飛行機を降りたら、
ゴルフの楽園。

サービス案内

私たちは、

タイで 最も快適 なゴルフツアーを
提供することを目指しています。

厳選された
ゴルフ場

優先レーンで
スムーズに入国

12 時間の
送迎ハイヤー

ポケトーク
無料貸出！
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ゴルフタイランドとは

ゴルフの楽園で
最高のラウンドと最適なホスピタリティに包まれる体験を
私たちが手配させていただくタイ国内ゴルフツアーは、
初めてタイでラウンドされる方はもちろん、
リピーターも納得の最適なホスピタリティでお迎えいたします。
私たちは、
タイで最も快適なゴルフツアーを提供することを目指しています。

スワンナプーム国際空港着の飛行機を降りられたスカイウォークで専任のスタッフ
がお客様をお迎えいたします。
いよいよゴルフの楽園で快適なツアーの始まりです。

空港内をお客様専用カートで移動いただきます。
お荷物をお持ちいただくこともござ

いません。

ファストトラック
（無料）

プライオリティレーンよりスムーズに入国よりいただきます。
ファストトラック
（無料）

手荷物受取場で機内にお預けのお荷物が出てきたらスタッフにお教えください。
お荷
物をお持ちしお迎えのハイヤーまでご案内いたします。

ファストトラック
（無料）

AI 通訳機「ポケトーク」
をスタッフよりお受け取りください。
ゴルフ場での会話に困る
心配は無用です！

ポケトーク無料貸出
お客様専用のハイヤーにてゴルフ場へ出発いたします。
高速代やチップなどは不要です。
ゆったり12 時間のゴルフ送迎ハイヤー

ゴルフ場に到着。
ドライバーはお客様のラウンドが終わるまでゴルフ場にてお待ちし
ております。

お一人様につきキャディが 1 名とカートが 1 台！厳選された人気のコースで最高の

ラウンドをお楽しみください！

ラウンド後はクラブハウスでシャワーやお食事にゆったりとお時間をお使いいただけ
ます。送 迎ハイヤーの時 間を気にする必 要はございません . ゆったり12 時 間の
チャーターですから。

ゴルフ場に待機しておりますドライバーにホテルへのお戻り時間をお電話ください。
ホテルまたは空港へお送りいたします。

ホテルまたは空港までの途中で気になるスポットがあればチャーター時間内なら立

ち寄ることもできます。
ドライバーにお申し付けください。

1

選ばれる理由 ＃1

「ファストトラック」
で
らくらく+ 優先的に入国いただきます

スワンナプーム国際空港着の飛行機を降りられたスカイウォークで専任のスタッフがお客様をお
迎えいたします。

空港内をお客様専用カートで移動 いただきます。長時間のフライト後にお荷物を持って移動い
ただく必要はございません。

混雑することが多い一般の入国レーンではなく、
プライオリティレーンにご案内しスムーズに入国
いただきます。入国カウンターの前で一旦スタッフはお客様と離れ、
カウンターの奥にてお客様の
入国をお待ちします。

入国後スタッフが手荷物受取所までご案内いたします。

手荷物受取場で機内にお預けのお荷物が出てきたらスタッフにお教えください。

お荷物をお持ちしお迎えのハイヤーまでご案内いたします。

［注意事項］
※ご到着時のゲートがバスゲートとなった場合は、
バス降車場所から入国審査場までの距離が至近の為、
カートを利用しない事がございます。予めご了承下さい。
※空港内の諸事情（工事等）
により一部区間にてカートがご利用できない場合もございます。予めご了承ください。
※タイ国政府の指示により、
プライオリティレーンへのご移動時に電動カートをご利用いただけない場合があります。
この場合は、
専任スタッフが徒歩にてお客様をご誘導します。
予めご了承ください。

