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ホテル   　　　  ナワタニゴルフコース（18H）　  　　  ホテル

ホテル　　　   練習ラウンド／リバーデール・ゴルフクラブ（18H）   　　　 ホテル

■ 出発地：新千歳発着・7日間5ラウンド付
■ 出発日：2023年2月19日（日）
■ 最少催行人員：18名様 
■ 添乗員同行
■ 大会：2/21 18ホールズダブルペリア方式

■ 出発地：新千歳発着・7日間5ラウンド付
■ 出発日：2023年2月19日（日）
■ 最少催行人員：18名様 
■ 添乗員同行
■ 大会：2/21 18ホールズダブルペリア方式

328‚000円 298‚000円

旅行代金／新千歳発着 7日間・5ラウンドプラン 旅行代金／新千歳発着 7日間・5ラウンドプラン 

2名1室利用
おひとり様

バンコク

36,000円（5泊 ＋ ディユース）1人部屋追加代金

バンコク直行便で行く!

コースコード　CB-GFTH-TG7BKK

貸切バス

食事

2/19
［日］

2/20
［月］

2/21
［火］

2/22
［水］

2/23
［木］

2/24
［金］

2/25
［土］

2023年 スケジュール

【バンコク泊】

【バンコク泊】

【バンコク泊】

【バンコク泊】

【バンコク泊】

新千歳空港　　　　バンコクスワンナプーム空港 　 　　　バンコク市内
TG671便

※ゴルフ場プレイ順は変更になる場合があります。またコロナ禍の営業状況により、ゴルフ場が変更になる場合もございます。
※運輸機関・現地事情の都合によりゴルフコース・日程等変更になる場合があります。
＊行程表内の時間は予定時間となっております。14日ほど前にお送りする最終日程表にて再度ご確認ください。

10:00発 15:50着

朝 ×
昼 機
夕 ×

朝 ○
昼 ×
夕 ○

朝 ○
昼 ×
夕 ○

朝 ○
昼 ×
夕 ○

朝 ○
昼 ×
夕 ○

朝 ○
昼 ×
夕 機

朝 機
昼 ×
夕 ×

■ 夕食は専門店にてタイスキ

■ 夕食は「ピンレストラン」にてフカヒレ料理

■ 中華料理店にて表彰式及び懇親会開催

貸切バス

貸切バス 貸切バス

貸切バス

ホテル　　　   タナシティ・ゴルフコース（18H）   　　　 ホテル貸切バス

1

2

3

4

5

6

7

【ご注意】受託手荷物（エコノミークラス）は30㎏まで無料となります。

◎旅行代金に含まれるもの

◎旅行代金に含まれないもの

2年間コロナウィルス感染拡大によりバンコクでのツアー
コンペは開催しておりませんでした。  
長年「サワディカップ」という名称で企画募集させていた
だいておりましたが、スポンサーの事情等もあり、装いも
あらたにスマイルカップとして実施させていただきます。
この機会に是非ご参加下さい（参加条件は裏面参照） 

ホテル外観（イメージ）

利用ホテル
マンダリンホテル・バンコク
（全室ウォシュレット付／バスルームは
シャワーのみ・全室禁煙）

清潔感のあるモダンなお部屋とパッポ
ン、タニヤまで徒歩10分圏内立地が特
徴。高速道路の出入り口にも近く、ゴル
フ移動時の渋滞も比較的避けられま
す。タイ料理、マッサージ店もホテル内
にある大変便利なホテルです。

ホテル

貸切バス

ホテル　　　   ロイヤルバンパイン・ゴルフクラブ（18H）   　　　 ホテル貸切バス

貸切バス

貸切バス

貸切バス

ホテルMGスマイルカップ開催
ロイヤルジェムズ・ゴルフシティ（１８Ｈ）

18ホールズストロークプレイ・ダブルペリア方式
■ 夕食は「ソンブーン」にて海鮮料理

バンコクスワンナプーム空港（23:55発） 【機中泊】

お部屋は18:00までご利用いただけます。チェックアウト後、空港へ
TG670便

新千歳空港（8:20着）

■ 利用航空会社／タイ国際航空　　往復航空運賃（エコミークラス）
■ 宿泊代金／2名1室利用5泊分及びデイユース代　
　　　　　　＊1名様でご利用の場合、別途追加料金が必要となります 
■ 食事／朝5回　昼食0回・夕食4回　（表彰式兼夕食を含む） 
■ ゴルフプレイ代金／１８ホールズ５ラウンド
　（グリーンフィ・カートフィ・キャディフィ・往復送迎代）
■ コンペ参加費 ■ 航空保険特別代金　
■ 添乗員／新千歳空港から同行いたします
■ 最少催行人員／１８名    

■ 国際線空港施設使用料（新千歳）／２，６１０円
■ 国際観光旅客税／１，０００円
■ タイ出国税等／３，１4０円
■ 発券システム手数料／1,400円
■ 燃油サーチャージ／33，６0０円
　（エコノミークラス／２０２２年１1月１日現在）

