
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 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第３８１号 ニッカ航空サービス 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第９０１号 ジェイ エッチ シー 

お手軽コースから名門・人気の 
ゴルフコースのセットプラン 
お手軽コースから名門・人気の 
ゴルフコースのセットプラン 
お手軽コースから名門・人気の 
ゴルフコースのセットプラン 

  OVERSEAS 

GOLF TRAVEL
  OVERSEAS 

GOLF TRAVEL

ASIA CLUB TRAVEL

Best SelectionBest Selection

■最少催行人員：3名（3・4名様1組でお申し込みください） 
■利用航空会社：大韓航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：済州グランドホテル　　　■食事：朝2回、昼0回、夕1回 
※記載のないゴルフ場、ホテルをご希望の場合はお問い合わせください。 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

燃油サーチャージ ５，０００円（２０１２年１月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

出発日 

3/1～7出発 
3/8～15出発 

土曜出発 

80,800円 
88,800円 

金曜出発 日～水曜出発 

71,800円 
75,800円 

3/16～19、4/26出発 
3/20～31出発 

95,800円 
90,800円 

89,800円 
77,800円 

4/1～25出発 98,800円 106,800円 

木曜出発 

74,800円 
78,800円 

80,800円 
87,800円 

82,800円 79,800円 

大韓航空で行く 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第３９７号 アミューザ 

【午前】 関西空港発 ✈ 大韓航空にて済州へ 
【午前】 済州着　着後、ゴルフ場へお送りします　ゴルフ１ラウンドプレー 
【 夜 】 黒豚料理の夕食へご案内します 〔済州泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 〔済州泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは12時） 
【夕刻】 韓国食料品店経由、空港へお送りします 
【 夜 】 済州発 ✈ 大韓航空にて帰国の途へ 
【 夜 】 関西空港着　解散 □□□ 

1

3

2
夕 

朝 

朝 

スケジュール 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 利用ゴルフ場 

1日目 

2日目 

●ブヨンカントリークラブ 27H / Par108 /10499Y
●ハルラサンカントリークラブ 18H / Par 72 / 7005Y
●吾羅カントリークラブ 36H / Par144 /14102Y
●エリシアンカントリークラブ 36H / Par144 /14489Y
●ラオンカントリークラブ 27H / Par108 /10695Y
●エバリスカントリークラブ 27H / Par108 /10713Y

■最少催行人員：3名　※追加代金にて2名申し込み可（お一人様5,500円） 
■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 
※延泊可（追加代金はお問い合わせください） 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

3/1・2・11～16・19～31出発 

1人部屋追加代金（3月） 

デラックス Ⅰ 

103,800円 

19,000円 

デラックス Ⅱ 

106,800円 
3/17・18出発 124,800円 127,800円 
4/1～26出発 107,800円 110,800円 

22,000円 
1人部屋追加代金（4月） 21,000円 24,000円 

燃油サーチャージ １０，６００円（２０１２年１月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

●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 / Par 72 / 6272Y
●台湾（旧淡水）ゴルフクラブ 18H / Par 72 / 6950Y

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 利用ゴルフ場 
チャイナエアラインで行く 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第３８１号 ニッカ航空サービス 

【午前】 関西空港発 ✈ チャイナエアラインにて台北へ 
【午後】 台北着 着後、ショッピング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〕□□□ 
 

【午前】 ゴルフ１ラウンドプレー 
【午後】 ショッピング経由、空港へお送りします 
【夕刻】 台北発 ✈ チャイナエアラインにて帰国の途へ 
【 夜 】関西空港着　解散 □□□ 
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スケジュール 

朝 

朝 

追加代金 
3,500円 

設定除外日：3/3～10出発 
※金曜出発の場合、おひとり様3,500円増しとなります。 

※5日間の場合、4日目に自由行動が追加となります。 

■最少催行人員：4名 ※追加代金にて2・3名申し込み可（お一人様8,000円） 
■利用航空会社：ベトナム航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：〈スーペリア〉ハノイホテル、フォーチュナホテル、フラワーガーデンのいずれか 
　　　　　　　〈デラックス〉クラウンプラザ、ニッコーハノイ、メリアハノイ、ハノイデーウーのいずれか 
■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 