2

選ばれる理由 ＃2

ゆったり12 時間の
「ゴルフ送迎ハイヤー」
空港・ホテルから専用車でゴルフへ！しかも！ゆったり12 時間！
お客様専用車ですので
他のグループのお客様と同乗することがありません。
ゆったり12 時間のチャーターです。
万一の渋滞でも延長料金のご心配は無用です。
チャーターにかかる全ての料金はゴルフツアー料金に含まれていますので
高速代、
ガソリン代、
ドライバーへのチップも不要です。

スワンナプーム国際空港から

ホテル（バンコク市内）から

お客様の到着時間に合わせてお待ちしております。
スカ

お客様にご指定いただいた出発予定時間の 10 分前か

イウォークでお迎えしたスタッフが乗り場までご案内い

らホテルロビーにてお待ちしております。お客様専用の

たします。
お客様専用の車ですので他のお客様を待つこ

車ですので他のお客様を待つことなく、
すぐに目的地に

となく、
すぐに目的地に向けて出発いたします。

向けて出発いたします。

ゴルフ場に到着。
ドライバーはお客様のラウンドが終わるまでゴルフ場にてお待ちしております。

ゴルフ場に待機しておりますドライバーにお戻りの時間をお電話ください。
ホテルまたは空港へお
送りいたします。道中で立ち寄りたいスポットがあればチャーター時間内なら立ち寄ることもでき
ます。
ドライバーにお申し付けください。
※お迎え地点からゴルフ場への、
または、
ゴルフ場からお送り先地点への道中でお立ち寄りについては、最短ルートから外れる場合には追
加料金が生じることがあります。
ご了承ください。

スワンナプーム国際空港

又は

ホテル（バンコク市内）

■ご利用条件

・最大人員数 6 名〜 8 名（8 名様のゴルフバッグ、
キャリーバッグを人員分全て積載する場合 2 台必要になる場合があります）

・荷物大型スーツケース、
ゴルフバッグなど１人につき各１個まで。荷物が多く、掲載が難しい場合は、別途手配が必要となり、追加料金が必要となる場合があります。
・対人保険加入のため、旅行確定後にメール等で搭乗される予定のお名前を確認いたします。

［注意事項］

※到着の時間から最大 90 分までお客様をお待ち致しますが、90 分以内にお客様が集合場所にお越しにならない場合は、
いかなる事情におきましても送迎サービスをいたしかねます。
その
際の返金は不可となりますのでご了承ください。

※事前予約なしに大型荷物（ゴルフバッグ・大型ケース入り釣竿・ダイビング機材）
を持ち込まれた場合は車両手配の関係上、送迎をご利用いただけません。車両スペースに余裕がある場合
に限り送迎可能ですが、別途運搬手数料をご請求いたします。荷物の内容は申し込み後にメール等で確認させていただきます。

※本サービスのご利用は、
ゴルフツアー料金に含まれていますが、別途定めるゴルフ・タイランドサービス利用約款に従って、
キャンセル可能となる場合以外は、手配料は返金できません。

※万が一何らかの理由で送迎サービスをご利用いただけない場合、
それらによって生じた移動費用
（タクシー代等）
はいかなる事情におきましても返金不可となりますので予めご了承ください。

3

選ばれる理由 ＃3

A 通訳機「ポケトーク」
無料貸し出し
AI 通訳機「ポケトーク」
を無料貸出！ 会話で困る心配は無用です！
ボタンを押して話すだけで
タイ語はもちろん、英語、中国語など74 言語を双方向に翻訳！
通訳が一緒にいるみたいに、
ゴルフ場でキャディさんとコミュニケーションが取れ、
スコアアップに繋がります。
長文も瞬時に音声翻訳してくれるので、
ショッピングや食事などで細かなリクエストも伝えられます。

