
blackmountainhuahin 

（C）Black Mountain Huahin

入賞者には
豪華景品
をご用意！

ツアー3日目に
　コンペ参加！

●ブラックマウンテン
ゴルフクラブ

●スプリングフィールド・
　　ロイヤルカントリークラブ
 ●バンヤンゴルフクラブ

人気コースで
ラウンドを満喫！

ベストロケーションの
ヒルトン・ホアヒン・
リゾート＆スパ

お部屋は海の見える
デラックス・

オーシャンビュー・
ルーム

人気ホテル
　で快適な滞在！

169,800円169,800円
大人1名様・2名1室利用/エコノミークラス利用時、諸税別途大人1名様・2名1室利用/エコノミークラス利用時、諸税別途

3泊5日
旅行代金
3泊5日
旅行代金

エーアンドエーツアー

福岡・関空・名古屋・成田発着空港inバンコクinバンコクゴルフ大会ゴルフ大会
タイ国政府観光庁　主催

株式会社エーアンドエー

タイ（ホアヒン）
ゴルフツアー
王室御用達リゾートにて開催！

（C）タイ国政府観光庁

2019年6月22日（土）出発2019年6月22日（土）出発

Ｊ・ニクラウスの傑作と、名高くホアヒンを代表する名コース。Ｊ・
ニクラウス設計らしく大きなバンカーにウォーターハザードや自然
なハザードが互いに絡み合い、戦略性の高いコースセッティングと
なっている。

■ゴルフコース紹介■ゴルフコース紹介 ■ゴルフコース紹介■ゴルフコース紹介

■ゴルフ班のゴルフ場■コンペ会場
スプリングフィールド・ロイヤルカントリークラブ

2007年のオープンながら既にアジアンツアー開催、2011年は「ロイヤルト
ロフィー」が開催され石川遼もプレー。2012年には「米国外の世界最高の
コース100」にタイのゴルフ場の中で初めて選出されるなど。実名とともに
タイを代表する本格チャンピオンコースへと成長。

コースの最大の特徴は、野生
動物を保護・管理する目的に
自然保護協力プログラムに加
盟しており、コース内には100
種類以上の野生動物が生息
しているといわれている。
コース全体のレイアウト、
フェアウェイ、グリーンメンテ
ナンス、キャディの接客など
の評判も高い。

タイでもトツプクラスのクオリ
ティを誇る本格チャンピオン
コース。緑豊かな自然が視界
いっぱいに広がる中に展開さ
れる18ホールズは、自然の造
形を生かしたコースセッティン
グとなっており、絶妙に配置さ
れたバンカーやクリークなど
が難易度を上げている。

4 日目3 日目
Black Ｍoumtain Ｇolf ClubSpringfield Royal Country Club

（Ｃ）Black Mountain Golf Club（Ｃ）Springfield Royal Country Club

ブラックマウンテン ゴルフクラブ

2 日目ホアヒン

～宿泊ホテル・ゴルフコースのご紹介～

●お申込み・お問合わせは下記旅行会社へ
受託販売

総合旅行業取扱管理者とは、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な点があれば、ご遠慮なく右記の総合旅行業取扱管理者にお尋ねください。

旅行会社専用
予約センター

旅行企画・実施
株式会社

観光庁長官登録旅行業第1289号　（社）日本旅行業協会正会員
東京本社：東京都中央区銀座4-10-3 セントラルビル6F
 大阪営業所：大阪府大阪市西区西本町1-7-8 新発田東急ビル8F
名古屋営業所：愛知県名古屋市中区錦3-22-13 栄町ビル西館7F
福岡営業所：福岡県福岡市中央区天神3-11-1  天神武藤ビル3F

