
5日間コース 出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

12/1～20出発 
スーペリア デラックス 

1/8～19・24～28出発 

1人部屋追加代金（1・2月出発は2,500円増し） 

105,000円 
106,000円 

20,000円 

100,000円 
100,000円 

1/29～31、2/1～4出発 129,000円 123,000円 
2/5～29出発 113,000円 107,000円 

14,000円 

出発日 

●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
●パインハーストゴルフ＆カントリークラブ   27H / Par108 / 10253Y
●レガシーゴルフクラブ   18H / Par 72 / 6984Y

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 

●キャディフィー・カートフィー・ロッカーフィー・利用税、その他個人的費用は現地にてお
支払いください。●添乗員は同行しません。原則として各施設の利用手続きはお客様ご自
身で行って頂きます。●送迎付プランの場合、原則として他のお客様との乗合となり、現地
にて待ち時間が生じる場合がございます。●記載のない限り2名様で参加の場合、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 お問い合わせ・お申し込み 

出発日 金・日曜出発 月～木曜出発 土曜出発 

土曜出発 出発日 金曜出発 火～木曜出発 

食事 朝 

スケジュール 

1

2

新大阪駅 
（７：００～８：００頃） 

新山口駅 
（９：００～１０：００頃） 

ホテル 

ホテル 

食事 なし 

出発日と旅行代金　（新大阪駅発着／2名1室利用／おひとり様） 

特定日： 12/22・28・29出発 44,200円、12/23、1/8出発 49,200円、12/27、1/4出発 41,200円、 
 12/30、1/3出発 50,200円、1/9出発 43,200円 
設定除外日： 12/31、1/1・2出発 

2プレー 

■3名様以上でお申し込みください。（2日間とも平日プレーの場合2名申し込み可） 
■1名1室利用は上記旅行代金の2,000円増しとなります。 
■姫路・西明石・新神戸・京都・米原駅発着も可能です。 
　差額はお問い合わせください。 

宇部７２カントリークラブ 
万年池東コース、万年池西コース、江畑池コース、阿知須コースからなる西日本最大の 
７２ホール。森と湖の雄大なゴルフコース。※コース指定はできません。 

1日目および2日目 

新幹線 

（のぞみ・ひかり・こだま） 

新大阪駅 
（１８：００～２０：３０頃） 

新山口駅 
（１６：００～１８：３０頃） 

新幹線 

（のぞみ・ひかり・こだま） 

（※）無料送迎サービスがご利用いただけます。 

各自（※） 

約１５分 

各自（※） 

約５分 

各自（※） 

約１５分 

各自（※） 

約５分 

宇部７２ 
カントリークラブ 

宇部７２ 
カントリークラブ 

阿知須 宇部７２アジススパホテル （洋室または和室〔1・2名1室〕トイレ付） 宿泊 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第８０３号 
JTBサン＆サン西日本 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第８０３号 
JTBサン＆サン西日本 

食事 朝 

スケジュール 

1

2

新大阪駅 
（６：３０～７：３０頃） 

小倉駅 
（９：００～１０：００頃） 

ホテル 

ホテル 

食事 なし 

出発日と旅行代金　（小倉CC2プレー／新大阪駅発着／3名1室利用／おひとり様） 

特定日： 12/22出発 68,400円、12/23出発 76,400円、12/27出発 65,600円、12/28・29出発 69,800円、 
12/30出発 74,800円、1/4出発 61,600円、1/8出発 67,400円、2/10出発 63,400円 

設定除外日： 毎週日・月曜および12/31、1/10出発、門司ゴルフ倶楽部における1/5・6、2/7・8プレー 

12/1～21・24～26 67,400円 61,400円 76,400円 
1/5～7・11～31、2/1～9・11～29 61,400円 57,400円 67,400円 

12/1～21・24～26、 
1/5～7・10～31、2/1～29 43,200円 38,200円 49,200円 

■2名様以上でお申し込みください。 
■2名1室利用は上記旅行代金の1,000円増し、1名1室利用は2,500円増しとなります。 
■門司ゴルフ倶楽部において12月の平日プレーは1,500円増し、1・2月の平日プレーは3,500円増し、 
　土曜・休日プレーは5,000円増しとなります。 
■姫路・西明石・新神戸・京都・米原駅発着も可能です。 
　差額はお問い合わせください。 