ゴルフツアー申込みページのポケトーク無料貸出の各項目をご記入ください。

空港またはホテルにて現地スタッフがお渡しします。

タイ国内にて無料でお使いいただけます。

空港またはホテルにて現地スタッフにご返却ください。

［ご注意］
・ご使用にはインターネット環境が必要です。
［無料貸出に含まれるもの］
POCKETALK 本体、USBケーブル、取扱説明書

選ばれる理由 ＃4

初日無料
「GTレンタルクラブ」
（1日目・1ラウンド）
ゴルフタイランドでゴルフツアーをご予約いただくとレンタルクラブが初日無料！

初日

GTレンタルクラブ

無料！
！
1日目・1ラウンドのレンタルクラブ代が無料

2日目以降は 1ラウンド800 バーツ

ゴルフタイランドでゴルフツアーをご予約いただいた方は、
レンタルクラブを初日無料（1日目・1ラウンド）
で
ご利用いただけます。
2日目以降は 1ラウンド800 バーツでご利用いただけます。

4

ゴルフ場一覧

ゴルフパラダイスと言われるタイの中でも、
さらに厳選した人気コースでラウンドいただけます。
ゴルフツアーには下記の料金が含まれています。
●12時間のハイヤー送迎
（スワンナプーム国際空港またはバンコク市内のホテルとゴルフ場間、
ドライバーフィーとガソリン代、
高速代含む）
●グリーンフィー
●キャディフィー
●カートフィー

