
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿支店オリジナル企画！！ 

■旅行代金(大人お一人様)成田・羽田発/5日間 
センターポイントシーロム/1名 1室利用 
キャセイパシフィック航空 ビジネスクラス席利用 

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。 
※国内空港施設利用料、保安サービス料、海外空港諸税、 
国際観光旅客税が別途必要となります。 

CENTRE POINT SILOM HOTEL 

(センターポイントシーロム ホテル) 

★全てのお部屋が 45㎡以上！ 

 ゴルフバックも悠々広げられます！！ 

★お部屋に「乾燥機付洗濯機」が完備のお部屋にてご

案内しますので、毎日ゴルフウェアが洗濯可能！！！ 

★館内 FREE-WiFi完備！ 

★ホテル内にサウナも完備！！ 

★人気のシーロム地区なので日本人街 

サラディーン地区にも車で 10分圏内 

★大型ショッピングセンター 

「ロビンソン」と直結で便利！！！ 

◇コンペ本番前にバンコクでも有名な 

名門ゴルフ場でウォーミングアップ！ 

◇ゴルフコンペは日本人に人気のコースで 

皆様がお楽しみ頂けるコースを予定しています！！ 

◇ゴルフコンペ終了後に表彰式と参加者同士の 

懇親を深めて頂く食事会を予定しています！！！ 

2020年９月９日出発 

成田・羽田発 

※写真はすべてイメージです 



 

  

練習ラウンド予定コース案内 
※ゴルフ場の選定は弊社で行わせて頂きます。 

※ご希望を承ることは出来ませんのでご了承願います。 

① アルパイン・ゴルフクラブ（難易度：★★★★★） 

タイ国内屈指の名門コース。2000 年、2004 年に「ジョニーウォーカークラシック」が 

開催され、2000 年大会ではタイガー・ウッズが優勝したことでも知られます。 

その戦略性の高いコースレイアウトは難易度の面でもタイ国内随一と言われ、 

上級者ほど必見のコースと言えるでしょう。 

② タイ・カントリークラブ（難易度：★★★★★） 

開場直後の 1997 年に「ホンダクラシック」の舞台となり、タイガー・ウッズが海外 

初優勝。いまもロッカーNO.1 には彼のネームプレートが残されています。 

コースはハワイ産「パスパラム芝」が絶好のコンディションを創出。 

プレーのしやすさでも高い評価を集める高級コースです。 

 

 

 

③ ザ ロイヤルジェムス ゴルフシティ（難易度：★★★★★） 

世界の名門コースを参考にし、アメリカのオーガスタやイギリスのセントアンドリュース 

といった世界の名門コースを再現。コースデザイナー、ロンガール氏に設計を依頼し 

造成されたタイで 1 番注目されている 5 つ星コースです。 

私たちの経験上最も優れたコースの一つとして国際的に認められています。 

④ ニカンティ ゴルフクラブ（難易度：★★★★★） 

2014 年 12 月にナコンパトム県にオープンしたバンコクで一番新しいゴルフ場です。 

全てにおいて上級者向けに設計され、高度なコースマネージメントが要求されます。 

また、タイのゴルフ場では見られない新しいコンセプトを取り入れておりファシリティ、 

ホスピタリティに関してもタイでトップクラスのゴルフ場です。 

⑤ ナワタニ・ゴルフコース（難易度：★★★★★） 

1975 年にタイで初めて行われた「ワールドカップ」開催のために造られた 

歴史ある名門。R.T.ジョーンズ Jr.設計による 18 ホールは、米国ゴルフ 

ダイジェスト誌のランキングでタイ国内 NO.1 に輝いた実績も誇ります。 

深緑の木々と南国の花々が散りばめられた美しい景観も魅力です。 

南国のゴルフ天国と呼ばれる微笑の国、タイ。亜熱帯に属し、1 年間を通してゴルフを楽しむことができます。国内には 150 を越

えるゴルフ場が点在し、各種国際大会が開催されるようなワールドクラスのゴルフ場が数多くあります。一番の特徴はプレイヤー1

人につき 1 名の専属キャディーがつくこと。ボールのセットアップからマーキングまで、まさに至れり尽くせり。まるでトーナメントプロ気分

を味わうことができます。 

なぜタイでゴルフがおすすめなのか？ 

https://www.mwt.co.jp/kaigai/sports/golf/thailand/club/thai_country/?mediacd=ZCP&_ga=2.191149423.475903809.1588509637-1811242255.1547454181
https://www.mwt.co.jp/kaigai/sports/golf/thailand/club/royalgems_golfcity/?mediacd=ZCP&_ga=2.6070262.475903809.1588509637-1811242255.1547454181


