
G   LF バンコク 
プーケット 

タイ国際航空で行く 

旅行企画・実施 エーアンドエー 観光庁長官登録旅行業第１２８９号 

燃油サーチャージ 約１２，５００円（２０１１年４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） 

5/21～31、6/1～30出発 
１人部屋追加代金 

スタンダード スーペリア デラックス 

101,000円 
11,000円 

98,000円 
8,000円 

111,000円 
20,000円 

出発日 

燃油サーチャージ 約１２，５００円（２０１１年４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） 

5/21～31、6/1～30出発 
１人部屋追加代金 

スタンダード スーペリア デラックス 

116,000円 
12,000円 

110,000円 
7,000円 

121,000円 
18,000円 

出発日 

タイ国際航空で行く 

G   LF バンコク 
プーケット 

ローズガーデン・ゴルフクラブ 
プレジデント・カントリー 
スワン・ゴルフクラブ 
ザ・レガシー・ゴルフクラブ 
グリーンバレイ・カントリークラブ 
レイクウッド・カントリークラブ 
タナシティ・ゴルフコース 
パインハーストゴルフ＆カントリークラブ 
ロイヤルゴルフ・カントリークラブ 
ムアンケアウ・ゴルフコース 
タイカントリークラブ（カートフィー込） 
アルパイン・ゴルフクラブ（カートフィー込） 
ナバタニ・ゴルフクラブ（カートフィー込） 
 

■ゴルフ場追加代金（おひとり様） 

追加代金なし 3,000円 

2,000円 5,000円 

7,000円 11,000円 
18,000円 

8,000円 プレー不可 

利用ゴルフ場 平　日 土曜・休日 

（※）休日はタイの祝日も含みます。 

（※） 

ラグーナプーケット・ゴルフクラブ 
プーケット・カントリー 
ロックパーム・カントリークラブ 
（ロックパーム）レッドマウンテン 
ブルーキャニオン（レイクコース） 
ブルーキャニオン（キャニオンコース） 

■ゴルフ場追加代金（おひとり様） 

追加代金なし 

3,500円 
8,000円 
3,500円 
8,000円 

利用ゴルフ場 全　日 

バンコク 4日間2プレー 

プーケット 4日間2プレー 

ツアーのポイント 
・大阪発着、名古屋発着同料金！ 
・3つのホテルクラス、さらにその中から 
お好きなホテルをお選びいただけます 
・お好きなゴルフ場をお選びいただけます 
（ゴルフ場、プレー日により追加代金要） 

【午前】 関西空港または中部空港発 ✈ タイ国際航空にてバンコクへ 
【午後】 バンコク着　着後、ホテルへお送りします 
  〔バンコク泊〕□□□  

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
 （下記ゴルフ場よりお選びください） 〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
 （下記ゴルフ場よりお選びください） 
【 夜 】 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 】 関西空港または中部空港着　解散 □□□ 

1

3

4

2 朝 

朝 

スケジュール 

【午前】 関西空港または中部空港発 ✈ タイ国際航空にてバンコクへ 
【午後】 バンコク着　国内線に乗り継ぎプーケットへ 
【 夜 】 プーケット着　着後、ホテルへお送りします 
  〔プーケット泊〕□□□  

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
 （下記ゴルフ場よりお選びください） 〔プーケット泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
 （下記ゴルフ場よりお選びください） 
【夕刻】 空港へお送りします 
 プーケット発　国内線にてバンコクへ 
【深夜】 バンコク発 ✈ タイ国際航空にて帰国の途へ 
  〔機中泊〕□□□ 
 

【 朝 】 関西空港または中部空港着　解散 □□□ 

1

3

4

2 朝 

朝 

スケジュール 

■利用ホテル： 
〈スタンダード〉 ナライホテル、グランドメリキュールフォーチュン、アジアホテルの中からお選びください 
〈スーペリア〉 インペリアルクイーンズパーク、モンティエンホテル、マジェスティックグランデ 
 の中からお選びください 
〈デラックス〉 メリディアンバンコク、ウエスティングランデスクンビット、 
 センタラグランドセントラルワールドの中からお選びください 

■利用ホテル： 
〈スタンダード〉 ロイヤルパラダイス、サウスシーカロン、ドゥアンジットリゾートの中からお選びください 
〈スーペリア〉 バンタイビーチ、モーベンピック、ミレニアムリゾートパトンの中からお選びください 
〈デラックス〉 ラグーナビーチリゾート、エヴァソンプーケットからお選びください 

■最少催行人員：4名（2・3名様の場合、おひとり様2,000円増しにて申し込み可） 
■利用航空会社：大阪発着、名古屋発着ともタイ国際航空（エコノミークラス）　　■利用ホテル：上記をご覧ください 
■食事：朝2回、昼0回、夕0回　　※バンコク、プーケットとも延泊可。（追加代金はお問い合わせください） 

大 阪 
発着 

名古屋 
発着 

in
バンコク 
プーケット 

大阪発着・名古屋発着 大阪発着・名古屋発着 

ラグーナビーチリゾート 

アジアクラブトラベル TEL(075)344-0050
受付時間／9：00～18：00（土曜日／9：00～15：00）日曜・祝日休業 

お問い合わせ・お申し込み ●添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話致します。●記載のない限り関西空港施設
使用料・海外空港税・燃油特別付加運賃は含みません。旅行代金と一緒にお支払いください。
●ゴルフプレーにおけるレンタルフィー（クラブ・カート等）、キャディチップ、個人的費用は含
みません。●3名様以下でお申し込みの場合、ゴルフプレー時に現地メンバーや他のお客様
と同伴となる場合がございます。　申し込み方法等詳細は17ページをご覧ください。 