アマタスプリングス

1

ロイヤルジェムズシティー

2

タイカントリークラブ

3

ニカンティゴルフ

6

パンヤインドラ

7

ザ・ロイヤル

8

アルパイン

4

ナワタニ

サミット ウィンドミル

9

ムアンゲオ

10

タナシティ

11

リバーデール

12

バンコクゴルフ

13

ザ ビンテージ

14

ラムルッカ

15

スワンゴルフ

16

カスカタ

17

ロータスバレー

18

レイクウッド

19

ロイヤルバンパイン

20

バンパコンリバーサイド

21

ロイヤルジェムサラヤ

22

セントアンドリュース

23

サイアムオールド

24

サイアムプランテーション 25

20

5

4
2

12 13
6

16

22

5

15

7

8
9
11
10 19

17

18

スワンナプーム国際空港

14

3

21
サイアムウォーターサイド 26

1

2928

パタナスポーツ

27

レムチャバン

29

27
ブラパ

2426
25
30
23
31

10Km

28

サイアムローリングヒルズ 30

シーチャン・ゴルフリゾート 31

5

送迎ハイヤー

ゴルフ場はご自身で手配されたお客様の
「ゴルフ送迎」
や
「空港ホテル間の送迎ハイヤー」
も承っております。

出発地
▼

到着地
▼

スワンナプーム
国際空港

スワンナプーム
国際空港

ホテル

ゴルフ場

ホテル

バンコク市内の
ホテル着の場合

1台

14,570 円

パタヤ市内の
ホテル着の場合

1台

22,230 円

バンコク市内の
ホテル着の場合

（ ゴルフ場：タイカントリークラブの場合 ）1台 23,950 円

パタヤ市内の
ホテル着の場合

（ ゴルフ場：タイカントリークラブの場合 ）1台 26,830 円
※ゴルフ場によって金額は異なります。

ホテル

ゴルフ場

ホテル

（ ゴルフ場：アルパインゴルフクラブの場合 ）1台 22,220 円

バンコク市内の
ホテル発着の場合

・
（ ゴルフ場： サイアムカントリークラブ
）1台 18,040 円
ローリングヒルズの場合

パタヤ市内の
ホテル発着の場合

※ゴルフ場によって金額は異なります。

ホテル

スワンナプーム
国際空港

ホテル

スワンナプーム
国際空港

ゴルフ場

バンコク市内の
ホテル発の場合

1台

14,570 円

パタヤ市内の
ホテル発の場合

1台

19,170 円

バンコク市内の
ホテル発の場合

（ ゴルフ場：アルパインゴルフクラブの場合 ）1台 24,060 円

パタヤ市内の
ホテル発の場合

・
（ ゴルフ場： サイアムカントリークラブ
）1台 24,930 円
ローリングヒルズの場合
※ゴルフ場によって金額は異なります。

価格は税込価格です。2020 年 4 月1日現在
■ご利用条件

・3 名様以上でご利用の場合の料金です。

・2 名様以下でご利用の場合、送迎費、手配料ともに金額が異なります。

・途中でルートを大きく逸れるお立ち寄りがある場合は、別途費用がかかります。
・料金は為替相場の変動などの諸条件により変更される場合があります。

・最大人員数 6 名〜 8 名 (8 名様のゴルフバッグ、
キャリーバッグを人員数全て積載する場合 2 台必要になる場合があります)）

・荷物大型スーツケース、
ゴルフバッグなど１人につき各１個まで。荷物が多く、掲載が難しい場合は、別途手配が必要となり、追加料金が必要となる場合があります。
・対人保険加入のため、旅行確定後にメール等で搭乗される予定のお名前を確認いたします。
［注意事項］

※到着の時間から最大 90 分までお客様をお待ち致しますが、90 分以内にお客様が集合場所にお越しにならない場合は、
いかなる事情におきましても。観光ハイヤーサービスをいたしかね

ます。
その際の返金は不可となりますのでご了承ください。

※事前予約なしに大型荷物（ゴルフバッグ・大型ケース入り釣竿・ダイビング機材）
を持ち込まれた場合は車両手配の関係上、
ハイヤーをご利用いただけません。車両スペースに余裕がある
場合に限り運行可能ですが、別途運搬手数料をご請求いたします。荷物の内容は申し込み後にメール等で確認させていただきます。

※本サービスのご利用は、別途定めるゴルフ・タイランドサービス利用約款に従って、
キャンセル可能となる場合以外は、料金は返金できません。

※万が一何らかの理由で送迎ハイヤーサービスをご利用いただけない場合、
それらによって生じた移動費用
（タクシー代等）
はいかなる事情におきましても返金不可となりますので予めご了
承ください。

6

観光ハイヤー

貸切の観光ハイヤーで
ゆったり巡るバンコクも◎。魅力溢れるスポットを目一杯巡るのも◎。

お客様専用車ですので
他のグループのお客様と同乗することがありません。
高速代、
ガソリン代も料金に含まれていますので追加料金なし！
ドライバーやガイドへのチップも不要です。

最大 8 人までご乗車いただけます。

バンコク市内の
ホテル

観光ハイヤー料金

バンコク市内の
ホテル
観光
（6 時間または12 時間）

貸切時間

ガイドなし

ガイドあり

6時間

18,800円

27,600円

12時間

22,630円

33,130円

価格は税込価格です。2020 年 4 月1日現在

■ご利用条件
・料金は為替相場の変動などの諸条件により変更される場合があります。
・最大人員数 6 名〜 8 名 (8 名様のゴルフバッグ、
キャリーバッグを人員数全て積載する場合 2 台必要になる場合があります)）
・荷物大型スーツケース、
ゴルフバッグなど１人につき各１個まで。荷物が多く、掲載が難しい場合は、別途手配が必要となり、追加料金が必要となる場合があります。
・対人保険加入のため、旅行確定後にメール等で搭乗される予定のお名前を確認いたします。
［注意事項］
※到着の時間から最大 90 分までお客様をお待ち致しますが、90 分以内にお客様が集合場所にお越しにならない場合は、
いかなる事情におきましても。観光ハイヤーサービスをいたしかね
ます。
その際の返金は不可となりますのでご了承ください。
※事前予約なしに大型荷物（ゴルフバッグ・大型ケース入り釣竿・ダイビング機材）
を持ち込まれた場合は車両手配の関係上、
ハイヤーをご利用いただけません。車両スペースに余裕がある
場合に限り運行可能ですが、別途運搬手数料をご請求いたします。荷物の内容は申し込み後にメール等で確認させていただきます。
※本サービスのご利用は、別途定めるゴルフ・タイランドサービス利用約款に従って、
キャンセル可能となる場合以外は、料金は返金できません。
※万が一何らかの理由で観光ハイヤーサービスをご利用いただけない場合、
それらによって生じた移動費用
（タクシー代等）
はいかなる事情におきましても返金不可となりますので予めご了
承ください。

