
ラナイゴルフマネレ 12番ホール（202Y）パー3

ゴルフの旅一筋32年の経験に真心こめてご案内、ご希望の出発日に2名様からの出発が可能です。

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ー協会会員

全コース
共 通

★パンフレット掲載コースは全て２名様からの個人旅行で添乗員は同行致しませんが、現地係員がお世話します。
★本パンフレットは全てエコノミークラス利用の旅行代金となっております。ビジネスクラスご希望の場合は、　
出発日・予約時期・航空会社・残席数によって大きく異なりますのでお早目に申し付けください。
★航空運賃を除いた旅行代金も表示しています。★全コース延泊アレンジ可能です。

実施期間：2018年12月～2019年5月　出発地：東京・大阪・名古屋
ジェットゴルフ海外 2018冬から

2019春へ

全コース2名様からの個人旅行です。

● ペブルビーチスペシャル2019冬から春へ
　 ＊ペブル＆サンフランシスコ6日間
　 ＊ロッジ・アット・ペブルステイ6日間
● パームスプリングス6日間
● オーストラリア ゴールドコースト6日間

アメリカ・オーストラリアP1, 2

● グアムセレクション4日間
● レオパレスリゾートステイ4日間
● マウイ島ワイレアGC６日間 
● ラナイ島フォーシーズンズ・マネレGC６日間
● カウアイ島ホクアラ＆ポイプベイ６日間
● オアフ島タートルベイGC６日間

グアム・サイパン・ハワイP3, 4

● ビンタン島＆シンガポールステイ6日間
● ベトナム ダナンゴルフ5日間
● 台北ゴルフセレクション４日間
● タイ チェンマイゴルフ５日間
● タイ パタヤゴルフ５日間
● マレーシア ボルネオゴルフ４／５日間

アジアP5, 6

● ハワイ島ゴルフツアー5日間
　 A フェアモントオーキッド
　 B ヒルトンワイコロアビレッジ
　 C フォーシーズンズ・フアラライ

ハワイ島JAL直行便キャンペーンP7
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❶

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

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

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせください。　◆最少催行人員：2名様　◆食事：なし　
◆現地係員　◆利用航空会社：ユナイテッド航空、全日空のいずれか
◆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（フォレストビュー）
　サンフランシスコ〈2泊〉ニッコー又はウエスティンサンフランシスコ

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

 

 
サンフランシスコ空港から陸路で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。開場100周年を記念して全米オープン開催が待ち遠しい憧れのペ
ブルビーチや毎年AT＆Ｔプロアマが開催されているスパイグラスヒル、リンクススタイルのスパ
ニッシュベイなど、憧れのペブル4コースのほか、Ｄｒ．アリスター・マッケンジーの傑作サイプレ
スポイントやモントレーペニュンシュラなど全9コースも・・・。

アメリカゴルフの聖地 ペブルビーチスペシャル 2名様から
出発可能

※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、米国空港税（7,600円）、燃油サーチャージ
（28,000円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が上記旅行代
金の他に必要です。※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料
金です。※現地発：金・土の場合、上記旅行代金に10,000円追加となります。

出発日 12/1～20 1/4～2/28 3/1～31 4/1～25 ※航空運賃を除く
成田・関西 598,000円 638,000円 698,000円 758,000円 498,000円

1日目 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・2時間＝ペブルビーチへ ジ・イン・アット・スパニッシュベイ【泊】

2日目 ホテル…隣接…★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）…隣接… 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス＝★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝専用車＝ホテルへ
 サンフランシスコ 【泊】

4日目 ホテル　●フリータイム（オプションで観光等）  【同上泊】
5日目 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〉➡  【機中泊】
6日目 午後：成田・関西空港着

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、美しい外観ときわめ細やかなサー
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。

ロッジ・アット・ペブルステイ6日間

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！

ペブル＆サンフランシスコ6日間
出発日 12/1～20 1/4～2/28 3/1～31 4/1～25 ※航空運賃を除く
成田・関西 798,000円 838,000円 898,000円 958,000円 698,000円
※空港施設使用料（成田2,610円／関西3,040円）、米国空港税（7,600円）、燃油サーチャージ
（28,000円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が上記旅行代
金の他に必要です。※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料
金です。※現地発：金・土の場合、上記旅行代金に10,000円追加となります。

◆ビジネスクラス利用はお問い合わせください。　◆最少催行人員：2名様　◆食事：なし　
◆現地係員　◆利用航空会社：ユナイテッド航空、全日空のいずれか
◆利用予定ホテル：ペブル〈4泊〉ロッジ・アット・ペブルビーチ（フェアウェイルーム）

1日目 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・2時間＝ペブルビーチへ ロッジ・アット・ペブルビーチ【泊】