東京：03-5550-0178

■お客様は右記旅行会社にてお申し込みください。
※電子パンフレットも閲覧できます。http://www.aatour.co.jp/agentsales

予約センター受付時間（月~金＝9:30～18:00、土＝9:30～15:00、日曜祝日休み）
大阪：06-6535-0820

名古屋：052-955-0881
福岡：092-771-2241

K201905

ご旅行条件（抜粋）ご旅行条件の詳細については、取扱店でおたずねください。お申込みの際に旅行条件書をお渡しします。
【企画・募集旅行契約】
■この旅行は株式会社エーアンドエー（東京都中央区銀座4-10-3、観光庁長官登録旅行業第1289号、以下
当社といいます）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約
を締結することになります。企画旅行契約の内容、条件は旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表
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。
【旅行代金に含まれるもの】
■旅行日程に明示した航空、送迎バス、船舶、鉄道、観光バス料金、ガイド料、入場料、食事料金、宿泊料金、
手荷物運搬料金、団体行動中のチップ。
【旅行代金に含まれないもの】
■上記以外は旅行代金に含まれません。（一例）超過航空手荷物料金、クリーニング代、電話電報料、その他
個人的な諸費用とそれにかかる税金、サービス料及びチップ、1人部屋を使用される場合の追加代金、オプショ
ナルツアー代金、日本国内及び現地航空税、燃油追加料金、中部国際空港及び関西国際空港施設使用料。
【個人情報の取り扱いについて】
■この旅行条件は、株式会社エーアンドエー（以下「当社」）及び下記販売店欄記載の受託旅行業者（以下「販
売店」）は旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手
配のために利用させていただく他、必要な範囲内において当該機関等に提供させていただきます。

【取消料】
■お申込みののち、お客様の都合によりお取り消しになる場合、すでに手続きを開始している場合は、所要実費
と、お一人様につき下記取消料を申し受けます。但し、特定期間及び特定コースにつきましては、別途お渡しす
る旅行条件書によります。
★旅行代金が所定の期日までに入金されず、当社がお申し込みをお断りした場合も下記手数料を申し受けます。

※ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、及び7月20日から8月31日までをいいます。
※取消料の金額は、契約書面に明示します。
【旅行条件・旅行代金の基準】
■この旅行条件は、2019年2月1日を基準としております。また、旅行代金は2019年2月1日現在有効なものとして
公示されている航空運賃・適用規則又は2019年2月1日現在観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規則を
基準として算出しております。

1. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、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に解除する場合（2～4の場合を除く）

2. 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に解除する場合（3・4の場合を除く）

旅行代金の10％以内

旅行代金の20％以内

旅行代金の50％以内

旅行代金の100％以内

3. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合（4の場合を除く）

4. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

※すべての写真はイメージとなります。

■宿泊ホテル ■ツアーラウンドコース
バンヤンゴルフクラブ

2008年オープンのコースは、2009年
アジア・太平洋地区「ベスト・
ニュー・ゴルフコース」に選ばれるな
ど、ホアヒンを代表するゴルフコー
スのひとつです。コースは、ホアヒン
エリア最長の7,361ヤードを誇りま
す。絶妙に配置されたバンカーやク
リークなどのハザードとともに、自然
が生み出すアンジュレーションに、
パイナップル畑の名残が天然のハ
ザートとなり、コースの難易度を上
げています。

ホテル外観 ( イメージ ) ©Banyan Golf Club

Banyan Golf Club
ヒルトン・ホアヒン・リゾート＆スパ

ホアヒンの中心部で唯一の全室オーシャン
ビュー・バルコニー付きのホテル。お部屋
は、デラックス・オーシャンビュー。
ナイトマーケットや繁華街の徒歩圏内で、
抜群の立地です。

Ｈｉｌｔｏｎ　Ｈｕa Hin Resort & Spa

 ©Ｈｉｌｔｏｎ Hua Hin Resort & Spa

イメージ イメージ

イメージ

イメージ

イメージイメージ

ホテル外観 ( イメージ )
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コース名：タイ国政府観光庁主催ゴルフ大会 in バンコク

発着希望空港 □ 成田空港　　 □ 関西国際空港　　 □ 中部国際空港　　 □ 福岡国際空港

上記の申込み用紙にご記入の上、弊社営業所まで FAX にてお申込みください。
東京営業所FAX:03-5550-0181　大阪営業所FAX:06-6535-0631　名古屋営業所FAX:052-955-0871　福岡営業所FAX:092-771-2284