7

よくあるご質問

予約
ウェブサイトにないゴルフ場の予約はできますか？

基本的に完全会員制のプライベートクラブでなければバンコク、
パタヤ

のほとんどのゴルフ場について、
ご予約は可能です。
ただし、
当サイトに掲載されていないゴルフ場の場合、
カートが無かった
り不足していたりすることもございますので、
ご容赦願います。
申し込み後の予約確定は、
いつになりますか？

ゴルフ場によっては、2 週間前や6日前にならないと、予約申込を受け付
けないところもございます。予約開始日より順次確定しますので、予約が
確定次第、
ご通知させていただきます。
１ヵ所でも予約が確定した場合、
ご入金をお願いいたします。
２サムでのプレーはできますか？

弊社では２サムでのプレーはお受けしておりません。

５人打ちはできますか？

ゴルフ場により認められないゴルフ場もございますので、
ご相談ください。
スタート時間は何時から予約可能でしょうか？

早朝のスタートで最も早い時間は、
６：００のスタートとなりますが、明る

くなってからのスタートですので、
日の出によりスタート時間が決められ
ています。
午前予約は８：３０を目安にほとんどのゴルフ場はスタートを停止しま
す。
その後は午前１１時頃からスタートを再開しています。
現地での追加プレーは可能でしょうか？

当日追加でプレーを希望される場合は、
ゴルフ場の予約状況により、対
応できないことも ありますので、
できる限り事前のお申し込みをお願い
いたします。
ゴルフをプレーしない同伴者と、一緒にゴルフ場コース内を帯同できま
すか？

基本的にゴルフをしない場合も、
ゴルフコースに入場する際は、
プレーヤー

と同等のグリーンフィーが必要なゴルフ場が多いため、
ご相談ください。
た
だし、
レストランで待機される場合は問題ございません。

ゴルフ場に行く際の送迎車はホテルのどこで待機していますか？

ホテルのロビーにて待ち合わせ時間にドライバーがお客様のお名前が記
載されたバネルを持って待機しています。

もし、送迎車がホテルの駐車場で待機できない場合は、
ホテルのフロント
スタッフもしくはベルキャプテンに伝言しておりますので、
ご確認くださ
い。
プレーが早く終わって、帰りにマッサージ等に立ち寄りたい場合に追加
料金はかかりますか？

基本的にゴルフ場からホテルへのコースを外れなければ、追加料金はか
かりません。
ご宿泊ホテル周辺のおすすめのマッサージ店などをご紹介
することも可能です。
ぜひ、
ご相談ください。

ゴルフ
クラブハウスの施設で日本と異なる点はありますか？

ゴルフ場にもよりますが、
日本と同様の設備があります。大浴場はござい
ません。
練習設備はありますか？

ほとんどのゴルフ場に、
パッティンググリーンがありますが、
ドライブレン
ジ、
アプローチ練習場はないゴルフ場もあります。
ゴルフ場にレンタルクラブはありますか？

どのゴルフ場もレンタルクラブはありますがゴルフ場によって取り扱い内
容は異なります。
女性用、左利き用は数が少ないため、
ご持参されることをおすすめいたし
ます。
ゴルフ場にはレンタルシューズはありますか？

どのゴルフ場もレンタルシューズはあります。
ただ、
サイズが不足している
場合もあり、
また衛生面の問題からもご持参されることをおすすめいた
します。
次回の来タイが近いのですが、
ゴルフバッグを預かってもらうことはで