2日目 ホテル＝シャトル＝★リンクス・アット・スパニッシュベイ（1.0R）＝ 【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトル＝★スパイグラスヒルゴルフコース（1.0R）＝ 【同上泊】
4日目 ホテル…隣接…★ペブルビーチゴルフリンクス（1.0R）＝ 【同上泊】

5日目 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〉➡
 【機中泊】

6日目 午後：成田・関西空港着
★ 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180,000円追加

●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（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～ゴルフ場間送迎料金

旅行代金に
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（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～ゴルフ場間送迎料金

旅行代金に
含まれるもの

2019
冬から春へ
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延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

イン・アット・スパニッシュベイ サンフランシスコ
70,000円 30,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

ロッジ・アット・ペブルビーチ
85,000円



❷

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

ラ・キンタリゾート
40,000円（ゴルフ代は含まれてません）

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様) 10,000円

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 グレイズゴルフクラブ　18H 7,264M P72 グレッグ・ノーマン設計

パームスプリングスのPGAウエスト＆ラ・キンタを日が暮れるまでラウンド！ 年間晴天日数300日、オーストラリアのゴールドコーストで楽園ゴルフを!

ラ・キンタGC・デューンズコース

［利用航空会社］シンガポール航空、ユナイテッド航空、日本航空
［利用ホテル］ パームスプリングス：ラ・キンタリゾート＆スパ
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］カンタス航空
［利用ホテル］ゴールドコースト（4泊）：マントラオンビュー、ウォーターマーク、クラウンプラザホテル
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

※成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,600円）、燃油サーチャージ（28,000円／18年
11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が別途必要となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

※成田空港施設使用料（2,610円）、豪州空港税（10,000円）、国際観光旅客税（1,000円／19年
1/7以降）が別途必要となります。
※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

1日目 成田発（18：00～19：00）➡＜日付変更線通過＞
➡ロサンゼルス着（10：00～12：00）＝車・約2時間＝ ラ・キンタリゾート【泊】

2日目 ホテル＝シャトル＝★下記設定コース（フリーラウンド）＝ 【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトル＝★下記設定コース（フリーラウンド）＝ 【同上泊】
4日目 ホテル＝シャトル＝★下記設定コース（フリーラウンド）＝ 【同上泊】
5日目 ホテル＝車＝ロサンゼルス発（09：00～13：00）➡＜日付変更線通過＞➡ 【機中泊】
6日目 成田着（15：00頃）

1日目 成田発（21：00頃）➡ 【機中泊】

2日目 ブリスベン着（07：00頃）＝車・６０分＝ ＊チェックイン16時　ゴールドコースト【泊】

3日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

5日目 ホテル●フリータイム（オプショナルゴルフなど） 【同上泊】

6日目 ホテル＝車＝ブリスベン発（10：00頃）➡成田着（18：00頃）

パームスプリングス6日間 3日間フリーラウンド オーストラリア ゴールドコースト6日間

ロイヤルパインズリゾート

ウォーターマークホテル ホープアイランドGCラ・キンタリゾート＆スパ ラ・キンタGC・マウンテンコース

●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（グリーンフィー、カートフィー）　
●食事：なし　●下記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

●成田～ブリスベン間往復航空運賃（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（グリーンフィー、カートフィー）
●食事：なし　●下記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

USA・オーストラリア

ラウ
ンド2

設定コース コースデータ 追加代金
ＰＧＡウエスト・スタジアムコース １８Ｈ　６，７５３Ｙ　Ｐ７２ 5500円
ＰＧＡウエスト・ニクラスコース １８Ｈ　６，５４６Ｙ　Ｐ７２ －
ＰＧＡウエスト・Ｇ.ノーマンコース １８Ｈ　６，６７１Ｙ　Ｐ７２ －
ラ・キンタGCマウンテンコース １８Ｈ　６，３２０Ｙ　Ｐ７２ －
ラ・キンタGCデューンズコース １８Ｈ　６，７１２Ｙ　Ｐ７２ －

設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
レイクランズゴルフクラブ 18Ｈ　6,489Ｍ　Ｐ72 30分

ホープアイランドゴルフクラブ 18Ｈ　6,457Ｍ　Ｐ71 40分

グレイズゴルフクラブ 18Ｈ　7,264Ｍ　Ｐ72 30分

エメラルドレイクスゴルフクラブ 18Ｈ　5,807Ｍ　Ｐ72 20分

出発日 12/1～20 1/4～2/28 3/1～4/25 ※航空運賃を除く

成田発 398,000円 458,000円 498,000円 298,000円

出発日 12/1～20 1/4～2/28 3/1～31 ※航空運賃を除く

成田発 238,000円 258,000円 298,000円 168,000円



❸

近場ならグアム、眩しい海の想い出をいっぱい創ってください。

レオパレスリゾートCC 36H  Jニクラス＆A.パーマ設計

＜エグゼクティブフロア・メダリオンルーム特典＞
専用ラウンジ（営業時間07:00～21:00）をご利用頂けます。
●コンチネンタル朝食07:00～10:00　●イブニングカクテル17:00～19:00