お煙草の希望 □ 喫煙　□ 禁煙 

1

　メールアドレス：　　　　　　　　　　        ＠　　　   　　　

タイ（ホアヒン）  ゴルフツアー

海外旅行傷害保険のお勧め
加入の有無 希望するのお客様へは後日お申込書を発送致します。

4日目（6 / 2 5）観光班  お選びの方
ホアヒンワイナリーツアー　ワインテイスティングと軽食付き

東南アジア最大規模を誇る「Monsoon Vally」にて、おい
しいワインのテイスティングをお楽しみください。
象乗り15分もついています。

※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※空港諸税、燃油サーチャージが別途必要となります。（成田空港施設使用料：2,610円、
関西国際空港施設使用料：3,040円、中部国際空港施設使用料：2,570円、福岡空港施
設使用料：970円）、国際観光旅客税：1,000円、タイ出国税：2,900円、タイ国際航空エ
コノミークラス燃油サーチャージ：9,000円、ビジネスクラス燃油サーチャージ：14,000円
（2019年2月現在）。燃油サーチャージ情勢により変動することがございます。ご予約時
にご確認ください。
※キャディチップ、ゴルフカート代金は現地にてお支払いください。　
■募集人員：20名　■食事条件：朝食３回、昼食0回、夕食２回
■申込締切日　2019年５月31日（木）

全コース共通

全コース共通

全コース共通

関西国際空港発成田空港発都市

日本各都市
成田
大阪
名古屋
福岡

中部国際空港発 福岡国際空港発

１
2019年
6/22
（土）

2
6/23
（日）

3
6/24
（月）

4
6/25
（火）

5
6/26
（水）

ホアヒン泊  □□□機 夕

 □□□機

ホアヒン泊 □□□朝

夕

機中泊 □□□朝

 □□□機

機中泊 □□□朝  □□□
機中泊 機中泊 

朝 □□□朝

ホアヒン泊 □□□朝

 □□□機  □□□機

11：45 関西国際空港発
15：35 バンコク到着
　　
　　　

10：50 成田空港発
15：20 バンコク到着
　　　
　　　 

07:30 関西国際空港到着08:10 成田空港到着 00:05 バンコク発
08:00 中部国際空港着

00:50 バンコク発
08:00 福岡国際空港着

11：00 中部国際空港発
15：00 バンコク到着

11：35 福岡国際空港発
14：55 バンコク到着

ホテルにてご朝食後、ブラックマウンテンゴルフクラブへご案内

バンヤンゴルフクラブにて1ラウンドゴルフプレイ。
１ラウンド18ホール終了後、シャワーを浴びて各自昼食

終了後ホテルへ

ホテルにてご朝食後、スプリングフィールド・ロイヤルカントリークラブへご案内

　　　タイ国政府観光庁 主催ゴルフ大会inホアヒン　　

にて1ラウンドゴルフプレイ（ショットガン式）
1ラウンド18ホール終了後、シャワーを浴びて表彰式を兼ねたディナーパーティー

終了後、ホテルへ

朝

朝

ホアヒンへ移動。途中、レストランにて夕食
ホアヒン到着

午前

全コース共通
ホテルにてご朝食
【ゴルフ or 観光】 ※どちらかお選びください。
【ゴルフ班】　　
午前：ブラックマウンテンゴルフクラブにて1ラウンドゴルフプレイ。1ラウンド18ホール終了後、シャワーを浴びて各自昼食。
【観光班】
午前：ホアヒンワイナリーツアー。ワインのテイスティングとワインに合う料理をご用意。象乗り15分も体験できます。

朝

終日

午前

夜

午後

ご旅行スケジュール　2019年6月22日（土）出発

(　)

日本各都市
成田
大阪
名古屋
福岡(　)

バンコク

ホアヒン

ホアヒン

ホアヒン

ホアヒン

バンコク

バンコク

写真(C)タイ国政府観光庁

ビジネスクラス追加代金旅行代金利用ホテル

ヒルトン・ホアヒン・リゾート＆スパ
（デラックスオーシャンビュールーム） 169,800円 +180,000円

1人部屋追加代金（３泊）

+36,000円

■旅行代金（大人1名様当たり/2名1室使用時）※諸税別

ゴルフ大会ゴルフ大会タイ国政府観光庁　主催

■旅行期間：2019年6月22日（土）～2019年6月26日（水）

バンコクの西南約200キロメートル、タイ
の湾を挟んでパタヤの対岸に位置するホ
アヒンは 王室の保養地として古くから発
展した優雅な気品漂うリゾート地です。

ホアヒン イメージ

イメージ

イメージイメージ

イメージ

イメージ

タイ（ホアヒン）ゴルフツアータイ（ホアヒン）ゴルフツアー
Black Mountain Golf Club

写真(C)タイ国政府観光庁

バンコク発 バンコク発23：50　 23：59　

イメージ

※ホテルは18：00までご利用できます。

夜

チェックアウト後、空港へ
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