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アジアクラブトラベル 

【午前】 関西空港発 ✈ タイ国際航空にてバンコクへ 
【午後】 バンコク着　着後、専用車にてホテルへお送りします 
  〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 タイカントリークラブにて１ラウンドプレー 
  〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（追加プレーの手配も可能です） 
  〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（１８時までお部屋をご利用いただけます） 
【 夜 】 専用車にて空港へお送りします 
【深夜】 バンコク発 ✈ タイ国際航空にて帰国の途へ 
  〔機中泊〕□□□ 
 

【 朝 】 関西空港着　解散 □□□ 
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燃油サーチャージ 約８，５００円（２０１０年１２月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

2/1～8・12～28、3/1～16・20～31出発 
2/9～11、3/17～19出発 

旅行代金 １人部屋追加代金 

133,800円 
145,800円 

49,500円 
49,500円 

出発日 

■最少催行人員：2名　■利用航空会社：タイ国際航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：ザ ペニンシュラ バンコク（部屋指定なし）　■食事：朝3回、昼0回、夕1回 

〈全コース共通のご案内〉 ※必ずお読みください 
【旅行条件】 
■お申し込みは電話・ファックス・Eメールでお願い致します。受付後、お名前等の間違いを防ぐため当社所定の申込用紙にご記入をお願い致します。 
■企画・実施旅行会社に関わらず、各コース共に継続して募集しているコースとなります。お申し込み時点ですでに満席やキャンセル待ち等の場合もございますので、ご了承ください。 
　また、航空会社や現地施設の都合により催行中止となっている場合もございます。 
■旅行企画・実施会社が明示されている場合、当社は委託販売として申し込みの取り次ぎを行います。旅行条件は各企画・実施会社の定めるところによります。 
■手配する旅行により航空便、現地ホテル、ゴルフ場の手配回答が即答できない場合もございます。通常ゴルフプレーのスタート時間の回答は出発の1週間前頃になります。 
【手数料】 
ご旅行を取消される場合は旅行代金に対して規定の取消料が必要となります。旅行内容や日程の変更、参加者交代の場合も取消料と同額の変更料が必要です。 
国内／出発日の20日前以降…20％、出発日の7日前以降…30％、出発日の前日…40％、旅行当日…50％、旅行開始後または無連絡不参加…100％ 
海外／ピーク時（12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31）の出発のみ出発日の40日前以降31日前まで…10％、出発日の30日前以降3日前まで…20％（上限50,000円）、 

旅行開始の前 日々および前日…30％、旅行当日…50％、旅行開始後または無連絡不参加…100％ 
【個人情報の取扱いについて】 
お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、旅行手配のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。 
また、次の旅行の便宜のために一定期間一定の個人情報を保管致します。 

旅行代金のお支払いは当社窓口でのお支払い、金融機関からのお振込みの他、左記マークのあるクレ
ジットカードがご利用頂けます。旅行の種類によりお取り扱いできない場合もございます。 
詳しくはアジアクラブトラベルまでお尋ねください。 

キャディ付 
徒歩プレー 

カート利用 
セルフプレー 

メタルスパイク 
使用禁止 

平日のみ 
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全日 
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国内ゴルフ旅行 
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キャディ付 
カートプレー 

平
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全
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お問い合わせ・お申し込みは下記までお気軽に 

アジアクラブトラベル 
京都府知事登録旅行業 第２-４７３号 
（社）全国旅行業協会正会員 

FAX (075)344-8080
http://www.asiaclub.co.jp
travel@asiaclub.co.jpTEL（075）344-0050 受付時間：平日／9:00～18:00  土曜／9:00～15:00  日曜・祝日／休業 

株式 
会社 〒６００-８４１８ 京都市下京区烏丸通五条上る東側 メンバーズゴルフビル3階 

 
ホームページ 

Eメール 

!!