 

  

新宿支店オリジナル企画 バンコクゴルフカップ大会概要・申込方法 

競技方法 
個人戦 18 ホール ダブルペリア方式 トリプルカット 

※人数によりショットガンスタートとなる事もございます。 

参加資格 
ゴルフの基本ルールを理解し、 

エチケットとマナーを重んじるアマチュアゴルファー 

申込方法 本旅行へのお申し込みが大会エントリーとなります。 

 

コース詳細情報 

●ラウンドスタイル・・・18 ホールスループレー 

●ドレスコード・・・半ズボン・ショートソックス可、ジーンズ、T シャツ不可 

●カートの種類・・・1 人に対して 1 台のカート利用となります。 

※プレー時の注意事項 

★1 パーティー4 名でのプレーを原則としておりますので、申込人数により 

他のお客様とのプレーとなる場合がございますのでご了承ください。 

★キャディチップは旅行代金に含まれておりませんので現地にて直接 

キャディーにお支払いください。 

 

バンコクゴルフカップ予定ゴルフ場 

 

① タナシティー・ゴルフ＆カントリークラブ（難易度：★★★★） 

グレッグ・ノーマン設計の、数々のトーナメントの開催実績を持つコースで、 

距離の長いホールが多く、またグリーンも速いことが特徴。上空を飛行機が飛び交う 

珍しいロケーションだが、バンコク市内からアクセスも良く、ツーリストにも人気のコース。 

スコアメイクの鍵はウォーターハザードとバンカーの攻略となります。 

② ザ・ヴィンテージクラブ（難易度：★★★★） 

バンナートラッドロード 27km 地点から少しそれた田園地帯にある 18 ホール。 

一年を通じてコンディションの良さに定評があり、全体にフラットなコースレイアウト 

ながら、パー5 の難易度が高いことでも著名。 

プール・サウナ・マッサージも備えた豪華なクラブハウスも人気の秘密です。 

② スワンゴルフ&カントリークラブ（難易度：★★★★） 

2009 年にはアジアンツアーも開催され、日本人選手も参加した国際的な 

ゴルフ場です。クラブハウス・コースメンテナンス・キャディーや従業員の教育など 

徹底されており全てにおいてタイ国内でトップクラスのゴルフ場。グリーン周りの粘る芝や、 

サラサラな砂のバンカーなど非常に戦略性が高い人気のゴルフ場です。 

④ レイクウッド・カントリークラブ（難易度：★★★★） 

レイク・ウッド・ロックの 3 コース・27 ホールを持ち、日本人ゴルファーも数多くプレー 

する人気クラブ。著名なコース設計家、J.マイケル・ポーレットが手がけたレイアウトは、 

ドッグレッグと池とバンカーの絶妙な配置が特に印象的。 

攻略には距離と方向性の両立が不可欠です。 

※ゴルフ場の選定は弊社で行わせて頂きます。 

※ご希望を承ることは出来ませんのでご了承願います。 

https://www.mwt.co.jp/kaigai/sports/golf/thailand/club/lakewood_countryclub/?mediacd=ZCP&_ga=2.194711784.475903809.1588509637-1811242255.1547454181


ご旅行条件(要約)
※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
※お申込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。
※ご旅行条件は本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社旅行業約款、募集型企画旅行契約によります。

この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定
書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●申込の方法と契約の時期
（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の承諾をし、申込金を受理したときに契約が成
立します。電話、郵便、FAX等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込み手続
をお願いします。

（2）申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を

契約責任者が有しているとみなします。
●申込の方法と契約の時期
（１）申込の際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

旅行代金が50万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円 旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・・・・・・ 20,000円
旅行代金が30万円以上50万円未満・・・・・・・・・・・ 50,000円 旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の20％
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・ 30,000円

（2）残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間で当社が定める日（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日まで）にお支払いください。