◎ご案内
ビジネスクラスは既に満席のため、お受けすることができません。
エコノミークラスのみのご利用とさせていただきます。

パスポートの残存期間

ご参加推奨ゴルファーご参加推奨ゴルファー

タイ入国時６ヶ月以上必要

日次

in

当ツアーは年代の近いご参
加者同士の親睦を深めて
いただくことを目的に企
画、ツアー設定しておりま
す。男性は55歳以上の方推
奨、女性の方は年齢に関係
なく大歓迎、夫婦、おひとり
様のご参加も可能です

MG

※燃油サーチャージは含まれておりません。33,600円（2022年11月1日現在）と諸税合計8,150円
を別途お支払いください。（為替レート変動などの理由により、料金は変更となります）

タイランド・ゴルフイメージ

タイランド・ゴルフイメージ

写真提供：タイ国政府観光庁

値下げしました！！9月7日の発売時より為替レートの関係で
30,000円お値下げが可能となりました

➡



代金。③「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」等の
追加代金。④「観光なしプラン」等を基本とする場合の「観光付きプラン」
等の追加代金。⑤延泊による延泊代金。⑥その他「×××プラン」「×××
追加代金」として追加代金を表示したもの。（2）割引代金①「トリプル代
金」等とし、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割
引代金。②「子供割引」等、年齢その他の条件による割引代金。③その他
「×××割引」として割引代金を表示したもの。

●取消料
（1）お申
込み後、
お客様の
都合で旅
行を取消
される場
合には旅
行代金に
対してお1
人様につ
き次に定
める取消
料をいた

だきます。（2）お申込みいただきましたお客様が当条件説明書面の10の
事由により取消された場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画
旅行契約を解除することができます。（3）取消料の対象となる旅行代金と
は3の追加代金を含めた合計金額です。
※ピーク時とは／4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1
月7日（4）当社の責任とならない、ローンの取扱上の事由に基づき、お取
消になる場合も左記取消料をお支払いいただきます。（5）旅行代金が期
日までに支払われない時は、当社は該当期日の翌日においてお客様が旅
行契約を解除したものとし、（3）の料率で違約金をいただきます。
●旅行催行の中止（出発保証班を除く）
お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場
合は4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日に旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前、また同期
間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。この場合はすで
に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。

この書面は、旅行契約が締結された場合は旅行業法第12条の5により交
付する契約書面の一部になります。この旅行は名鉄観光サービス株式会
社（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行で、募集型企画
旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。
●旅行のお申込み方法（1）所定の旅行申込書に必要事項を記入の上、
次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。尚、お申込金は「旅行
代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

※残金は
出発前日
より起算し
て21日前
までに同

一窓口へお支払いください。（2）参加されるお客様のうち旅行開始日に満
12歳以上の方は大人料金、満2歳以上12歳未満の方は子供料金となり
ます。（3）電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した
日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必
要です。但し、30日目（ピーク時は40日目）にあたる日以降にお申込みの場
合は、旅行開始前の当社らが指定する期日までにお支払いください。（4）
旅行契約は当社の承諾と上記の申込金のお支払いと申込書の提出をも
って成立となります。（5）通信契約により旅行契約の締結を希望されるお
客様との旅行条件。当社らは、当社らが発行するカードまたは当社らが提
携するクレジットカード会社のカード会員より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料の支払いを受ける」こと（以下通信契約）を条件に旅行お申
込書を受ける場合があります。この場合には、会員はお申込みをしようとす
る「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード
有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。通信契約は、当社が契約
の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等の交通機関（自由行
動中、集合場所までの交通費、解散後の費用を除く）の運賃、入園、拝
観、見学料等の観光料金および宿泊・食事・その他旅程による団体行動
中（自由行動中を除く）の料金。（2）前項の消費税。尚、（1）・（2）はお客様
の都合により、一部利用されなくとも払い戻しは致しません。
●追加代金と割引代金
「追加代金」および「割引代金」は当社が募集広告またはパフレット等に
表示した以下のものをいいます。（1）追加代金①お1人部屋を使用される
場合の追加代金。②ホテルまたはお部屋のグレードアップのための追加

●旅行日程・旅行代金の変更
（1）当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、
その他の当社の関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更すること
があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。（2）
著しい経済情勢の変更により通常予想される程度を大幅に超えて利用す
る運送機関の運賃料金の改訂があった場合は旅行代金を変更することが
あります。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあ
たる日より前にお知らせします。
●当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償
します。（お荷物に関係する賠償限度額は当社の故意、または重大な過失
がある場合を除き1人15万円）但し、次のような場合は原則として責任を負
いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故、もしくは火災、運
送機関の遅延・不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは
旅行中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中
の事故、食中毒、盗難等。
●旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件は2022年10月01日現在を基準としております。また、旅行代
金は2022年10月01日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適
用規則を基準として算出しています。旅行業約款につきましては係員にお
訪ねください。この条件書に定めていない事項は当社旅行業約款「募集型
企画旅行契約の部」によります。
●個人情報の取扱いについて
当社および裏面「受託販売」欄記載の受託販売旅行業者は旅行申込み
の際に提出された申込書、パスポート、旅行お伺い書、査証申請書、その他
渡航手続申請用紙に記載された個人情報について、お客様との間の連絡
のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において
運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受
領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社
および販売店では、将来よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析
や、当社および当社と提携する企業の商品やサービス、ダイレクトメール等
によるご案内に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

