
バンコクとプーケットでは 
スパ2時間プランもお選びいただけます。 

アジア・ハーブ・アソシエーション スコー・スパ 
１００％オーガニックのハーブで作られ
るハーバルボールを使ったマッサー
ジをはじめとしたメニューが人気です
。ハーブの薬効でからだの代謝を活
発にしてくれます。〈バンコク〉 

タイ語で「極上の幸福」という意味の
トリートメントは全て天然素材で作ら
れたオイルやクリームが使用されてお
り、保存料や香料などの化学物質は一
切使われていません。〈プーケット〉 

生ハーバルトリートメントやハーバルアロマオイルマッサージなど 
2時間のコースをお楽しみください。 

※１名様から現地係員がご案内いたします。※スパ店は変更になる場合がございます。 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

4/1～25、5/5～31出発 98,000円 102,000円 112,000円 
スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス ホテル 出発日 

4/26・27出発 143,000円 147,000円 157,000円 
4/28～30、5/1～4出発 183,000円 187,000円 197,000円 
1人部屋追加代金（1泊） 4,000円 5,500円 10,000円 

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 

利用ゴルフ場とゴルフ場追加代金（おひとり様） 

燃油サーチャージ 約１８，０００円（２０１２年２月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 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 

■最少催行人員：3名　※日・月・火曜出発は同料金にて2名申込み可 
■利用航空会社：タイ国際航空（エコノミークラス） 
■食事：朝2回、昼0回、夜0回 
■延泊：可（追加代金はお問い合わせください） 
 

【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 
  〔バンコク泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ1ラウンドプレーまたはスパ2時間 
【 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 □□□ 
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スケジュール 

タイ国際航空で行く 

バンコク ＆ プーケット ＆ パタヤ 
特典①バンコクのスワンナプーム国際空港のビジネスラウンジ利用可能 
特典②通常２０㎏以内の受託手荷物を３０㎏以内までＯＫ！ 
特典③バンコクとプーケットではゴルフ１ラウンドをスパ2時間に変更可能！（同料金） 
 

ツアーの 
ポイント 

●レイクウッド・カントリークラブ 
●ザ・レガシー・ゴルフクラブ 
●ザ・ロイヤルジェムズ・ゴルフ＆スポーツクラブ 
★カスカタ・ゴルフクラブ 
●ロータスバレイ・ゴルフリゾート 
●ムアンゲオゴルフコース 
★タイカントリー 
★アルパイン・ゴルフクラブ 

追加代金なし 

プレー不可 

3,000円 

5,000円 

利用ゴルフ場 平　日 土曜・休日 

★＝カート付コース　●＝カートは到着順になり、使用できないこともございます。 
※カートフィーは現地にてお支払いください。 

大阪発着・名古屋発着同料金 

基本コース 

人気コース 

■利用ホテル：下記ホテルよりお選びください 
【スタンダード】 ナライホテル、グランドメルキュールフォーチュン、アジアホテル 
【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 
【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 

出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

4/16～25、5/5～31出発 112,000円 118,000円 129,000円 

スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス ホテル 出発日 

4/1～15出発 124,000円 127,000円 144,000円 

4/26・27出発 154,000円 159,000円 174,000円 
4/28～30、5/1～4出発 194,000円 199,000円 214,000円 

1人部屋追加代金（1泊）4/16～5/31 3,500円 6,500円 12,500円 

利用ゴルフ場とゴルフ場追加代金（おひとり様） 

■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） 
■食事：朝2回、昼0回、夜0回 
■延泊：可（追加代金はお問い合わせください） 

【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 
  〔プーケット泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ1ラウンドプレーまたはスパ2時間 
【夕刻】空港へお送りします 
【夕刻】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 □□□ 
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スケジュール 

○ラグーナプーケット・ゴルフクラブ 
●ブルーキャニオン（レイクコース） 
★ミッションヒルズ・プーケット・ゴルフリゾート＆スパ 
○ブルーキャニオン（キャニオンコース） 
★レッドマウンテン・ゴルフクラブ・プーケット 