●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含まれます。（但し、旅行日程に「お客様負担」と記載したものを除きます。）
（1）航空運賃及び船舶・鉄道運賃（この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間

及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せれるものに限ります。以下同様とします。）を含みません）
（2）バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金・宿泊代金及び税・サービス料金（二人部屋にお二人様の宿泊を基準とします）
（3）食事代金および税・サービス料金・手荷物運搬料金・添乗員が同行するコースの同行代金
（4）その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
（１） お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害
について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる
重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日
この旅行代金は ２０２０年 04月 25日現在の運賃・料金を基準としております。

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認ください。

●お問い合わせ・お申込みは下記まで・・・

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名 永高 慎也

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル6階 観光庁長官登録旅行業第55号

℡ 03-3343-0631 Fax 03-3348-2934

名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 株 式 会 社
新 宿 支 店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル6階

営業時間 9：30～17：30（土・日祝祭日は定休）

総合旅行業務取扱管理者 鈴木 巧/浅見 英樹

新 宿 支 店

承認番号：東海認200501

旅行企画・実施

解除期日 ピーク時に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行

旅行代金の10%
（最高5万円とします）

無 料旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目に当たる日まで

旅行代金が50万円以上 ・・・・・ 10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満 ・・・・・ 5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満 ・・・・・ 3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満 ・・・・・ 2万円
旅行代金が10万円未満 ・・・・・ 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降15日目に当たる日まで

旅行代金の20％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降3日目に当たる日まで

旅行代金の50％旅行開始日の前々日から当日

旅行代金の100％旅行開始後または無連絡不参加

※ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで、及び12月20日から1月7日までをいいます。

■重要事項案内■

本旅行代金に含まれている

「ゴルフプレー代(グリーンフィー、カート、キャデイ各３回)、コンペ時懇親会代、

タイ式マッサージ代(2回)」 は、いかなる理由があっても参加されない場合の

ご返金はございませんのでご了承下さい。

尚、レンタルクラブ、キャディーチップ、ホテル・ゴルフ場での個人的費用は

基本旅行代金に含まれておりません。

■旅行条件案内■

●旅行期間：2020年9月9日(水)出発～9月13日(日)帰国

●最少催行人員：24名

●利用航空会社：キャセイパシフィック航空（CX）ビジネスクラス利用

●食事回数：（成田発・3泊5日） 朝食3回 昼食1回,夕食0回

（羽田発・4泊5日） 朝食4回 昼食1回,夕食0回

※共に機内食は除きます。

●利用ホテル：センターポイントシーロム

●お部屋利用条件：1名様1室利用(確約)となります。

※但し、ツインベッドルームかキングサイズまたはクイーンサイズの

大型ベッド 1台のお部屋の確約は出来かねますのでご了承下さい。

●添乗員：同行いたしませんが、滞在中は弊社スタッフがご案内致します。

また、ゴルフの運営も弊社スタッフが運営致します。

●パスポート：旅券の残存期間は入国時6ヶ月＋滞在日数が必要です。

●本旅行においてショッピングの立ち寄りはございませんが、車内販売及び

オプショナルツアーのご案内をさせて頂く場合がございますが、購入を強制

するものではございません。

●ホテルの設備やアメニティ情報、オリジナル特典は予告なく変更になる場

合がございます。

キャセイパシフィック航空
ビジネスクラスで優雅な旅を

イギリスのスカイトラックス社より過去４回
「エアライン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた

5つ星エアラインです。
さらに「ワールド ベスト ビジネスクラス」賞
「ベストキャビンアテンダント」賞にも輝いた

経歴を持つ人気のエアラインです

★申込用紙は下記よりダウンロードできます★

■ FAX・郵送用 申込用紙はこちら(記入後FAXか郵送にてお送り下さい)

■ メール用 申込用紙はこちら(入力後メールにてお送り下さい)

出発地 ツアーコード

成田発 DB-053836

羽田発 DB-053838

また、本旅行の未成年者のご参加は出来ませんのでご了承下さい。

ビジネスクラス利用

¥280,000

旅行代金（大人おひとり様/１名1室利用）　※単位：円

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれます。燃油サーチャージが増額または減額・廃止されても増額分の徴収ならびに廃止を含む

