
アークツアー　タイランド・チェンマイ　チェンマイコンペ開催

タイ・ゴルフ観光親善大使  石川遼選手

タイ屈指のワールドコースに挑戦する！

タイは笑顔が素敵で温かい方が多く、ゴルフも本当に心地よく楽
しめます。みなさんもタイのゴルフ旅行をぜひお楽しみください。

石川遼選手
もオススメ

《提供》 《タイ国政府観光庁》

《タイ国際航空》

《協力》

2名様１室利用お一人様

¥196,000
募集

タイのゴルフ場の中でもトップクラスの4ゴルフ場を選択。
アジアサーキット、タイランドオープン他、多数のトーナ
メントが開催されているコースです。

2月10日（月）
成田・羽田・中部・関西・福岡 発着　6日間

出発日
2020年

上記以外に諸税費として約14,000～17,000円（8月1日現在）が必要となります。諸税費は、変動

しますので、あくまでも概算金額である事をご了承ください。シングルルーム（１名様１室利用）は、上

記金額より20,000円（2/10～13）の4泊の場合 /前・延泊の場合は別途見積り）の追加となります。

Chiangmai Highlands Golf Spa Resort

ワールドクラスのゴルフ場

タイスタイルの中華レストランで円卓を囲みながらゴルフ
談義。また、オプショナルとしてリバーサイドのお洒落な
タイ料理レストランへもご案内いたします。

思い出に残るレストランへご案内

１人のプレイヤーに必ず専
属のキャディと１人１台の
専用カートがつきます。キャ
ディとのコミュニケーショ
ンをお楽しみください。

道の両サイドにこのようなお店が100mほど続きます。

タイスタイルゴルフ 2/13 のコンペはダブルペリア方式。全員に賞品が用意さ
れています。スコアを競うだけではない楽しいコンペです。

コンペ&パーティー

チェンマイのナイトバザール

当社ゴルフツアー参加者の40%の方がお一人様参加です。
お一人様参加大歓迎

素晴らしいゴルフ
環境で3プレー！チェンマイ6日間の旅



2/    10
（月）

2/    11
（火）

2/    12
（水）

2/    13
（木）

2/    14
（金）

2/    15
（土）

■交通機関等の理由により予告なくスケジュールが変更されることがありますので予めご了承下さい。

日 付 行　　　　　　程 宿　泊　地 食　事

朝 昼 夕

機
内

各空港 出発２時間前集合 （詳細、空港別発着時間をご確認ください）
バンコクにて乗継ぎの後チェンマイ国際空港着 専用車にてホテルへ（所要時間約30分）
ホテルにチェックイン 市内レストランにて夕食

機
内

チェンマイ泊

チェンマイ泊

チェンマイ泊

チェンマイ泊

機内泊

ホテルにて朝食　専用車にてゴルフ場へ
「アルパインゴルフリゾートチェンマイ」にて1Rプレー
プレー終了後 ホテルへ　夕食 各自

ホテルにて朝食　専用車にてゴルフ場へ
「ガッサンクンタンゴルフリゾート」にて1Rプレー
プレー後 ホテルへ　夕食 レストランにて

ホテルにて朝食　専用車にてゴルフ場へ
ツアー参加者だけのコンペに参加
「チェンマイハイランドGC」にて1Rプレー
プレー後ホテルへ 市内レストランにて表彰式＆パーティー

ホテルにて朝食　その後チェックアウト
※下記オプショナルの2コースからお選びください。
【観光プラン】古都チェンマイ1日観光
【ゴルフプラン】ノースヒルGCチェンマイにて1Rプレー
17:30頃 チェンマイ国際空港着

バンコクにて乗継ぎの後 日本各地へ 　各空港到着 解散
（詳細、空港別発着時間をご確認ください）
 ※最終日2月14日以降の延泊も可能です。お問い合わせください。