オンワード・マンギラオGC 18H 6,904Y P72 グアムグアム

ニッコーグアム（スーペリア） ウエスティン（デラックス）

成田・関西・中部から
直行便で3時間半、
常夏ゴルフリゾート・グアム

メダリオンルーム（41㎡）

オンワード・タロフォフォGC 18H 6,702Y P72グアム

●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名様1室
利用）　●2.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●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名様1室利用）　●2.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　
●食事なし（②は専用ラウンジでコンチネンタル朝食付）
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

グアム セレクション4日間 レオパレスリゾートステイ4日間

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2 ラウ
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空路3時間、海越えオンワード・マンギラオGC他4コースからセレクション コース隣接のリゾートステイ派にレオパレス36ホールがおすすめです。

旅行代金
（成田・関西・中部発） 12/1～17 1/6～31 2/1～28 3/1～31

①スーペリアホテル 158,000円 178,000円 198,000円 208,000円
②デラックスホテル 178,000円 198,000円 218,000円 228,000円

旅行代金
（成田・関西・中部発） 12/1～17 1/6～31 2/1～28 3/1～31

①プレミアルーム 148,000円 168,000円 178,000円 188,000円
②メダリオンルーム 178,000円 198,000円 208,000円 218,000円

※空港施設使用料（成田2,610円、関西3,040円、中部2,570円）、グアム空港税（3,310円）、
燃油サーチャージ（8,000円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が
別途必要です。※日本発：木・金曜日出発の場合、上記代金に6，０００円加算となります。※1/11・
12,2/8・9,3/21・22・28・29出発は35,000円追加。

※空港施設使用料（成田2,610円、関西3,040円、中部2,570円）、グアム空港税（3,310円）、
燃油サーチャージ（8,000円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が
別途必要です。※日本発：木・金曜日出発の場合、上記代金に6，０００円加算となります。※1/11・
12,2/8・9,3/21・22・28・29出発は35,000円追加。

［利用航空会社］ユナイテッド航空、日本航空のいずれか
［利用ホテル］ ①スーペリアホテル：ニッコーグアム、シェラトンラグーナ、グアムリーフホテル
 ②デラックスホテル：ハイアットリージェンシー、ウエスティン、アウトリガーグアム
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

［利用航空会社］ユナイテッド航空、日本航空のいずれか
［利用ホテル］ レオパレスホテル
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

1日目 各地発（10：15～11：00）➡グアム着（15：00～16：00）＝車・30分＝ グアム【泊】

2日目 ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトルバス＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル　チェックアウト１２時　オプショナルゴルフ等お楽しみください。
＝車＝グアム発（15：00～17：00）➡各地着（18：30～19：30）

1日目 各地発（10：15～11：00）➡グアム着（15：00～16：00）＝車＝ レオパレスホテル【泊】

2日目 ホテル…隣接…★レオパレスリゾートＣＣ（1.0Ｒ）… 【同上泊】

3日目 ホテル…隣接…★レオパレスリゾートＣＣ（1.0Ｒ）… 【同上泊】

4日目 ＝車＝グアム発（15：00～17：00）➡各地着（18：30～19：30）設定コース コースデータ ホテルからの所要時間
オンワード・マンギラオＧＣ １８Ｈ　６，９０４Ｙ　Ｐ７２ 約30分
オンワード・タロフォフォＧＣ １８Ｈ　６，７０２Ｙ　Ｐ７２ 約40分
レオパレスリゾートＣＣ ３６Ｈ　１３，２１９Ｙ　Ｐ１４４ 約30分
スターツグアムリゾート ２７Ｈ　１０，４７３Ｙ　Ｐ１０８ 約25分

設定コース コースデータ 設計者

レオパレスリゾートＣＣ ３６Ｈ　１３，２１９Ｙ　Ｐ１４４ Ｊ.ニクラス／Ａ.パーマー

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①スーペリア ②デラックス

18,000円 23,000円
延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①プレミアルーム ②メダリオンルーム

19,000円 24,000円

スターツGC

マンギラオＧＣ

CCP

タロフォフォＧＣ

レオパレスリゾートＣＣ

空港

タモン港
ニッコーグアム

ウエスティンハイアットリージェンシー

シェラトン

H
H

H
H

グアム
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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。

●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名様１室
利用）　●2.0Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●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名様１室
利用）　●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●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名様１室
利用）　●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

マネレベイゴルフコース 18Ｈ 7,039Ｙ Ｐ72ラナイ島 ワイレアGC・エメラルドコース 18H 6,407Y P72マウイ島 オーシャンコース・アット・ホクアラ 18H 7,156Y P72カウアイ島