　 減額分の払い戻しはございません。

※現地にてゴルフやマッサージ、懇親会に参加されなかった場合の返金はいかなる理由であれ、 返金はございません。

※旅行代金とあわせてお支払ください

幼児(2歳未満)、子供旅行代金(2歳以上12歳未満)の設定はありません。

¥313,000

成田空港施設使用料・保安サービス料(大人：2,660円)

国際観光旅客税(大人：1,000円)現地空港諸税(大人：8,500円)

羽田空港施設使用料・保安サービス料(大人：2,710円)

国際観光旅客税(大人：1,000円)現地空港諸税(大人：8,500円)

日

程 時間 食事

朝：機内食

昼：機内食

夕：－

朝：○

7:00～8:00 昼：－

(予定) 夕：－

朝：○

7:00～8:00 昼：－

(予定) 夕：－

成田発

朝：○

昼：○

8:30頃 夕：機内食

羽田発

朝：○

昼：○

夕：－

成田発

朝：機内食

羽田発

朝：○

昼：機内食

夕：機内食

9

/

1

3

(

日

)

★乗継便ご出発までラウンジにてお寛ぎ下さい

香港発(16:00)⇒✈✈⇒(22:00)羽田着

羽田到着後、解散となります

【機中泊】 空港到着後、チェックイン

★ご出発までラウンジにてお寛ぎ下さい

バンコク発(11:00)⇒✈✈⇒(15:00)香港着

★乗継便ご出発までラウンジにてお寛ぎ下さい
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ゴルフ場を出発し、

ゴルフ場到着後、練習ラウンド

ゴルフ場到着後、名鉄観光バンコクゴルフカップ2020開催

ホールアウト後、ゴルフ場内レストランにて表彰式&懇親会

＜成田発の方＞ ＜羽田発の方＞

専用車にてホテルへ

＜成田発の方＞ ＜羽田発の方＞

ホテルチェックアウト

香港発(01:00)⇒✈✈⇒(06:30)成田着

成田到着後、解散となります

専用車にて空港へご案内

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

ホテル到着後、フリータイム

【バンコク泊】

空港到着後、チェックイン

★ご出発までラウンジにてお寛ぎ下さい

バンコク発(19:00)⇒✈✈⇒(23:00)香港着

専用車にて空港へご案内

出発までフリータイム

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「3ページ」のリストから弊社にて選定致します。

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

ホテル到着後、フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

ゴルフ場到着後、練習ラウンド

香港発(14:00～16:00)⇒✈✈⇒(16:00～18:00)バンコク着

バンコク到着後、専用車にてホテルへご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「2ページ」のリストから弊社にて選定致します。

ホールアウト後、1時間タイ式マッサージへご案内

ホテル到着後、フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「2ページ」のリストから弊社にて選定致します。

ホールアウト後、1時間タイ式マッサージへご案内

★乗継便ご出発までビジネスラウンジにてお寛ぎ下さい

スケジュール

成田発(09:00～11:00)⇒✈✈⇒(13:00～15:00)香港着

羽田発(10:00～11:00)⇒✈✈⇒(14:00～15:00)香港着

★ご出発までビジネスラウンジにてお寛ぎ下さい

香港国際空港にてご自身にて乗継

https://www.mwt.co.jp/recommend/shinjuku/202005_bangkok_golf_post.pdf
https://www.mwt.co.jp/recommend/shinjuku/202005_bangkok_golf_online.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿支店オリジナル企画！！ 

■旅行代金(大人お一人様)成田・羽田発/5日間 
センターポイントシーロム/1名 1室利用 
キャセイパシフィック航空 エコノミークラス席利用 

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。 
※国内空港施設利用料、保安サービス料、海外空港諸税、 
国際観光旅客税が別途必要となります。 

CENTRE POINT SILOM HOTEL 

(センターポイントシーロム ホテル) 

