.ニクラウスとT.ワトソンの「真昼の決闘」
と揶揄され今も語り継がれる暫く開催されていなかった全英オープンがいよい
よ15年ぶりに開催されます。

ターンベリー・キンタイルコース
（6858 ヤード・パー７２）

旧アランコースの一部を改修し、
アイルサコースに劣らぬ難コースになりました。特に海に突き出たインコース11・12番は遠くアラン島を望む景色
が素晴らしいです。

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用旅行代金

２００９年９月１８日（金）～２４日（木）

598,000円

1,150,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

65,000円
エア・カナダ
ロレンシャン高原（３泊）
：マリオットレジデンスイン
ケベック
（２泊）
：ヒルトンケベック
朝食５回・昼食1回・夕食2回
８名様・添乗員は成田発着で同行致します。
国内空港使用料(成田２，
０４０円）、海外空港諸税（６，
０００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（現行８，
０００円／ 4月1日現在）
日程表記載の3回のプレイ代金を含みます。

ルートマップ
カナダ
ロレンシャン高原
成田から

ケベック
トロント
アメリカ

モントリオール

成田へ

ナイアガラフォールズ

宿泊都市
観光・訪問都市

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用旅行代金

２００９年９月１９日（土）～２４日（木）

298,000円

598,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

70,000円
シンガポール航空
ラ・キンタリゾート＆スパ
朝食４回・夕食1回
８名様・添乗員は成田発着で同行いたします。
国内空港使用料(成田２，
０４０円）、海外空港諸税（６，
０００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（10,000円／ 4月1日現在）
日程表記載の３日間フリーラウンドプレイ代金を含みます。

ラ・キンタ・マウンテンコース
（１８Ｈ ６，
７５６Ｙ Ｐ７２）
ＰＧＡウエスト・ＴＰＣスタジアムコース
（１８Ｈ ６，
８５５Ｙ Ｐ７２）

鬼才ピート・ダイ設計の１８ホール。
ＰＧＡチャンピオンシップやシニアスキンズなど数々のプロトーナメントをホスト。
ホテルからシャトル１０分、
パームスプリングスを代表するゴルフコース。
うねるフェアウェイ、枕木を使った深いバンカー、浮島グリーンなどピートダイ
のエッセンスが詰まったコースです。

ＰＧＡウエスト・ニクラストーナメントコース
スタジアムコースに隣接。ジャック・ニクラスがトーナメントを意識して設計したコース。
ＰＧＡグランドスラム、
ＰＧＡチャンピオンシップなど過去に開催
（１８Ｈ ７，
２０４Ｙ Ｐ７２）
したコースです。
＊９／２１よりメンテナンスクローズ
ＰＧＡウエスト・ノーマンコース
（１８Ｈ ７，
１５６Ｙ Ｐ７２）

白砂のフェアウェイバンカーと戦略性を高めるクリークがグレッグ・ノーマンの真骨頂。
ＰＧＡウエスト３コースの中でもっとも難しいコースといわれて
いる。

旅行期日（2009年）

エコノミークラス座席利用
旅行代金

パシフィックエコノミークラス
（上級エコノミー）座席利用旅行代金

ビジネスクラス座席利用
旅行代金

６９８，
０００円

７９８，
０００円

９９８，
０００円

９月１９日（土）～９月２５日（金）
・７日間
一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
日本国内空港使用料
国外空港諸税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

カウリクリフリゾート

１８０，
０００円

オークランド

ニュージーランド航空・オークランド直行便
ロッジ・アット・カウリクリフ
（スイートタイプルーム）、ヒルトン・オークランド

ニュージーランド

朝食５回・夕食２回付き
最少催行人数：８名様

添乗員：成田発着で同行いたします。

成田空港施設使用料（２，
０４０円）、航空保険料・パッセンジャーセキュリティチャージ（合計１，
６００円）、燃油特
別付加運賃（０９年４月１日現在８，
０００円・変更されることがあります。）は旅行代金に含まれておりません。
オークランド空港使用料（現行：２５ニュージーランドドル＝約１，
５００円）は帰国日に直接お支払いいただきます。
日程表記載の４回のプレイ代・乗用カート代金を含みます。