1日目および2日目 

新大阪駅 
（１８：３０～１９：３０頃） 

小倉駅 
（１６：００～１７：００頃） 

新幹線 

（のぞみ・ひかり・こだま） 

各自 

約３０分 

各自 

約３０～４０分 

各自 

約３０～４０分 

各自 

約３０分 

宿泊 

新幹線で行くコルフ ゆったり、 
らくらく 

朝食付 

朝食付 

2プレー 

九州新幹線で行く熊本・鹿児島もお問い合わせください。 

新幹線で行くコルフ 

全
日 2名プレー 

全
日 2名プレー 

送迎利用可 

ま
た
は 

平
日 2名プレー 

門司ゴルフ倶楽部 
戦略性と自然との調和がとれた絶妙なコースレイアウトが魅力の名門コース。 

小倉カンツリー倶楽部 
池を利用したホールが特徴的な戦略性優れる巧みなレイアウトの名門コース。 

門司ゴルフ倶楽部または 
小倉カンツリー倶楽部 

門司港ホテル （洋室〔1～3名1室〕バス・トイレ付） 

門司ゴルフ倶楽部または 
小倉カンツリー倶楽部 

土曜出発 出発日 金曜出発 月～木曜出発 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第６４号 
ジェイティービー 

食事 朝 

スケジュール 

1

2

新大阪駅 
（６：００～６：３０頃） 

熱海駅 
（９：００～９：３０頃） 

熱海駅 
（１６：３０～１７：３０頃） 

伊東駅 
（９：３０～１０：００頃） 

伊東駅 
（１６：００～１７：００頃） 

ホテル 

ホテル 

食事 なし 

出発日と旅行代金　（新大阪駅発着／2名1室利用／おひとり様） 

特定日： 12/22、1/8出発 62,000円、12/23出発 66,600円、12/29出発 59,900円、 
1/9出発 57,600円、2/29出発 56,400円 

設定除外日： 12/27～31、1/1～4出発 

12/1～21・24～26 64,300円 57,600円 66,600円 59,900円 
1/5～7・10～31、2/1～28 62,000円 55,300円 64,300円 57,600円 

日曜出発 

2プレー 

■2名様以上でお申し込みください。　■1名1室利用は上記旅行代金の9,600円～9,700円増しとなります。 
■2日目に富士コースにてプレーの場合、12月の平日は11,800円増し、土曜・休日は16,200円増し、 
　1・2月の平日は10,700円増し、土曜・休日は19,200円増しとなります。 
■姫路・西明石・新神戸・京都・米原駅発着も可能です。 
　差額はお問い合わせください。 

川奈ホテルゴルフコース 
※1日目の富士コースはプレー不可 

下記ゴルフ場よりお選びください。（ゴルフ場により追加代金が必要です。） 

（富士コースは追加代金が必要です） 

1日目および2日目 

新幹線 

（ひかり・こだま） 

新幹線 

（ひかり・こだま） 

在来線 

在来線 
新大阪駅 

（１９：３０～２０：３０頃） 

各自 

約１５分 

各自 

約１５分 

川奈ホテル 
ゴルフコース 

川奈ホテル 
ゴルフコース 

隣接 

隣接 

川奈ホテル （洋室〔1・2名1室〕バス・トイレ付） 宿泊 
朝食付 

2プレー 

全
日 2名プレー 

美しさと難しさを兼ね備え、世界中のゴルファーから高い評価を得ている日本屈指の名門コース。 

●富士コース ●大島コース 

新幹線 

（のぞみ・ひかり・こだま） 

※往復ともバンコク乗継となります。 

利用ゴルフ場 

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 

燃油サーチャージ 約１６，０００円（２０１１年１０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） 

12/22～26出発 124,200円 

12/2～20、1/3～31、2/3～28 
の月・火・金曜出発 107,200円 

１人部屋追加代金 17,500円 
117,600円 

100,600円 

12/1～21、1/4～29、2/1～29 
の水・木・土・日曜出発 109,200円 

メリディアンバンコク 

134,100円 

117,100円 

27,500円 

119,100円 102,600円 

11,000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。 

 

ベストシーズンに行く ベストシーズンに行く 

ベトナム＆タイ ベトナム＆タイ 

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 

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 

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 □□□ 

1
2・3

4

5

朝 

朝 

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９０１号 ジェイ エッチ シー 

●ベトナムゴルフ＆カントリークラブ 36H / Par144 / 13357Y 
●ドンナイゴルフクラブ 27H / Par108 / 10561Y 
●ソンベゴルフリゾート 27H / Par108 / 9383Y
●ロンタンゴルフクラブ 36H / Par144 / 14072Y