きますか？

現在、
お預かりサービスは、
ご提供しておりません。

送迎
運転手は、
日本語を話せますか？

通常、簡単な英語とタイ語のみでの会話となります。

キャディは何人つきますか？

お客様お１人につき、
１名のキャディさんがつきます。
キャディは日本語を話しますか？

ほとんどのキャディさんは日本語が話せず、簡単な英語もしくはタイ語で

プレー後に、送迎車が見つからない場合はどうしたらいいですか？

のコミュニケーションとなります。

ネームカードをゴルフ場のフロントにお渡しください。
フロントからドライ

キャディへのチップは必要ですか？

ゴルフ場到着時にドライバーからネームカードをお渡しいたします。
その
バーをお呼び出しいたします。
ドライバーへのチップは必要ですか？

ゴルフタイランドでは、
ゴルフ場送迎の場合はドライバーへのチップ、高
速代など全て代金に含まれておりますので基本的には不要です。
ただし、
ゴルフ場送迎以外に別途でチャーターされた場合には必要となります。

通常、
お１人様３００〜５００バーツがキャディチップの目安となります。

プレー終了後にお渡しください。
複数のキャディを同伴させることはできますか？

キャディフィー、
キャディチップとも追加で発生しますが、可能なゴルフ場
もございます。
ご相談ください。
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よくあるご質問

キャディを指名したいのですが、
できますか？

空港

カートはフェアウェーに乗り入れできますか？

・タバコ類

また、雨の後など天候によりフェアウェーに乗り入れができないこともご

税関申告不可で、超過分は原則として没収および罰金となります。

キャディさんの出勤状況によるため、基本的には承ることができません。

乗り入れができず、
カート道もしくはラフまでのゴルフ場もあります。

ざいます。

免税の範囲をおしえてください。

タバコ類の持ち込みは１人２５０グラム、
または２００本までとなります。
他人の分を持っているだけでも没収および罰金となりますので、
ご注意
ください。

フルバックからのラウンドはできますか？

・電子タバコ

なるほど、条件が厳しくなります。

１０年以下の懲役または５０万バーツの罰金のいずれかが科せられます

基本的にはハンディキャップの認定書を持参してください。名門コースに

スタート時にキャディさんにフルバックからラウンドする事を伝えて、
ハン
デの認定書を渡してください。
スターターにより承認が必要となります。
プロの場合は、PGAのメンバーカードを持参ください。
スタート時間に遅れた場合

ゴルフ場へのプレーフィーはお支払いしていますので、
スタートする権利
はありますが、順番待ちということになります。
メンバーコースなどでは、受付に応じてくれずプレーができない場合もご
ざいます。
この場合はご返金はいたしかねますので、
ご了承ください。
コース上に売店はありますか？

ハーフ
（９H）
あたりに２箇所くらいあるところが多いです。
売店ではどんなものを売っていますか？

飲み物は、
お水、
ソフトドリンク
（炭酸飲料）、
コーヒー、
ビールなどのアル
コール飲料など。
食べ物は、軽食、
フルーツ、
スナックなどがございます。

電子タバコはタイへの持ち込みが禁止されています。違反した場合には
ので、持ち込まないでください。
・酒類
お酒類の持ち込みは１本（１リットル）以下で、
それ以上の持ち込みは原
則として没収または罰金を科せられる場合があります。
イミグレーションでは何か書類を提出しますか？
パスポートと入出国カードを提出してください。

入出国カードは通常、
タイへ向かう飛行機の中で配布されます。機内に
て記入しておいてください。半券（出国カード）は出国時やホテルへの
チェックインの際に必要となりますので、無くさずにお持ちください。
ファストトラックとはどんなサービスですか？
詳しくはP2をご確認ください。