マウイ島ワイレアリゾート6日間ラナイ島フォーシーズンズ・マネレ6日間

オアフ島タートルベイ＆ワイキキ6日間

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2ラウ

ンド2

ラウ
ンド2

エメラルドグリーンの海が印象的なワイレアGCをお楽しみください。群青の海に囲まれた神秘の島“ラナイ”で海の想い出をたっぷり創ってください。

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36ホールを！

旅行代金 12/1~20 1/5-31 2/1-3/13 3/14-31

成田・関西発 348,000円 368,000円 388,000円 408,000円
羽田・中部発 358,000円 378,000円 398,000円 428,000円

旅行代金 12/1~20 1/5~31 2/1~3/13 3/14~31

成田・関西発 598,000円 638,000円 658,000円 698,000円
羽田・中部発 608,000円 648,000円 668,000円 708,000円

旅行代金 12/1~20 1/5-31 2/1-3/13 3/14-31

成田・関西発 298,000円 328,000円 348,000円 368,000円
羽田・中部発 308,000円 338,000円 358,000円 378,000円

※空港施設使用料、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ（17,000円／18年11月現在）
が上記旅行代金の他に必要です。※ホノルル発：金・土曜日の場合、上記旅行代金に6,000円
追加となります。※特定日追加代金：ホノルル発3/21～23の場合、上記旅行代金に30,000円
追加となります。※空港～ホテル間専用車ご利用の場合、お一人様50,000円の追加代金がか
かります。

※空港施設使用料、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ（17,000円／18年11月現在）が上
記旅行代金の他に必要です。※ホノルル発：金・土曜日の場合、上記旅行代金に6,000円追加とな
ります。※特定日追加代金：ホノルル発3/21～23の場合、上記旅行代金に15,000円追加となりま
す。※空港～ホテル間専用車ご利用の場合、お一人様50,000円の追加代金がかかります。

※空港施設使用料、米国空港税（7,400円）、燃油サーチャージ（17,000円／18年11月現在）
が上記旅行代金の他に必要です。※ホノルル発：金・土曜日の場合、上記旅行代金に6,000円
追加となります。※特定日追加代金：ホノノル発3/21～23の場合、上記旅行代金に15,000円
追加となります。※空港～ホテル間専用車ご利用の場合、お一人様20,000円の追加代金がか
かります。

［利用航空会社］デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空、ハワイアン航空のいずれか
［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）：ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー）
◆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、ユナイテッド航空、日本航空、全日空、ハワイアン航空のいずれか
［利用ホテル］ ラナイ島（4泊）：フォーシーズンズリゾート・ラナイ　
◆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、ユナイテッド航空、日本航空、全日空、ハワイアン航空のいずれか
［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）
 ハイアットリージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー／２泊）
◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

設定コース コースデータ
ワイレアゴルフクラブ・ゴールドコース 18Ｈ　6,653Ｙ　Ｐ72　1994年開場

ワイレアゴルフクラブ・エメラルドコース 18Ｈ　6,407Ｙ　Ｐ72　1994年開場

利用コース コースデータ
ラナイゴルフマネレ 18Ｈ　6,660Ｙ　Ｐ72　1975年開場

設定コース コースデータ
タートルベイリゾート・Ｇ.ファジオコース 18Ｈ　6,822Ｙ　Ｐ72　1972年開場

タートルベイリゾート・Ａ.パーマーコース 18Ｈ　7,218Ｙ　Ｐ72　1992年開場

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

マリオット（マウイ島） ハイアットリージェンシー（ワイキキ）
38,000円 30,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様) 95,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

タートルベイリゾート ハイアットリージェンシー（ワイキキ）

29,000円 30,000円

1日目
羽田・成田・関西・中部発（18：00～22：40）➡＜日付変更線通過＞➡
ホノルル乗り換え→マウイ島（12：00～14：00）＝車・約40分＝
 ワイレアビーチ・マリオット【泊】

2日目 ホテル＝シャトル＝★ワイレアＧＣ・ゴールドコース（1.0Ｒ） 【同上泊】
3日目 ホテル＝シャトル＝★ワイレアＧＣ・エメラルドコース（1.0Ｒ）＝ 【同上泊】

4日目 ホテル＝車＝午前：マウイ島➡午後：ホノルル着＝車・４０分＝
 ハイアットリージェンシー【泊】

5日目 ホテル＝ホノルル発（08：30～13：30）➡【機中泊】
6日目 羽田・成田・関西・中部着（14：30～18：00）

●各地～カウアイ島間往復航空運賃（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（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：なし
●空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

カウアイ島ホクアラ＆ポイプベイ6日間

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2

カウアイ島はＪ．ニクラスとＲ．Ｔ．ジョーンズＪｒの競演“ホクアラＧＣ”＆“ポイプベイＧＣ”がおすすめです。

旅行代金 12/1~20 1/5-31 2/1-3/13 3/14-31

成田・関西発 398,000円 428,000円 458,000円 478,000円
羽田・中部発 408,000円 438,000円 468,000円 488,000円