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 

4・5日間2プレー 4・5日間2プレー 
スケジュール 
【午前】 関西空港発 ✈ ベトナム航空にてホーチミンへ 
【 昼 】 ホーチミン着　着後、ホテルへお送りします 
  〔ホーチミン泊〕□□□  

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔ホーチミン泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
【 夜 】 空港へお送りします 〔機中泊〕□□□ 
 

【深夜】 ホーチミン発 ✈ ベトナム航空にて帰国の途へ 
【 朝 】 関西空港着　解散 □□□ 

朝 

朝 

1

3

4

2

■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： 〈スーペリア〉ラマナホテル、スターシティサイゴンホテル、リバティセントラルのいずれか 
 〈デラックス〉エクアトリアル、ダクストン、ニューワールド、ルネッサンスリバーサイドのいずれか 
■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 

※5日間の場合、4日目に自由行動が追加となります。 

4日間コース 出発日と旅行代金　（大人2名1室利用／おひとり様） 

12/1～20出発 
スーペリア デラックス 

1/8～19・24～28出発 

1人部屋追加代金（1・2月出発は1,000円増し） 

99,000円 
100,000円 

14,000円 

96,000円 
96,000円 

1/29～31、2/1～4出発 123,000円 119,000円 
2/5～29出発 107,000円 103,000円 

10,000円 

出発日 

燃油サーチャージ  １３，０００円（２０１１年１０月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

ホーチミン 

チェンマイ 

バンコク 

●チェンマイ グリーンバレーカントリークラブ 18H / Par72 / 7202Y 
●ロイヤルチェンマイゴルフリゾート 18H / Par72 / 6969Y
●メージョーゴルフクラブ 18H / Par72 / 6537Y
●アルパインゴルフリゾートチェンマイ 18H / Par72 / 6814Y
●チェンマイハイランズゴルフ＆スパリゾート 18H / Par72 / 6621Y

利用ゴルフ場 

燃油サーチャージ 約１６，０００円（２０１１年１０月１０日現在）※旅行代金とともにご請求いたします 

チェンマイプラザホテル 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） 

12/22～26出発 

12/2～20、1/3～31、2/3～28 
の月・火・金曜出発 

１人部屋追加代金 
117,600円 

100,600円 

12/1～21、1/4～29、2/1～29 
の水・木・土・日曜出発 

メリディアンチェンマイ 

130,800円 

113,800円 

24,000円 

115,800円 102,600円 

11,000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2,000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 

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：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：チェンマイプラザホテル、ル・メリディアンチェンマイ 
■食事：朝3回、昼0回、夕0回 

【午前】 関西空港発 ✈ タイ国際航空にてチェンマイへ 
【 夜 】チェンマイ着　着後、ホテルへお送りします 〔チェンマイ泊〕□□□ 
 

【終日】 ゴルフ１ラウンドプレー 
  〔チェンマイ泊〕□□□ 
 

【終日】 自由行動（ホテルチェックアウトは12時） 
【午後～夕刻】 空港へお送りします 
【夕刻～夜】 チェンマイ発 ✈ タイ国際航空にて帰国の途へ 〔機中泊〕□□□ 
 

【 朝 】関西空港着　解散 □□□ 

1
2・3

4

5

朝 

朝 

両コースともプレー日が土・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5,000円増しとなります。 

最高気温（℃） 
最低気温（℃） 
降 水 量（㎜） 

12月 1月 2月 

41448
232121
333231

ホーチミンの気候 

最高気温（℃） 
最低気温（℃） 
降 水 量（㎜） 

12月 1月 2月 

9818
161415
322928

チェンマイの気候 

最高気温（℃） 
最低気温（℃） 
降 水 量（㎜） 

12月 1月 2月 

30910
232121
333231

バンコクの気候 

設定除外日：12/21～31、1/1～7・20～23出発 

ホーチミン 

チェンマイ 

バンコク 

ホーチミンの気候 

チェンマイの気候 

バンコクの気候 

ベストシーズンに行く 

ベトナム＆タイ 
ベストシーズンに行く 

ベトナム＆タイ 

設定除外日： 12/27～31、1/1・2出発 

設定除外日： 12/27～31、1/1・2出発 

21 20