●タイ カントリークラブ 18H / Par72 / 6147Y

下記ゴルフ場にて1プレー 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第１２８９号 エーアンドエー 

スケジュール 

利用ゴルフ場 

5日間 
ザ ペニンシュラ バンコクに泊まる 

タイ カントリークラブ１プレー付 

5日間 バンコク 
ザ ペニンシュラ バンコクに泊まる 

タイ カントリークラブ１プレー付 

ホテルからのうれしい特典 

★広東料理「メイ ジャン」にて
夕食１回 
★ホテル内スパ「ザ ペニンシュ
ラ スパ」にて利用可能な800
バーツ分のスパ利用券 

時間帯の目安 早朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜 朝 
04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

バンコク 

海口 中国南方航空で行く海南島 

京都府知事登録旅行業 第2-473号 
（社）全国旅行業協会正会員 

お問い合わせ・ 
お申し込みは アジアクラブトラベル 

受付時間/9：00～18：00（土曜日/9：00～15：00） 日曜・祝日休業 
☎(075)344-0050

出発日と旅行代金 （大人2名1室利用／おひとり様） 
出発日 シェラトン海口リゾート メリタスマンダリン海口 

2/11～15出発 141,570円 138,270円 
2/16～28出発 123,970円 120,670円 
3/1～17出発 117,370円 114,070円 
3/18出発 131,670円 128,370円 
3/19～21出発 126,170円 122,870円 
3/22～31出発 121,770円 118,470円 
１人部屋追加代金 23,000円 20,000円 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第１７１８号 万達旅運（ワンダートラベル） 

■最少催行人員：2名 
■利用航空会社：中国南方航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：寰島泰得大酒店 
■食事：朝3回、昼0回、夕0回　■キャディフィーを含みます 

■最少催行人員：2名 
■利用航空会社：中国南方航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：メリタスマンダリン海口、シェラトン海口リゾート 
■食事：朝3回、昼0回、夕0回　■キャディフィーを含みます 

【夕刻】 関西空港発 ✈ 中国南方航空にて広州へ 
【 夜 】 広州着　着後、国内線に乗継ぎ海口へ 
 海口着　ホテルへお送りします 〔海口泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンド（１８H）プレー 
  〔海口泊〕□□□ 
 

【 朝 】 空港へお送りします（朝食はテイクアウトになります） 
 国内線にて広州へ 
【午前】広州発 ✈ 中国南方航空にて帰国の途へ 
【午後】 関西空港着　解散 □□□ 
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スケジュール 

出発日と旅行代金 （大人2名1室利用／おひとり様） 
出発日 旅行代金 

2/11～15出発 92,070円 
2/16～28出発 74,470円 
3/1～17出発 67,870円 
3/18出発 82,170円 
3/19～21出発 76,670円 
3/22～31出発 72,270円 
１人部屋追加代金 12,000円 

【夕刻】 関西空港発 ✈ 中国南方航空にて広州 
【 夜 】 広州着　着後、国内線に乗継ぎ海口へ 
 海口着　ホテルへお送りします 〔海口泊〕□□□ 
 

【終日】 ミッションヒルズ海南ゴルフクラブにて１ラウンド（１８Ｈ）プレー 
  〔海口泊〕□□□ 
 

【 朝 】 空港へお送りします（朝食はテイクアウトになります） 
 国内線にて広州へ 
【午前】 広州発 ✈ 中国南方航空にて帰国の途へ 
【午後】 関西空港着　解散 □□□ 
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スケジュール 

利用ゴルフ場 下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー（１ラウンド１８Ｈ） 

燃油サーチャージ 約７，０００円（２０１０年１２月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

燃油サーチャージ 約７，０００円（２０１０年１２月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

2プレープラン ミッションヒルズ海南 

月亮湾ゴルフクラブ 27H / Par108 / 10252Y

IBLゴルフクラブ 18H / Par72 / 7130Y

台達ゴルフクラブ 18H / Par72 / 7220Y

東山ゴルフクラブ 18H / Par72 / 6901Y

美視ゴルフクラブ 18H / Par72 / 7250Y

ミッションヒルズ海南ゴルフクラブ 36H / Par144 / 15141Y

世界最大のゴルフリゾート 
“ミッションヒルズゴルフクラブ”が 
2010年1月、海口にオープン！ 

2プレープラン 

利用ゴルフ場 下記ゴルフ場にて2プレー（１ラウンド１８Ｈ） 

2プレープラン ミッションヒルズ海南 

※往復とも広州空港にて現地係員が乗継ぎのお手伝いをいたします。 

※往復とも広州空港にて現地係員が乗継ぎのお手伝いをいたします。 

2プレープラン 

HAIKOU4日間 
中国最南端の南国リゾート・海南島。 
ヤシの巨木が街路樹となる省都・海口は高層建築が並ぶ近代都市。 
“食の都”と言われる海南島で、ぜひ新鮮な海の幸も味わってみてください。 
 

海口 

三亜 

海南島 
MAP

広州 
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追加代金3,500円 
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