※空港施設使用料（羽田2,570円、成田2,610円、関西3,040円、中部2,570円）、米国空港
税（7,400円）、燃油サーチャージ（17,000円／18年11月現在）が上記旅行代金の他に必要で
す。※ホノルル発が金・土曜日の場合、上記旅行代金に6,000円追加となります。※特定日追加
代金：ホノノル発3/21～23の場合、上記旅行代金に15,000円追加となります。※ビジネスクラ
ス利用追加代金はお問い合わせください。

［利用航空会社］デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空、ハワイアン航空のいずれか
［利用ホテル］カウアイ島（３泊）：カウアイマリオット（パーシャルオーシャンビュー）　ホノルル（１泊）：ハイアット
リージェンシー・ワイキキ（オーシャンビュー）　◆現地係員　◆最少催行人員：２名　◆食事：なし

設定コース コースデータ
オーシャンコース・アット・ホクアラ 18Ｈ　7,156Ｙ　Ｐ72　2015年リニューアル
ホイプベイゴルフクラブ 18Ｈ　6,610Ｙ　Ｐ72　1991年開場

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

マリオットカウアイ（カウアイ島） ハイアット（ワイキキ）
35,000円 30,000円
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［利用航空会社］シンガポール航空
［利用ホテル］ ビンタン島（３泊）：ビンタンラグーンリゾート（シービュー）、
 シンガポール（１泊）：マリーナベイサンズ（プレミアルーム）
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：4朝食 ［利用航空会社］ベトナム航空

［利用ホテル］ 
①ノボテルダナン（町の中心にあり、食事やマッサージなども徒歩圏内でとても便利です）
②プルマンダナン（青い空と海が広がるビーチリゾート。ゴルフ場まで車で10～40分）
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：4朝食

●各地～シンガポール間往復航空運賃（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（グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー）　
●食事：４朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

●成田～ダナン間往復航空運賃（エコノミークラス）　●3泊宿泊料（2名様1室利用）
●2.0Rプレー代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）　
●食事：3朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

空路3時間、J.ニクラス設計のミラマーＧＣや名門・旧淡水ＧＣ等４コースからセレクション。アフターゴルフはマッサージにショッピング、グルメもうれしい台湾ゴルフです。

ビンタン島＆シンガポール6日間

インドネシア ベトナムベトナム

ダナンゴルフクラブ 18H 6,660Y P72  G.ノーマン設計ヴィンパルGC・ナムホイアン　18H 7,011Y P72 IMG社設計リアビンタンゴルフ＆カントリークラブ 27H 10,200Y P108

1日目 各地発（10：00～11：00）➡台北着（13：00～14：00）＝車＝ 台北【泊】

2日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル＝台北発（14：00～16：00）➡各地着（17：00～19：00）

※空港施設使用料（羽田2,570円、関西3,040円、中部2,570円）、シンガポール空港税（2,000円）、国際
観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が上記旅行代金の他に必要です。※ビジネスクラス利用追加代
金はお問い合わせください。※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券などで現地費用のみの料金です。 ※成田空港施設使用料（2,610円）、ベトナム空港税（2,000円）、燃油サーチャージ（6,540

円／18年4月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が上記旅行代金の他に
必要です。※ゴルフプレー日が土・日・ベトナム祝日の場合、6，０００円加算となります。
※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券などで現地費用のみの料金です。

出発日 12/1～21 1/6～2/13 2/14～3/14 3/15～31 ※航空運賃
を除く

羽田・関西・中部発 238,000円 248,000円 268,000円 288,000円 178,000円

※空港施設使用料、台北空港税（2,000円）、燃油サーチャージ（7,000円／18年11月現在）が
上記旅行代金の他に必要です。※ゴルフプレー日が土・日・台湾祝日の場合、4,000円加算と
なります。※航空運賃を除く旅行代金とは特典航空券利用などで現地費用のみの料金です。

