
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 
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〔水・金曜出発限定〕 

6/22（水）出発 
6/29（水）出発 
7/6（水）、7/13（水）出発 
6/24（金）出発 
7/20（水）、7/27（水）出発 
8/31（水）出発 
7/1（金）、7/8（金）出発 
8/3（水）、8/17（水）、8/24（水）出発 
7/22（金）、7/29（金）出発 
8/5（金）、8/19（金）、8/26（金）出発 
燃油サーチャージ ５，０００円（２０１１年６月１日以降の予定金額）※旅行代金とともにご請求いたします 

スタンダードクラス 

44,800円 
50,800円 
56,800円 
57,800円 
58,800円 
60,800円 

KALホテルまたは 
ザ・ホテル＆ベガスカジノ 

49,800円 
56,800円 
61,800円 
68,800円 
63,800円 
66,800円 

ラマダプラザ済州 
または済州グランド 

53,800円 
58,800円 
63,800円 
70,800円 
65,800円 
68,800円 

62,800円 73,800円 75,800円 
63,800円 69,800円 71,800円 
65,800円 76,800円 78,800円 
70,800円 81,800円 83,800円 

■最少催行人員：3名（3・4名1組でお申し込みください）　■利用航空会社：済州航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：スタンダードクラス（ニュークラウンホテル、済州ロイヤルホテル、ロベロホテルのいずれか）、 
　済州KALホテルまたはザ・ホテル＆ベガスカジノホテル、ラマダプラザ済州または済州グランドホテル 
■食事：なし（※済州グランドホテルのみ朝食付） 

【夕刻】 関西空港発 ✈ 済州航空にて済州へ 
【 夜 】 済州着　着後、ホテルへお送りします 
  〔済州泊〕□□□  

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔済州泊〕□□□ 
 

【午前】 ゴルフ１ラウンドプレー 
【午後】 韓国食料品店経由、空港へお送りします 
 済州発 ✈ 済州航空にて帰国の途へ 
【夕刻】 関西空港着　解散 □□□ 
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3日間2プレー〔水・金曜出発限定〕 
【夕刻】 関西空港発 ✈ 済州航空にて済州へ 
【 夜 】 済州着　着後、ホテルへお送りします 
  〔済州泊〕□□□  

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔済州泊〕□□□ 
 

【午前】 出発まで自由行動 
【午後】 韓国食料品店経由、空港へお送りします 
 済州発 ✈ 済州航空にて帰国の途へ 
【夕刻】 関西空港着　解散 □□□ 

※ 

※ 

4日間2プレー〔日曜出発限定〕 

利用ゴルフ場 

済州航空で行く 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 

吾羅カントリークラブ 36H / Par144 / 14102Y
ヘビチカントリークラブ 36H / Par144 / 12793Y
ハルラサンカントリークラブ 18H / Par72 / 7005Y
中文ビーチゴルフクラブ 18H / Par72 / 7458Y

キャッスルレックスカントリークラブ 18H / Par72 / 7048Y
クラウンカントリークラブ 18H / Par72 / 7737Y
ブヨンカントリークラブ 27H / Par108 / 10499Y

済州 3・4日間2プレー 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第３９７号 アミューザ 

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 

バリ・ゴルフ＆カントリークラブ 18H / Par72 / 6871Y 
ニルワナ・バリ・ゴルフクラブ 18H / Par72 / 6805Y
ニュークタ・ゴルフ 18H / Par72 / 6832Y
バリハンダラカントリークラブ 18H / Par72 / 6861Y

■最少催行人員：2名 
■利用航空会社：ガルーダインドネシア航空（エコノミークラス） 
■利用ホテル：アヨディア リゾート（デラックスガーデンビュー） 
■食事：朝3回、昼0回、夕0回 

ベトナム航空で行く 

※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） 

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

下記ゴルフ場にて各1プレー 

【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 
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夕 

夕 

夕 

朝 

朝 

■最少催行人員：2名　　　  ■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、アンコールセンチュリーリゾート＆スパ 
 またはプリンスアンコールホテル＆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 旅行企画・実施 ジェイ エッチ シー 観光庁長官登録旅行業第９０１号 

燃油サーチャージ 約１４，０００円（２０１１年５月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

ベトナム航空で行く 

7/1～9出発 

7/16・21～31、 
8/1～5・14～31出発 158,000円 161,000円 176,000円 

134,000円 136,000円 151,000円 

パシフィック 
アンコールセンチュリー 

または 

プリンスアンコール 

ソフィテル 
アンコール 

ホテル 

出発日 

7/10～13・17～20出発 156,000円 158,000円 173,000円 

1人部屋追加代金 12,000円 15,000円 30,000円 
☆3・4名でお申し込みの場合おひとり様6,000円引き！ 

アンコールトム 

【午前】 関西空港発 ✈ ガルーダインドネシア航空にてデンパサールへ 
【夕刻】デンパサール着　着後、ホテルへお送りします 
  〔バリ島泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔バリ島泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは12時） 
【 夜 】さよならショッピング（軽食またはお土産付）へご案内後 
 空港へお送りします 〔機中泊〕□□□ 
 

【深夜】デンパサール発 ✈ ガルーダインドネシア航空にて帰国の途へ 
【午前】関西空港着　解散 □□□ 
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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 