★全てのお部屋が 45㎡以上！ 

 ゴルフバックも悠々広げられます！！ 

★お部屋に「乾燥機付洗濯機」が完備のお部屋にて 

ご案内しますので、毎日ゴルフウェアが洗濯可能！！！ 

★館内 FREE-WiFi完備！ 

★ホテル内にサウナも完備！！ 

★人気のシーロム地区なので日本人街 

サラディーン地区にも車で 10分圏内 

★大型ショッピングセンター 

「ロビンソン」と直結で便利！！！ 

◇コンペ本番前にバンコクでも有名な 

名門ゴルフ場でウォーミングアップ！ 

◇ゴルフコンペは日本人に人気のコースで 

皆様がお楽しみ頂けるコースを予定しています！！ 

◇ゴルフコンペ終了後に表彰式と参加者同士の 

懇親を深めて頂く食事会を予定しています！！！ 

2020年９月９日出発 

成田・羽田発 

※写真はすべてイメージです 



ご旅行条件(要約)
※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
※お申込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。
※ご旅行条件は本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社旅行業約款、募集型企画旅行契約によります。

この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定
書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●申込の方法と契約の時期
（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の承諾をし、申込金を受理したときに契約が成
立します。電話、郵便、FAX等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込み手続
をお願いします。

（2）申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を

契約責任者が有しているとみなします。
●申込の方法と契約の時期
（１）申込の際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

旅行代金が50万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円 旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・・・・・・ 20,000円
旅行代金が30万円以上50万円未満・・・・・・・・・・・ 50,000円 旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の20％
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・・・・・・ 30,000円

（2）残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間で当社が定める日（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日まで）にお支払いください。

●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含まれます。（但し、旅行日程に「お客様負担」と記載したものを除きます。）
（1）航空運賃及び船舶・鉄道運賃（この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間

及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せれるものに限ります。以下同様とします。）を含みません）
（2）バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金・宿泊代金及び税・サービス料金（二人部屋にお二人様の宿泊を基準とします）
（3）食事代金および税・サービス料金・手荷物運搬料金・添乗員が同行するコースの同行代金
（4）その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
（１） お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害
について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる
重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日
この旅行代金は ２０２０年 04月 25日現在の運賃・料金を基準としております。

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認ください。

●お問い合わせ・お申込みは下記まで・・・

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名 永高 慎也

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル6階 観光庁長官登録旅行業第55号

℡ 03-3343-0631 Fax 03-3348-2934

名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 株 式 会 社
新 宿 支 店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル6階

営業時間 9：30～17：30（土・日祝祭日は定休）

総合旅行業務取扱管理者 鈴木 巧/浅見 英樹

新 宿 支 店

承認番号：東海認200501

旅行企画・実施

解除期日 ピーク時に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行

旅行代金の10%
（最高5万円とします）

無 料旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目に当たる日まで

旅行代金が50万円以上 ・・・・・ 10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満 ・・・・・ 5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満 ・・・・・ 3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満 ・・・・・ 2万円
旅行代金が10万円未満 ・・・・・ 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降15日目に当たる日まで

旅行代金の20％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降3日目に当たる日まで

旅行代金の50％旅行開始日の前々日から当日

旅行代金の100％旅行開始後または無連絡不参加

※ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで、及び12月20日から1月7日までをいいます。

キャセイパシフィック航空で
快適な空の旅を

イギリスのスカイトラックス社より過去４回
「エアライン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた

5つ星エアラインです。

■重要事項案内■

本旅行代金に含まれている

「ゴルフプレー代(グリーンフィー、カート、キャデイ各３回)、コンペ時懇親会代、

タイ式マッサージ代(2回)」 は、いかなる理由があっても参加されない場合の

ご返金はございませんのでご了承下さい。

尚、レンタルクラブ、キャディーチップ、ホテル・ゴルフ場での個人的費用は

基本旅行代金に含まれておりません。

■旅行条件案内■

●旅行期間：2020年9月9日(水)出発～9月13日(日)帰国

●最少催行人員：24名

●利用航空会社：キャセイパシフィック航空（CX）エコノミークラス利用

●食事回数：（成田発・3泊5日） 朝食3回 昼食1回,夕食0回

（羽田発・4泊5日） 朝食4回 昼食1回,夕食0回

※共に機内食は除きます。

●利用ホテル：センターポイントシーロム

●お部屋利用条件：1名様1室利用(確約)となります。

※但し、ツインベッドルームかキングサイズまたはクイーンサイズの

大型ベッド 1台のお部屋の確約は出来かねますのでご了承下さい。

●添乗員：同行いたしませんが、滞在中は弊社スタッフがご案内致します。

また、ゴルフの運営も弊社スタッフが運営致します。

●パスポート：旅券の残存期間は入国時6ヶ月＋滞在日数が必要です。

●本旅行においてショッピングの立ち寄りはございませんが、車内販売及び

オプショナルツアーのご案内をさせて頂く場合がございますが、購入を強制

するものではございません。

●ホテルの設備やアメニティ情報、オリジナル特典は予告なく変更になる場

合がございます。

★申込用紙は下記よりダウンロードできます★

■ FAX・郵送用 申込用紙はこちら(記入後FAXか郵送にてお送り下さい)