南島

北島

旅行期日（2009年）
９月１９日（土）～９月２７日（日）

一人部屋利用追加代金
クルーズ船室グレードアップ追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
クルーズ船（確定）
食事
最少催行人数
現地係員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ

エコノミークラス座席利用旅行代金
398,000円

ビジネスクラス座席利用旅行代金
488,000円

１４０，
０００円（クルーズ船も含む）
ジュニアー・スイートルーム利用（2人部屋を2人で利用のお一人様）
：８０，
０００円
デラックス・スイートルーム利用（2人部屋を2人で利用のお一人様）
：１３０，
０００円
中国東方航空
以下又は同等の５つ星クラスホテル…シェラトン西安
（西安）
、JWマリオット
（重慶）
、
ヒルトン上海（上海）
ビクトリア・アンナ号のスタンダードキャビン
（バスタブ・バルコニー付き）
朝食８回・昼食４回・夕食７回付き
８名様
成田発着で全行程同行いたします。
成田空港使用料（２，
０４０円）
・国外空港諸税（含む航空保険料で合計２，
６００円）は旅行代金に含まれ
ておりません。
★燃油特別付加運賃は旅行代金に含まれております。
日程表記載の３回のプレイ費・乗用カート代金・キャディ代金を含みます。

三峡

西安

宜昌
重慶 宣昌

上海
長江
香港

旅行期日（2009年）

成田発着

中部発着

関西発着

２００９年９月２０日（日）～２４日（木）

258,000円

278,000円

268,000円

一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
空港税・燃油特別付加運賃
ゴルフ
その他

40,000円
アシアナ航空又は大韓航空
アンコールパレスリゾート
（ガーデンビュー）
朝食３回・昼食１回・夕食１回
８名様・添乗員は成田発着で同行いたします。
国内空港使用料(成田２，
０４０円）、海外空港諸税（６，
０００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（2,000円／ 4月1日現在）
日程表記載の２回のプレイ代金を含みます。キャディチップ
（＄５）
は直接支払い。
■シェムリアップ到着時にカンボジア入国査証を取得します。（写真１葉／ＵＳ２０ドルが必要です）
■シェムリアップ空港使用料（ＵＳ２５ドル）
が出国時に必要となります。

フォキトラー・カントリークラブ
（１８Ｈ ７，
１９１Ｙ Ｐ７２）

シェムリアップ市内から車で３０分。
Ｖゴルフデザイン社の設計で２００６年オープンしました。フロント９はフェアウェイも広く雄大、
バック９は大小の池
が絡み難易度の高いレイアウトとなっています。また０７年にはアジアンＰＧＡツアー・ジョニーウォーカークラシックも開催しました。

アンコールゴルフクラブ
（１８Ｈ ７，
２３９Ｙ Ｐ７２）

ホテルから車で１０分。近年ゴルフ場設計で高い手腕が評価されはじめたニック・ファルドのデザインで２００７年オープンしました。 カンボジア独特
の椰子林に囲まれたトロピカルムード溢れるコースで今後アジアンＰＧＡツアーの開催が予定されています。

旅行出発日（2009年）
2009年8月21日（金）～ 27日（木）
一人部屋利用追加代金
利用予定航空会社
利用予定ホテル
食事
最少催行人数・添乗員
国内空港施設使用料
燃油特別付加運賃
ゴルフ

エコノミークラス座席利用旅行代金
６９８，
０００円

ビジネスクラス座席利用旅行代金
９９８，
０００円

95,000円
エールフランス航空
パリ
（３泊）
：ウェスティンパリ、スクリブ、ハイアットリージェンシー・パリのいずれか利用
モンサンミッシェル
（２泊）
：ルレ・サンミッシェル、グランドホテル又はオセアニア
（サンマロ）
朝食５回・昼食2回・夕食2回
８名様・添乗員は成田発着で同行致します。
国内空港使用料、海外空港諸税（７，
９００円）
は旅行代金に含まれておりません。
燃油特別付加運賃が旅行出発日に適用となった場合は別途申し受けます。（現行１４，
５００円／ 4月1日現在）
日程表記載の３回のプレイ代金を含みます。（キャディフィ＋チップは別途直接お支払い下さい）

ご出発

旅のしおり

旅行手配開始

︵確定日程表︶のお届け

お申し込み

旅行代金見積書

︵旅行条件説明書面︶
のお届け

約一週間