燃油サーチャージ ２１，０００円（２０１１年５月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

下記ゴルフ場のいずれかにて2プレー 利用ゴルフ場 

3日間2プレー 

出発日と旅行代金 （大人2名1室利用／おひとり様） 

出発日〔日曜出発限定〕 

6/26（日）出発 
7/3（日）、7/10（日）出発 
7/24（日）、7/31（日）出発 
8/28（日）出発 
8/7（日）、8/21（日）出発 
燃油サーチャージ ５，０００円（２０１１年６月１日以降の予定金額）※旅行代金とともにご請求いたします 

スタンダードクラス 

54,800円 
60,800円 
62,800円 
65,800円 
68,800円 

KALホテルまたは 
ザ・ホテル＆ベガスカジノ 

62,800円 
68,800円 
70,800円 
72,800円 
76,800円 

ラマダプラザ済州 
または済州グランド 

65,800円 
71,800円 
73,800円 
75,800円 
79,800円 

4日間2プレー 

１人部屋追加代金 
（１泊につき／宿泊日基準） 宿泊日 

月～木曜宿泊(下記特定日を除く)
金～日曜宿泊(下記特定日を除く)
特定日（7/15～17、8/12～14宿泊） 

スタンダードクラス 

5,500円 
7,000円 
8,500円 

KALホテルまたは 
ザ・ホテル＆ベガスカジノ 

7,500円 
10,500円 
12,000円 

ラマダプラザ済州 
または済州グランド 

10,000円 
13,000円 
15,500円 

7/1～15出発 
1人部屋追加代金 

33,000円 

24,000円 
7/16～22出発 
8/22～31出発 

旅行代金 

125,800円 
154,800円 
162,800円 

7/23～31、8/1～5出発 
8/6～9・14～21出発 

166,800円 
178,800円 

出発日 
出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

ガルーダインドネシア航空航空で行く 

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 

利用ゴルフ場 

ガルーダインドネシア航空で行く 

3・4日間共通のご案内 

フォキットラーカントリークラブ 
アジアンオープンも開催される 
国際的ゴルフコース 

アンコールゴルフリゾート 
ニック・ファルド設計の注目コース 

プレー日が土・日曜およびインドネシアの祝日にあたる場合、ニルワナ・バリ・ゴルフクラブまたは 
ニュークタ・ゴルフでのプレーとなり、ニルワナ・バリ・ゴルフクラブは1,000円増し、ニュークタ・ゴルフ
は2,000円増しとなります。 

アヨディア リゾート 

ニルワナ・バリ・ゴルフクラブ 

済州 3・4日間2プレー 

済州航空で行く 

いよいよ済州航空が6月22日より大阪⇔済州路線週3往復就航！ 

1

2・3

4

※旅行代金表にない出発日はお問い合わせください。 

詳しくはパンフレットをご請求ください 

【午前】 関西空港発 ✈ 大韓航空にて済州へ 
【午前】 済州着　着後、済州市内観光（トッケビ道路、三姓穴、龍頭岩） 
 とショッピング 
 18:00より済州グランドホテルにて 
 ｢Ｓ･Ｋ･ホのゴルフ講座｣｢Ｓ･Ｋ･ホ同伴プレー抽選会｣ 
【 夜 】 市内レストランにてカルビ1.5人前+ 
 韓国冷麺または石焼きビビンバの夕食 〔済州泊〕□□□  

【終日】 吾羅カントリークラブ（東西コース）にて 
 Ｓ･Ｋ･ホとのゴルフコンペをお楽しみください 
 ※同伴プレー（1ホール）は抽選で18組とさせていただきます。 
 　惜しくも抽選にもれた組は、女子プロとの同伴プレー（1ホール）となります。 
 ※ゴルフに参加されないお客様は、済州島内観光（西廻り）に 
 　ご案内します。（きじしゃぶの昼食付） 
【 夜 】 済州グランドホテル内バンケットルームにて 
 表彰式＆ビュッフェパーティー（９０分飲み放題付き） 
  〔済州泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは１２時） 
 おすすめオプショナルツアーをご用意！ 
【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 □□□ 

夕 

夕 朝 

朝 

スケジュール 

7月11日（月）吾羅カントリークラブにてゴルフコンペ開催！ 

旅行代金（大阪発／2名1室利用／おひとり様） 

■最少催行人員：40名（東京・名古屋・大阪・福岡発あわせて） 
　　　　　　　　※1名様で参加の場合は1人部屋追加代金が必要となります。 
■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KALホテル、済州グランドホテル 
■食事：朝2回、昼0回、夕2回 旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第１６８７号 ハッピーワールド 

燃油サーチャージ ５，０００円（２０１１年６月１日以降の予定金額） 
関西空港施設使用料(2,650円)、現地空港税(約1,900円)は別途旅行代金とともにご請求いたします 

7月10日 
（日曜日） 

7月11日 
（月曜日） 

7月12日 
（火曜日） 

75,800円 
1人部屋利用追加代金（2泊分）16,000円（両ホテル共通） 

7月10日（日）出発限定 

済州KALホテル利用 

79,800円 
済州グランドホテル利用 

1名様より 
参加OK!

東京・名古屋 
福岡発 
設定あり 

日本←→済州島ペア往復航空券など 

豪華景品をご用意！！ 

2223