追加代金なし 

6,000円 

利用ゴルフ場 全日 

★＝カート付コース　○＝カートはご利用できません　●＝カートは到着順になり、使用できないこともございます。 
※カートフィーは現地にてお支払いください。 

大阪発着・名古屋発着同料金 

基本コース 

人気コース 

■利用ホテル：下記ホテルよりお選びください 
【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 
【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 
【デラックス】 ダイヤモンドクリフリゾート＆スパ、ＪＷマリオットリゾート＆スパ 

【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 
  〔パタヤ泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ1ラウンドプレー 
  〔パタヤ泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ1ラウンドプレーまたはスパ2時間 
【 夜 】 空港へお送りします 
【夕刻】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 □□□ 
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出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

4/1～25、5/5～31出発 117,000円 
料金 出発日 

4/26・27出発 159,000円 
4/28～30、5/1～4出発 199,000円 
1人部屋追加代金（1泊） 5,000円 
■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） 
■食事：朝2回、昼0回、夜0回 
■延泊：可（追加代金はお問い合わせください） 

大阪発着・名古屋発着同料金 

■利用ホテル：下記ホテルよりお選びください 
【スーペリア】 モンティエンパタヤ、サイアムベイビュー 

ブルーキャニオン 

ミッションヒルズ・プーケット・ 
ゴルフリゾート＆スパ 

◆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。 
◆お好きなゴルフ場での2ラウンドのプレーが旅行代金に含まれます。 
（ゴルフ場、プレー日により追加代金が必要となります） 

◆ゴルフをして観光もしたい方には延泊プランもご用意しております。 

原則としてプレーヤー1人に1人のキャデ
ィが付きます。タイ人は温和な人柄で、言
葉が通じなくても身振り・手振りで十分に
楽しめます。ラウンド中にタイ語と日本語
でコミュニケーションを取ってみても楽し
いかもしれません。 

キャディ 

充実したアフターゴルフもタイでゴルフ
を行う楽しみのひとつ。滞在中はゴルフ
場とホテルの往復で終わることなく、ゴル
フプレー以外の遊びや楽しみもいっぱい
。毎日でも行きたいタイ式マッサージや
スパ、雑貨屋などのショッピング、タイ独特
の文化に触れられるエンターテイメント
など多彩なプランが充実しています。 

アフターゴルフ 

タイカントリークラブ 

（※） 

（※）休日はタイの祝日も含みます。 

利用ゴルフ場とゴルフ場追加代金（おひとり様） 

★サイアムカントリー（オールドコース） 
★サイアムカントリー（プランテーションコース） 

追加代金なし 2,000円 

利用ゴルフ場 

★＝カート付コース　※カートフィーは現地にてお支払いください。 

平　日 土曜・休日 （※） 
（※）休日はタイの祝日も含みます。 

大阪 
発着 

名古屋 
発着 

女性にうれしいスパプランもあり！ 

タイの 
魅力 

タイの 
魅力 

アルパイン・ゴルフクラブ レイクウッド・カントリークラブ 

バンコク4日間・プーケット4日間・パタヤ4日間共通のご案内 
●ゴルフは2ラウンド（グリーンフィー・キャディフィー・送迎）付 ※ご希望のコースをお取りできない場合もございます。 　特に週末プレーの場合は回答が遅くなり、ご希望に添えない場合もございます。 

1人部屋追加代金（1泊）4/1～15 6,500円 8,000円 17,000円 

掲載以外にも、アジア各地をはじめ国内・海外ゴルフ旅行の手配可能です。 
別途お見積もり致しますので、お気軽にお問い合わせください。 

本誌掲載以外にもご希望の方面がございましたら、一度お問い合わせください。国内のゴルフ旅行も順次ご案内しております。 

【中　国】 厦門・海南島（海口・三亜）・青島・大連・深　・昆明・福州・マカオ 
【台　湾】 高雄 【マレーシア】 ペナン・クチン・ランカウイ・コタキナバル 
【タ　イ】 チェンマイ・ホアヒン 【シンガポール】 シンガポール 
【ベトナム】 ホーチミン・ハノイ 【ハワイ・ミクロネシア】 ハワイ・グアム・サイパン 

一 例 

一部ホームページに掲載 http://www.asiaclub.co.jp
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