ファストトラックのスタッフは日本語ができますか？
基本的には簡単な英語とタイ語のみとなります。

ファストトラックのスタッフにチップは必要ですか？

ゴルフ場でのお忘れものをした場合はどうすればよいでしょうか？

基本的には必要ありません。

ゴルフ場へ電話で確認させていただきます。
ご利用になられたロッカーの

空港で、送迎車との待ち合わせの場所はどこになりますか？

・ロッカーに忘れた場合

番号を覚えておられると確認がスムーズです。
ロッカー受付に記入された
お名前から、
ロッカー番号を検索できますので、
お名前もお伝えください。
・カートに置き忘れた場合
ゴルフ場へ電話で確認させていただきます。
ゴルフ場からキャディに確認
してもらいます。
・レストランに置き忘れた場合
ゴルフ場に電話で確認します。
どの辺のテーブルに居たのかをお伝えください。
※携帯電話のお忘れ物
（落し物）
が最も多くなっています。
ラウンド中に落
としてしまった場合は、
見つからないケースが多いので、
ご注意ください。
現地で追加ラウンドをした場合、
カードで支払うことはできますか？

可能なゴルフ場もございます。
ただし、JCB、AMEX、
ダイナースは受け付
けていないゴルフ場が多いです。
タイは電子タバコが禁止されていますか？

日本ではあまり知られていませんが、
タイでは電子タバコ禁止条例がタ
イ商務省から、2014 年 12月27日より発令されています。
アイコス等の
電子タバコをはじめ、加熱式のタバコも含まれます。違反した場合、最高
で１０年の懲役、
または５０万バーツの罰金のいずれかが科せられます。
個人的に所持・利用していた場合でも罰せられますので、
タイへ渡航さ

国際線到着出口 Bを通過後、
出口③の
「Meeting Point」付近で送迎車
のドライバーが待機しております。
基本的には送迎車のドライバーへの引き継ぎまでファストトラックのス
タッフが誘導いたします。
ご安心ください。
※到着便の荷物受け取りターンテーブルによっては到着出口 C が近い
場合もありますので、
ご注意ください。
早朝空港からそのままゴルフ場に行くことはできますか？

もちろん可能です。
スワンナプーム国際空港からお近くのゴルフ場をお勧
めさせていただきます。
空港内で両替はできますか？

市内より若干レートが悪いですが、
スワンナプーム国際空港の両替は２
４時間可能です。
帰国の際に早く空港に着いた場合、空港内でどのように時間を潰した

らいいですか？

スワンナプーム国際空港の１階フロアにはフードコートがあり、色々なタ
イ料理が味わえます。
また、制限エリア内にはマッサージ店や有料ラウン

ジ等があります。

れる場合は十分にご注意ください。
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ゴルフタイランド ライジングレディースカップ

Photo：
第1 〜 4 回大会上位入賞者

通常は完全紹介制でご参加いただいている
女子プロ・研修生とラウンドするゴルフ競技会へ
ゴルフタイランドのゴルフツアーをご利用いただいたお客様を

特別価格でご優待しています。
ぜひご参加ください。
女子プロゴルファーを目指す選手の
応援をしています

ライジングレディースカップ
アマチュアゴルファーが大会を通じて
女子プロゴルファーを目指す選手との交流をはかり、
継続的に選手を応援することを趣旨として
開催しています。

▶お問合せ ： ゴルフタイランド 担当幹事 石田 TEL.090-5051-0104
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運営会社概要

■会社名

シェアテック株式会社

■代表者

石田 篤史

■本社所在地

〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町 2 丁目9-25 1002 号

■電話番号

06-6628-8830

■設立

平成 7 年 12月11日

■事業内容

情報提供サービス業
医療用具の輸入及び販売
コンピューター及び周辺機器の販売
損害保険代理業
旅行業法に基づく旅行業者代理業
ゴルフ教室の開設、指導
ゴルフツアー及びイベントの企画、実施及び運営業務

■資本金

1 億円

■許可・登録・免許

大阪府知事登録 旅行業者代理業（第 5551 号）

■提携関係

自社 WEBサイト
「ゴルフタイランド」
における
［タイ政府観光庁］
との相互リンク等の提携
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