成田発着 羽田発着 中部発着 関西発着 福岡発着

航空便・ツアー料金及び条件 

出発便
（ 2 /10）

航空会社

エコノミークラス

タイ国際航空（TG）

¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥196,000

諸税費

ビジネスクラス

シングルルーム

アップグレード料金はお問合わせください。

+¥20,000（2/10～13 の 4 泊分の場合 / 前・延泊の場合は別途見積）

約 ¥14,000～¥17,000 ※注

TG641 便
09:45  発
15:15  着

TG683 便
10:35  発
15:40  着

TG645 便
11:00  発
15:40  着

TG623 便
11:00  発
15:45  着

TG649 便
11:40  発
15:40  着

TG642 便
23:55  発
07:40  着

TG682 便
23:15  発
06:55  着

TG644 便
00:05  発
07:30  着

TG622 便
23:59  発
07:20  着

TG648 便
01:00  発
08:10  着

到着便
（2/15）

※諸税費とは、空港施設使用料（成田￥2,660、羽田￥2,610、中部¥2,970、関空¥3,100、福岡¥980）、タイ国際空

港サービス料¥2,580、燃油サーチャージ￥9,000、国際観光旅客税¥1,000をいいます。諸税費は、ドル換算レート等に

より変動があります。燃油サーチャージは8月現在の料金です。2月出発は未定の為詳しくはお申込み時にご確認ください。

※現地選任スタッフがお世話します。   

■ツアー代金に含まれるもの：上記の空港からチェンマイ間の往復航空券代、ホテル4泊、空港～ホテル～ゴルフ場間の送

迎代、朝食4食、夕食２回、ゴルフ3Rプレー代(キャディー・カート代込)。   

■ツアー代金に含まれないもの：記載のない食事代、パーティー代（2/12）のドリンク代、個人的諸費用等。  

■旅行代金について：お一人様の料金です。航空運賃は特別運賃を適用しています。原則として2人部屋を使用します。お1

人でご参加のお客様は1人部屋使用となり、別途１人部屋追加代金が必要となります。3人様で1部屋のご希望の場合は、2

人部屋に簡易ベッドを入れてのご利用となります。（旅行代金の割引きはありません）     

  
旅行条件〈要約〉　お申込の際は必ず条件書（全文）をお受け取りください。

■募集型企画旅行契約：この旅行は株式会社エアーワールド（以下、当社という）が企画・実施する旅行でありこの旅行に参加されるお客様

は当社と募集型企画旅行契約を（以下旅行契約という）締結することになります。また旅行条件は下記によるほか別途お渡しする旅行条件

書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面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、その他の

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、日本国内及び現地空港税、燃油追加

料金、各地国際空港施設使用料等。

■パスポートの残存：旅行先入国時に、残存期間が6ヶ月以上（国際規定により）

■取消料：お申し込みの後、お客様の都合によりお取り消しに成る場合、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。

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日日以降31日目前にあたる日まで

に解除する場合（2～4の場合を除く）旅行代金の10％

2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日間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20％

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）旅行代金の50％

4.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100％

※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30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2014年7月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。

■旅行企画・実施：株式会社　エアーワールド　国土交通大臣登録旅行業961号
■取り扱い旅行代理店：株式会社アークライフ　アークツアー　大阪府知事登録旅行代理業第5503号

※写真はイメージです。
　使用ルームは異なる場合があります。

ゴルフ場

チェンマイ プラザホテル ★★★★ 

各地からの前入りの前泊も可能です　料金等は詳細はお問い合わせください

ナイトバザールが徒歩圏内にある４ツ星ホテル（31㎡）

ツアーの詳細・お申し込み、その他ツアー等のお問い合わせは今すぐ！

ホテル

2月13日（木）のオプショナルツアー〈各4名催行〉

雄大な自然の地形を生かしたコース。
【18H / PAR72 / 6,589Yd ( 白） 】

最高峰の自然の美しさを誇るコース。
【 18H / PAR72 / 6,814Yd ( 白） 】

山の麓に設計されたトーナメントコース。※コース写真は表面をご覧ください。
【 18H / PAR72 / 6,316Yd ( 白） 】

【ゴルフプラン】

18H / PAR72 / 5,890Yd (白） 

スケジュール

Gassan Khuntan Golf Resort

Alpine Golf Resort Chiang Mai

¥19,000 ¥12,000
グリーンフィー・キャディフィー・カート代・送迎代含む

チェンマイの三大名物寺院とタイ北部の山岳民族
の村を訪問するツアー〈昼食・送迎代含む〉

ノースヒルゴルフクラブチェンマイ
【観光プラン】
チェンマイ観光

日本各地発
バンコク着

バンコク発
チェンマイ着

チェンマイ発
バンコク着

バンコク発
日本各地着

TG116便　17:10発　18:30着

TG117便　19:20発　20:40着

ガッサンクンタンゴルフリゾート

ゴルフ場 アルパインゴルフリゾ－トチェンマイ

ゴルフ場 チェンマイハイランドゴルフリゾート&スパ

2015年
全面改装