区分
旅行代金が30万円以上

旅行代金が15万円以上30万円未満
旅行代金が15万円未満

申込金
50,000円以上旅行代金まで
30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで

解除期間

旅行代金の10％
（最高5万円とします） 無　料イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
   30日目に当たる日以降15日目に当たる日まで
旅行代金が50万円以上
旅行代金が30万円以上50万円未満
旅行代金が15万円以上30万円未満
旅行代金が10万円以上15万円未満
旅行代金が10万円未満

ホ.無連絡不参加および旅行開始後

ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
　14日目に当たる日以降3日目に当たる日まで
ニ.旅行開始日の前々日以降旅行開始日当日まで
　（ホ.に掲げる場合を除く）

ピーク時に旅行を
開始する旅行

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

ピーク時以外に
旅行を開始する旅行

取消料（おひとり）

10万円
5万円
３万円
2万円

旅行代金の20％

※正式な企画旅行条件説明書（全文）をお渡しします。
お申し込みの際に必ずご請求ください。

観光庁長官登録旅行業第55号   一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒060-0003  札幌市中央区北3条西1丁目1-1
　　　　　　札幌ブリックキューブ6階
■ 営業時間／平日 9:30～17:00（土・日・祝日は休業）
総合旅行業務取扱管理者　矢野 英則

旭川市4条通8丁目1703-12
日本生命旭川四条通ビル5階
■ 営業時間／平日 9:30～17:00（土・日・祝日は休業）
■ 総合旅行業務取扱管理者　斉藤 徳光

札幌支店（個人予約ダイヤル）       TEL.（011）241-5993
札幌支店（法人ダイヤル）                   TEL.（011）241-4986
北海道営業本部商品企画販売課  　TEL.（011）241-5514

TEL.（0166）23-4711
帯広市西三条南12丁目6番地
ブランJR帯広駅前1階 
■ 営業時間／平日 9:30～17:00（土・日・祝日は休業）
■ 総合旅行業務取扱管理者　土山 直樹

帯広支店
TEL.（0155）25-0471

苫小牧市表町5丁目4-7 苫小牧海晃第一ビル6階
■ 営業時間／平日 9:30～17:00（土・日・祝日は休業）
■ 総合旅行業務取扱管理者　近藤 圭介

苫小牧支店

TEL.（0144）34-8830
函館市田家町7-23 アクセス公園通2階
■ 営業時間／平日 9:30～17:00（土・日・祝日は休業）
■ 総合旅行業務取扱管理者　森山 悟

函館支店

TEL.（0138）44-1234

旭川支店

お客様担当（外務員）氏名
総合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な点があれば、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。

１.当該海外ツアーの実施可否につきましては、外務省「危険情報」を基準としたします。 
　外務省「感染症危険情報」レベル３「渡航はやめてください（渡航中止勧告）」及びレベル２「不要不急の渡航は止めて下さい」が発令している国・地域及び外   
　務省「危険情報」レベル３以上になっている国・地域を目的地とする当社海外募集型企画旅行は催行を中止としております。現在、タイ・バンコクへは渡航は
　可能ですが、レベル１（十分注意してください）が発出されています。（2022年9月現在）

２.タイ入国規制の緩和が継続されている事。
　タイ政府より2022年10月1日からタイ入国規制等を以下の通り緩和する旨発表されました。
　1）タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要。
　2）日本を含むビザ免除国／地域からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日に延長（2023年3月末までの措置）。

３.2022年9月7日以降日本入国時の水際措置の見直しがされました。
　有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者、入国者については、出発前78時間以内の陰性証明書の提出が不要となりました。ワクチン接種証
　明書は以下の①～③の条件を満たすものに限り有効となります。
　①政府等公的な機関で発行された接種証明書である事
　②次の事項が日本語又は英語で記載されていること（氏名、生年月日、ワクチン名/メーカー名、ワクチン接種日、ワクチン接種回数） 
　③次のワクチンをいずれかを3回以上接種している事が分かる事（ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、それ以外も一部可、要確認）

４.上記3.の条件（3回以上のワクチン接種証明書を準備できる方）を満たす方のみ予約受付いたします。

【 重要なご案内 】
以下の諸条件が整った場合のみ、募集型企画旅行の予約を受け付けいたします。

上記４項目については、感染状況により変更される場合があります。今後の感染状況によってはタイ国への渡航が叶わない
ことも考えられます。（2022年10月1日現在）当ツアーに関しては上記様々な条件が2022年9月7日以降も継続され、タイへの渡航
及び日本への帰国条件に変更生じない場合は、通常通りの募集型企画旅行として実施させていただきます。但し、最少催行
人員に達した場合でも、上記条件に変更が生じた場合、旅行の催行を中止させていただく場合もございますので、予めご了
承下さい。