燃油サーチャージ １３，０００円（２０１２年１月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

●チリンスターゴルフ＆カントリークラブ 36H / Par144 / 14182Y
●キングスアイランドゴルフクラブ 36H / Par144 / 13554Y
●ハノイゴルフクラブ 18H / Par72 / 7301Y 
●タムダオゴルフ＆リゾート 18H / Par72 / 7169Y

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 利用ゴルフ場 
ベトナム航空で行く 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第９０１号 ジェイ エッチ シー 

スケジュール 

【午前】 関西空港発 ✈ ベトナム航空にてハノイへ 
【 昼 】ハノイ着　着後、ホテルへお送りします 〔ハノイ泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔ハノイ泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー（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】ハノイ発 ✈ ベトナム航空にて帰国の途へ 
【 朝 】関西空港着　解散 □□□ 
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朝 

朝 

プレー日が土･日曜およびベトナムの祝日にあたる場合、１プレーにつきおひとり様5,000円増しとなります。 

●アンコールゴルフリゾート 18H / Par72 / 7209Y
●フォキットラーカントリークラブ 18H / Par72 / 7145Y

※往復ともホーチミンまたはハノイ乗継となります。 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

【午前】 関西空港発 ✈ ベトナム航空にてシェムリアップへ 
【夕刻～夜】 シェムリアップ着　着後、ホテルへお送りします  
  〔シェムリアップ泊〕□□□ 
 

【午前】 ゴルフ１ラウンドプレー 
【午後】 アンコールワット観光、伝統舞踊アプサラダンスを鑑賞しながらの夕食 
  〔シェムリアップ泊〕□□□ 
 

【午前】 ゴルフ１ラウンドプレー 
【午後】 アンコールトム、タ・プローム観光、中国料理の夕食 
  〔シェムリアップ泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは12時） 
【 夜 】 空港へお送りします 
【 夜 】 シェムリアップ発 ✈ ベトナム航空にて帰国の途へ 〔機中泊〕□□□ 
 

【 朝 】 関西空港着　解散 □□□ 
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スケジュール 

朝 

夕 

夕 

夕 

朝 

朝 

■最少催行人員：4名 ※追加代金にて2・3名申し込み可（お一人様6,000円） 
■利用航空会社：ベトナム航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル： パシフィックホテルシェムリアップ、グランドソラックスアンコールパレスリゾート＆スパ、 
 ソフィテルアンコールフォキットラーゴルフ＆スパリゾート 
■食事：朝3回、昼0回、夕3回 

3/1～15出発 145,000円 163,000円 172,000円 

パシフィック グランドソラックス 
アンコール 

ソフィテル 
アンコール 

ホテル 
出発日 

3/16～31出発 148,000円 166,000円 175,000円 
4/1～27出発 129,000円 144,000円 153,000円 
4/28～30出発 174,000円 187,000円 196,000円 

1人部屋追加代金（4月出発） 10,500円 24,000円 33,000円 
1人部屋追加代金（3月出発） 10,000円 27,000円 35,000円 

※3/16出発の場合、おひとり様12,000円増しとなります。 

下記ゴルフ場にて各1プレー 利用ゴルフ場 

燃油サーチャージ 約１７，０００円（２０１２年１月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

●グリーンバレーカントリークラブ 18H / Par 72 / 6241Y 
●キアタニカントリークラブ 18H / Par 72 / 6251Y
●レイクウッドカントリークラブ   27H / Par108 / 10585Y
●ムアンゲオゴルフコース   18H / Par 72 / 7000Y
●ロイヤルゴルフ＆カントリークラブ   18H / Par 72 / 6702Y

利用ゴルフ場 

燃油サーチャージ 約１６，０００円（２０１２年１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２４，０００円（２０１２年１月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