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 

全日空で行く 

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 

【午後または夕刻】 関西空港発 ✈ チャイナエアラインにて台北へ 
【午後または夜】 台北着　着後、両替店経由ホテルへお送りします 
   〔台北泊〕□□□ 
 

【終日】ゴルフ１ラウンドプレー 

   〔台北泊〕□□□ 
 

【朝または午前】 空港へお送りします 
【午前または午後】 台北発 ✈ チャイナエアラインにて帰国の途へ 
【午前または夕刻】 関西空港着　解散 □□□ 

1

2・3

4

スケジュール 

朝 

■最少催行人員：3名（2名申し込みをご希望の場合はご相談ください） 
■利用航空会社：チャイナエアライン（エコノミークラス） 
■利用ホテル： 〈デラックスⅠ〉ハワードプラザ、サンワールドダイナスティ、台北ガーデン、ガーラ 
   または同等クラス 
 〈デラックスⅡ〉アンバサダー、ミラマーガーデン、グランドまたは同等クラス 
■食事：朝2回、昼0回、夕0回 
※キャセイパシフィック航空利用（午前出発、午後帰り）もございます。 
　旅行代金等詳しくはお問い合わせください。 

美麗華ゴルフクラブ 36H / Par144 / 12715Y

長庚ゴルフクラブ 27H / Par108 / 10875Y

幸福ゴルフクラブ 27H / Par109 / 10377Y

林口インターナショナルゴルフ＆カントリークラブ 
27H / Par108 / 10418Y

永漢ゴルフクラブ 18H / Par72 / 6272Y

旅行企画・実施 ニッカ航空サービス 観光庁長官登録旅行業第３８１号 

旅行企画・実施 ニッカ航空サービス 観光庁長官登録旅行業第３８１号 

1

2

3

スケジュール 

燃油サーチャージ ６，０００円（２０１１年４月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

TEL(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 デラックスⅡ 

6/4～30出発 111,800円 
7/1～14・17～31出発 103,800円 

１人部屋追加代金 
（3泊分） 

6月出発 33,000円 

デラックスⅠ 

106,800円 
101,800円 

28,500円 
7月出発 

プレー日が土・日曜および台湾の祝日にあたる場合、1プレーにつきおひとり様5,500円増しとなります。 
28,500円 25,500円 

チャイナエアラインで行く チャイナエアラインで行く 

4日間2プレー 4日間2プレー 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 利用ゴルフ場 

追加代金 
3,500円 

102,800円 

利用ゴルフ場 

出発日と旅行代金 （大人2名1室利用／おひとり様） 

6/7～28、7/5の火曜出発 110,800円 
ボルネオガーデンデラックス シービューデラックス 出発日 

部屋タイプ 

4・5日間2プレー 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 

■最少催行人員：〔4日間〕2名、〔5日間〕3名 
■利用航空会社：マレーシア航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：ネクサスリゾート（ボルネオガーデンデラックス、シービューデラックス） 
■食事：〔4日間〕朝2回、昼0回、夕0回   〔5日間〕朝3回、昼0回、夕0回 

ネクサス・ゴルフ・カランブナイ 18H / Par72 / 5997M

ステラ・ハーバー・ゴルフ＆カントリークラブ 27H / Par108 / 9351M 
ダリット・ベイ・ゴルフ＆カントリークラブ 18H / Par72 / 6310M

マレーシア航空で行く マレーシア航空で行く 

4日間 

113,800円 6/3～24、7/1～8の金曜出発 125,800円 5日間 

4日間 5日間 

117,800円 7/12～26の火曜出発 127,800円 4日間 

131,800円 7/15～29の金曜出発 143,800円 
8,800円 6/3～7/8出発 １人部屋追加代金 

（１泊につき） 

13,200円 
11,000円 7/12～29出発 14,900円 

5日間 

4・5日間2プレー 

往 用 便 直 ！ 利 行 復 

【午前】 関西空港発 ✈ マレーシア航空 直行便 にてコタキナバルへ 
【午後】 コタキナバル着　着後、ホテルへお送りします 
  〔コタキナバル泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔コタキナバル泊〕□□□ 
 

【終日】自由行動 
  〔コタキナバル泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー（ホテルチェックアウトは１２時） 
【 夜 】 空港へお送りします 
  〔機中泊〕□□□ 
 

【深夜】コタキナバル発 ✈ マレーシア航空 直行便 にて帰国の途へ 
【 朝 】関西空港着　解散 □□□ 
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– 3
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4 5

朝 

朝 

朝 

ネクサスリゾート 

美麗華ゴルフクラブ 

台北グランドホテル 

士林夜市 

ステラ・ハーバーG＆C

ダリット・ベイG＆C

火曜出発 金曜出発限定 

燃油サーチャージ 約１７，５００円（２０１１年４月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

※月曜出発：夕刻発、午後帰り、火・日曜出発：午後発、午前帰り、 
　水・金曜出発：午後発、午後帰り、木・土曜出発：夕刻発、午前帰り 

永漢ゴルフクラブ 

21 20