出発日
（羽田、成田、関西、中部発） 12/1～19 1/5～2/28 3/1～31 4/1～25 ※航空運賃を

除く

①スーペリアホテル 168,000円 178,000円 198,000円 208,000円 128,000円

②デラックスホテル 188,000円 198,000円 218,000円 228,000円 148,000円
大渓ゴルフクラブ旧淡水GC

シンガポールから船で50分、ビンタン島でゴルフ三昧。帰路憧れのマリーナベイサンズに泊る！

1日目 羽田・関西・中部発（11：00頃）➡シンガポール着（17：00頃）＝フェリー50分～
ビンタン島（20：00頃）＝ ビンタンラグーンリゾート【泊】

2日目 ホテル…隣接…★ビンタンラグーン・シービューコース（1.0Ｒ）… 【同上泊】

3日目 ホテル＝シャトル・10分＝★リアビンタンＧＣ（1.0Ｒ）＝ 【同上泊】

4日目 ホテル…隣接…★ビンタンラグーン・ウッドランドコース（1.0Ｒ）
ビンタン島～フェリー～シンガポール着＝車・10分＝ マリーナベイサンズ【泊】

5日目 ホテル　チェックアウト11時　●出発までフリータイム
夜：ホテル＝シンガポール発（22：00頃）➡ 【機中泊】

6日目 羽田・関西・中部着（07：00頃）

1日目 成田発（10：00頃）➡直行便➡ダナン着（14：30頃）＝車・15～20分＝ ダナン【泊】

2日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

3日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル　●フリータイム　※チェックアウト21時まで延長
オプショナルゴルフや世界遺産観光等お楽しみください。 【機中泊】

5日目 ダナン発（00：40頃）➡直行便➡成田着（07：35頃）

ビンタン島（インドネシア領）
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≒85円

ベトナム ダナンゴルフ5日間
出発日

（成田発） 12/1～22 1/4～31 2/1～28 3/1～31 ※航空運賃
を除く

①ノボテルダナン
（市内） 158,000円 178,000円 188,000円 208,000円 108,000円

②プルマンダナン
（ビーチ） 178,000円 198,000円 208,000円 228,000円 128,000円

青い海が魅力のベトナム・ダナンはＧ．ノーマン、Ｃ．モンゴメリー等の描いた夢のコースが勢揃い！

インドネシア・ベトナム・台湾

［利用航空会社］チャイナエアライン、エバー航空
［利用ホテル］①ミラマーガーデンホテル②オークラプレステージホテル
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食

●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名様1室利用）
●2.0Rプレー代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）　
●食事：3朝食　●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド3 ラウ

ンド2

台北ゴルフセレクション4日間 ラウ
ンド2

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①ノボテル ②プルマン
12,000円 18,000円

設定コース コースデータ 設計者
ザ・モンゴメリーリンクス １８Ｈ　６，６０２Ｙ　Ｐ７２ Ｃ.モンゴメリー
ダナンゴルフクラブ １８Ｈ　７，１９０Ｙ　Ｐ７２ Ｇ.ノーマン
バーナーヒルズゴルフクラブ １８Ｈ　７，１６２Ｙ　Ｐ７２ Ｌ.ドナルド
ヴィンパルGC・ナムホイアン 18H　7,011Y　P72 IMG社設計

設定コース コースデータ 設計者
ミラマーゴルフクラブ ３６Ｈ　１３，６１２Ｙ　Ｐ７２ J.ニクラス
大渓ゴルフクラブ ２７Ｈ　１０，４７８Ｙ　Ｐ１０８ Ｒ.Ｔ.ジョーンズＪｒ
旧淡水ゴルフクラブ １８Ｈ　 6,950Ｙ　Ｐ７２ 赤星四郎
長庚ゴルフクラブ ２７Ｈ　１０，８７５Ｙ　Ｐ１０８ 渡辺弘

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①ミラマーガーデンホテル ②オークラプレステージホテル
12,000円 18,000円

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

ビンタンラグーンリゾート マリーナベイサンズ
12,000円 30,000円



❻

［利用航空会社］マレーシア航空
［利用ホテル］　マゼランステラハーバーリゾート（ガーデンビュー）
◆現地係員　◆最少催行人員：2 名　◆食事：毎朝食

成田から週2便（月・木）の直行便利用で6時間、空港から10分のシーサイドリゾート・マゼランステラに泊って、南洋樹でセパレートされたリゾートコースをお楽しみください。

スーパーゴルフリゾート・ボルネオ4/5日間

木曜発　3泊5日スケジュール
1日目（木） 成田発（09：30頃）➡コタキナバル着（15：00頃）＝車＝ マゼランステラハーバー【泊】
2日目（金） ホテル…隣接…★ステラハーバーＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）… 【同上泊】
3日目（土） ホテル＝車・50分＝★ダリットベイＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）＝ 【同上泊】

4日目（日） ホテル　●フリータイム（オプショナルゴルフ：ネクサスリゾート）※出発までチェックアウト延長　夜：ホテル発＝コタキナバル発（24：50頃）➡ 【機中泊】
5日目（月） 成田着（07：20頃）

月曜発　2泊4日スケジュール
1日目（月） 成田発（09：30頃）➡コタキナバル着（15：00頃）＝車＝ マゼランステラハーバー【泊】

2日目（火） ホテル…隣接…★ステラハーバーＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）… 【同上泊】

3日目（水） ホテル＝車・50分＝★ダリットベイＧ＆ＣＣ（1.0Ｒ）＝ ※出発までチェックアウト延長　夜：ホテル発＝コタキナバル発（24：50頃）➡ 【機中泊】

4日目（木） 成田着（07：20頃）

※成田空港施設使用料（2,610円）、マレーシア空港税（2,000円）、国際観光旅客税（1,000円／
19年1/7以降）が別途必要となります。※ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