モンティエン ナライホテル 出発日 ホテル 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

2/20～28、3/2～30、4/2～24の月・火・金曜出発 108,000円 

１人部屋追加代金 17,500円 

101,000円 
2/22～29、3/1～31、4/1～25の水・木・土・日曜出発 110,000円 

メリディアンバンコク 

120,000円 

27,500円 
122,000円 103,000円 

12,500円 

プレー日が土・日曜およびタイの祝日にあたる場合、1プレーにつきおひとり様3,000円増しとなります。 

 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 
タイ国際航空で行く 

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 

■最少催行人員：3名 ※追加代金にて2名申し込み可（お一人様3,000円） 
■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：ナライホテル、モンティエンホテルバンコク、ル・メリディアンバンコク 
■食事：朝3回、昼0回、夕0回 

【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、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 
  〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは12時） 
【 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 】関西空港着　解散 □□□ 
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朝 

■最少催行人員：2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：〈スーペリア〉ドーセットリージェンシー、グランドシーズンズのいずれか 
 〈デラックスⅠ〉プリンス、イスタナまたは同等クラス 
 〈デラックスⅡ〉シェラトンインペリアル、インターコンチネンタルのいずれか 
■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 

2

【午前】 関西空港発 ✈ マレーシア航空にてクアラルンプールへ 
【夕刻】クアラルンプール着　着後、ホテルへお送りします 
  〔クアラルンプール泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 〔クアラルンプール泊〕□□□ 
 

【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  ※デラックスⅠ・Ⅱ宿泊の場合は18時） 
【 夜 】空港へお送りします 
【深夜】クアラルンプール発 ✈ マレーシア航空にて帰国の途へ 
  〔機中泊〕□□□ 
 

【 朝 】関西空港着　解散 □□□ 
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スケジュール 

朝 

朝 

●テンプラーパーク カントリークラブ 18H / Par 72 / 6725Y
●カジャンヒル ゴルフクラブ 18H / Par 72 / 6658Y
●サウジャナ ゴルフ＆カントリークラブ 36H / Par144 / 12904Y

※5日間の場合、3日目に自由行動が追加となります。 

4・5日間2プレー 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 
※土・日曜および現地の祝日は午後からのプレーの場合あり 

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） 

追加代金（3月）3,300円、（4月）6,000円、土・日・祝日プレー不可 

123,000円 3/1～31出発 127,000円 
スーペリア デラックス 出発日 

部屋タイプ 

4
日
間 

105,000円 4/1～27出発 109,000円 
154,000円 4/28～30出発 159,000円 
12,000円 １人部屋追加代金 17,000円 

128,000円 3/1～31出発 133,000円 
5
日
間 

109,000円 4/1～27出発 115,000円 
158,000円 4/28～30出発 165,000円 

15,000円 １人部屋追加代金（4月出発） 22,500円 
18,000円 １人部屋追加代金（3月出発） 25,500円 

出発日 
部屋タイプ 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

※3/16出発の場合、おひとり様12,000円増しとなります。 

※3/17出発の場合、おひとり様12,000円増しとなります。 

ベトナム航空で行く 

マレーシア航空で行く 

4・5日間2プレー 4・5日間2プレー 

3日間2プレー 3日間2プレー 

3日間2プレー 3日間2プレー 

5日間2プレー 5日間2プレー 

5日間2プレー 5日間2プレー 

1人部屋追加代金は1泊につき、月～木曜宿泊は9,500円、金～日曜宿泊は13,000円、 
3/16～19宿泊は15,000円となります。 

※3/15～17出発の場合、おひとり様15,000円増しとなります。 

4日間（月・水・木・金・日曜出発） 

3/1～19、28～30出発 
デラックスⅡ 

4/1～30出発 
112,800円 
114,800円 

出発日 

設定除外日：3/20～26出発 

5日間（月・水・木・土・日曜出発） 

3/1～19、28～30出発 
デラックスⅡ 

4/1～30出発 
121,300円 
123,300円 

デラックスⅠ 
109,800円 
101,800円 

デラックスⅠ 
117,300円 
109,300円 

スーペリア 
105,800円 

96,800円 
１人部屋追加代金 17,000円 15,000円 10,000円 

１人部屋追加代金 25,500円 22,500円 15,000円 

スーペリア 
110,800円 
101,800円 

出発日 

設定除外日：3/20～26出発 
プレー日が土・日曜およびマレーシアの祝日にあたる場合、1プレーにつきおひとり様5,000円増しとなります。 

4名でお申し込みの場合、 
おひとり様5,000円引き！ 

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。 
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