■ メール用 申込用紙はこちら(入力後メールにてお送り下さい)

出発地 ツアーコード

成田発 DB-053836

羽田発 DB-053838

また、本旅行の未成年者のご参加は出来ませんのでご了承下さい。

※旅行代金とあわせてお支払ください

幼児(2歳未満)、子供旅行代金(2歳以上12歳未満)の設定はありません。

¥255,000

成田空港施設使用料・保安サービス料(大人：2,660円)

国際観光旅客税(大人：1,000円)現地空港諸税(大人：6,000円)

羽田空港施設使用料・保安サービス料(大人：2,710円)

国際観光旅客税(大人：1,000円)現地空港諸税(大人：6,000円)

エコノミークラス利用

¥236,000

旅行代金（大人おひとり様/１名1室利用）　※単位：円

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれます。燃油サーチャージが増額または減額・廃止されても増額分の徴収ならびに廃止を含む

　 減額分の払い戻しはございません。

※現地にてゴルフやマッサージ、懇親会に参加されなかった場合の返金はいかなる理由であれ、 返金はございません。

日

程 時間 食事

朝：機内食

昼：機内食

夕：－

朝：○

7:00～8:00 昼：－

(予定) 夕：－

朝：○

7:00～8:00 昼：－

(予定) 夕：－

成田発

朝：○

昼：○

8:30頃 夕：機内食

羽田発

朝：○

昼：○

夕：－

成田発

朝：機内食

羽田発

朝：○

昼：機内食

夕：機内食

スケジュール

成田発(09:00～11:00)⇒✈✈⇒(13:00～15:00)香港着

羽田発(10:00～11:00)⇒✈✈⇒(14:00～15:00)香港着

香港国際空港にてご自身で乗継

ホテル到着後、フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

ゴルフ場到着後、練習ラウンド

香港発(14:00～16:00)⇒✈✈⇒(16:00～18:00)バンコク着

バンコク到着後、専用車にてホテルへご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「2ページ」のリストから弊社にて選定致します。

ホールアウト後、1時間タイ式マッサージへご案内

ホテル到着後、フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【バンコク泊】

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「2ページ」のリストから弊社にて選定致します。

ホールアウト後、1時間タイ式マッサージへご案内

出発までフリータイム

専用車にてゴルフ場へご案内

ティーオフ：AM予定

※ゴルフ場は「3ページ」のリストから弊社にて選定致します。

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

専用車にて空港へご案内

朝食はホテル内レストランにてブッフェ

ホテル到着後、フリータイム

【バンコク泊】

空港到着後、チェックイン

香港国際空港にてご自身で乗継

バンコク発(19:00)⇒✈✈⇒(23:00)香港着

専用車にて空港へご案内
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ゴルフ場を出発し、

ゴルフ場到着後、練習ラウンド

ゴルフ場到着後、バンコクゴルフカップ2020開催

ホールアウト後、ゴルフ場内レストランにて表彰式&懇親会

＜成田発の方＞ ＜羽田発の方＞

専用車にてホテルへ

＜成田発の方＞ ＜羽田発の方＞

ホテルチェックアウト

9

/

1

3

(

日

) 香港発(16:00)⇒✈✈⇒(22:00)羽田着

羽田到着後、解散となります

【機中泊】

空港到着後、チェックイン

香港国際空港にてご自身で乗継

バンコク発(11:00)⇒✈✈⇒(15:00)香港着

香港発(01:00)⇒✈✈⇒(06:30)成田着

成田到着後、解散となります

https://www.mwt.co.jp/recommend/shinjuku/202005_bangkok_golf_post.pdf
https://www.mwt.co.jp/recommend/shinjuku/202005_bangkok_golf_online.xls