出発日 12/1～19 1/6～31 2/1～3/20 3/21～31 ※航空運賃を除く

月曜発４日間 128,000円 138,000円 158,000円 168,000円 88,000円

木曜発５日間 143,000円 153,000円 173,000円 183,000円 103,000円

●成田～コタキナバル間往復航空運賃（エコノミークラス）●２／３泊宿泊料（2名様1
室利用）●２．０Rプレー代（グリーンフィー、カートフィー）　●食事：毎朝食
●下記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2

延泊及び1人部屋利用追加代金(1泊/2名1室利用･お一人様) 12,000円

ナイトゴルフ

ステラハーバーG&CCとマゼランステラホテル

明るく開放的なお部屋

［利用航空会社］タイ航空
［利用ホテル］ ①スーペリアホテル：チェンマイプラザ、チェンマイオーキッド
 ②デラックスホテル：メリディアン、シャングリラ
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食

タ イ タ イ タ イ

チェンマイハイランドゴルフリゾート 18H　7,049Y　P72 アルパインゴルフリゾート・チェンマイ　18H　7,541Y　P72 サイアムCC・オールドコース 18H 6,553Y P72

※空港施設使用料（成田2,610円、関西3,040円、中部2,540円）、タイ空港税（2,000
円）、燃油サーチャージ（9,200円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年
1/7以降）が別途必要です。※日本発・バンコク発が土・日曜日の場合、上記代金に３，０００
円加算となります。※ゴルフプレー日が土・日・タイ祝日の場合、3，０００円加算となります。

1日目 各地発（10：15～11：00）➡バンコク経由➡チェンマイ着（19：00頃）＝車・30分＝ チェンマイ【泊】
2日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル　チェックアウト18時　オプショナルゴルフ等お楽しみください。
＝車＝チェンマイ発（19時頃）➡バンコク経由➡ 【機中泊】

5日目 各地着（06：15～07：30）

タイ チェンマイゴルフ5日間
出発日

（成田・関西・中部発） 12/1～19 1/5～31 2/1～3/19 3/20～31 ※航空運賃
を除く

①スーペリアホテル 158,000円 168,000円 178,000円 188,000円 98,000円
②デラックスホテル 188,000円 198,000円 208,000円 218,000円 128,000円

バンコクから空路1時間、古都チェンマイで爽やかな高原ゴルフをお楽しみください。

タイ・マレーシア

●各地～チェンマイ間往復航空運賃（エコノミークラス）●３泊宿泊料（2名様1室利用）
●2.0Rプレー代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）　●食事：３朝食　
●上記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①スーペリア ②デラックス
6,000円 13,000円

設定コース コースデータ
チェンマイハイランドゴルフリゾート １８Ｈ　７，０４９Ｙ　Ｐ７２
アルパインゴルフリゾート・チェンマイ １８Ｈ　７，５４１Ｙ　Ｐ７２
サミット・グリーンバレーチェンマイＣＣ １８Ｈ　７，２０２Ｙ　Ｐ７２
ロイヤルチェンマイゴルフクラブ １８Ｈ　６，９６９Ｙ　Ｐ７２

［利用航空会社］タイ航空、日本航空、全日空のいずれか
［利用ホテル］ ①スーペリアホテル：ベイビューホテル、デュシタン
 ②デラックスホテル：アマリオーシャン、ヒルトンパタヤ
◆現地係員　◆最少催行人員：2名　◆食事：3朝食

※空港施設使用料（成田2,610円、関西3,040円、中部2,570円）、タイ空港税（2,000
円）、燃油サーチャージ（9,200円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年
1/7以降）が別途必要です。※日本発・バンコク発が土・日曜日の場合、上記代金に３，０００
円加算となります。※ゴルフプレー日が土・日・タイ祝日の場合、4,000円加算となります。

1日目 各地発（10：15～11：00）➡バンコク着（15：40頃）＝車・90分＝ パタヤ【泊】
2日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】
3日目 ホテル＝車＝★下記設定コースより1.0Ｒ＝ 【同上泊】

4日目 ホテル　チェックアウト18時　オプショナルゴルフ等お楽しみください。
パタヤ発＝車＝バンコク発（22：30～24：05）➡ 【機中泊】

5日目 各地着（06：15～07：30）

タイ パタヤゴルフ5日間
旅行代金

（成田・関西・中部発） 12/1～19 1/5～31 2/1～3/19 3/20～31 ※航空運賃
を除く

①スーペリアホテル 188,000円 208,000円 218,000円 228,000円 133,000円
②デラックスホテル 208,000円 228,000円 238,000円 248,000円 153,000円

バンコクから車で90分、ビーチリゾート・パタヤでトーナメント開催コースをお楽しみください。

●各地～バンコク間往復航空運賃（エコノミークラス）●３泊宿泊料（2名様1室利用）
●2.0Rプレー代（グリーンフィー、キャディーフィー、カートフィー）　●食事：３朝食　
●下記日程に明示された空港～ホテル～ゴルフ場間の送迎料

旅行代金に
含まれるもの

ラウ
ンド2

延泊及び1人部屋利用追加代金
(1泊/2名1室利用･お一人様)

①スーペリア ②デラックス
9,000円 13,000円

設定コース コースデータ
サイアムＣＣ・ウォーターサイドコース １８Ｈ　 7,454Ｙ　Ｐ７２
サイアムＣＣ・プランテーションコース ２７Ｈ　１１，２２４Ｙ　Ｐ１０８
レムチャバンインターナショナルＣＣ ２７Ｈ　１０，３８４Ｙ　Ｐ１０８
ブラパゴルフ＆リゾート ３６Ｈ　１４，４５１Ｙ　Ｐ１４４



溶岩の中にひっそりと佇む老舗のリゾートホテルです。マウナラニＧＣ・サウスコース18Ｈ　6,938Ｙ　Ｐ72／ノースコース　18Ｈ　6,913Ｙ　Ｐ72　1981年開場

成田からハワイ島まで直行便で7時間、ラグジュアリーホテルが建ち並ぶコハラコーストの趣の異なる３つのリゾートからお選びください。

ＪＡＬ直行便で行く ハワイ島ゴルフツアー５日間
■成田発着（JAL770便／JAL779便限定）■お1人様あたり（2名様1室利用）の旅行代金

　フェアモントオーキッド
利用コース：マウナラニＧＣ・サウス＆ノースコース

　ヒルトンワイコロアビレッジ
利用コース：ワイコロアＧＣ・ビーチ＆キングスコース

　フォーシーズンズ・フアラライ
利用コース：フアラライゴルフクラブ

お部屋タイプ ガーデンビュー オーシャンビュー ガーデンビュー オーシャンビュー ゴルフオーシャンビュー オーシャンビュー

12/1～20 218,000円 238,000円 228,000円 248,000円 408,000円 478,000円
1/5～31 228,000円 248,000円 238,000円 258,000円 428,000円 498,000円
2/1～3/13 248,000円 268,000円 258,000円 278,000円 458,000円 528,000円
3/14～31 268,000円 288,000円 278,000円 298,000円 478,000円 548,000円

延泊及び１人部屋利用
追加代金（１泊あたり） 22,000円 28,000円 28,000円 32,000円 75,000円 95,000円

※成田空港施設使用料（2,610円）、米国空港税（7,000円)、燃油サーチャージ（17,000円／18年11月現在）、国際観光旅客税（1,000円／19年1/7以降）が上記旅行代金の他に
必要です。※成田発・ホノルル発が金・土曜日発の場合は、各5,000円加算です。※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。
◆最少催行人員：2名　◆現地係員　◆食事：なし　＜利用予定航空会社＞日本航空

曜日 成田発着・３泊５日スケジュール

１日目 成田発（21：25）→ＪＡＬ直行便→＜日付変更線通過＞→
ハワイ島着（10：05）＝車＝ホテルへ ※チェックインは15時以降【ハワイ島泊】

2日目 ホテル・・隣接コース（シャトルバス又は徒歩）
・・★設定コースで１ラウンド・・ 【同上泊】

3日目 ホテル・・隣接コース（シャトルバス又は徒歩）
・・★設定コースで１ラウンド・・ 【同上泊】

4日目 ホテル＝車＝ハワイ島発（12：05）→ＪＡＬ直行便→＜日付変更線通過＞→ 【機中泊】
5日目 →成田着（16：00）

●成田～ハワイ島間往復航空運賃（エコノミークラス）　●３泊宿泊料（２名様１室）
●２．０Ｒ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

含まれる
も      の

フアラライゴルフクラブ　１８Ｈ　６，６３２Ｙ　Ｐ７２　設計ジャック・ニクラス

オプショナルで星空観賞ツアーも楽しめます。ワイコロアＧＣ・ビーチコース１８Ｈ・キングスコース１８Ｈ

ハワイの伝統建築を用いた２階建てバンガロータイプのホテル。ハワイアンアート
のインテリア、一流シェフによるダイニング等、すべてが揃った至福のリゾートです。

圧倒的なスケールの敷地内にはモノレールが走り、水路をボートで巡る、まるでテーマパークにいる様です。

旅実
行
企
画施

TEL.03-3535-5111
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。

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

営業時間 月～金 9:30～18:00  土日祭休　担当 加藤三男 澤木幸子
観光庁長官登録旅行業第1076号　（社）日本旅行業協会正会員 　FAX.03-3535-2230

　ヒルトンワイコロアビレッジ 　フォーシーズンズ・フアラライ
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