
出発地 出発日区分 月〜木曜発 金曜発 土曜発 日・祝日発 特別日発

羽田
A 10/1〜10/31 75,800円 89,800円 99,800円 85,800円

（10/12・13）
128,000円

B 9/1〜 30 85,800円 95,800円 105,800円 89,800円
（9/14・15・21・22）
128,000円

中部
※大阪

A 10/1〜10/31 82,800円 99,800円 114,800円 89,800円
（10/12・13） 

148,000円

B 9/1〜 30 95,800円 109,800円 119,800円 99,800円
（9/14・15・21・22）
148,000円

出発区分 日〜水曜発 木曜発 金曜発 土曜発 特別日発Ⅰ 特別日発Ⅱ

9/1〜10/31 132,000円 136,000円 153,000円 143,000円
（9/15・22,10/13）
153,000円

（9/14・21,10/12）
158,000円

①
　8:00 頃　　 9:10 頃　  　　                                               　　　　　　　

羽田AP→能登 AP＝＝送迎車・60 分＝＝
加賀屋【夕食・泊】

　　　ANA747　　                     （他のお客様と同乗）          

②
　　  　　　　　  タクシー　                                           タクシー　
ホテル（朝食後）−−−−  ゴ ル フ プ レ イ −−−−加賀屋【夕食・泊】
　　　　　　　　  各自負担 < 右記のうちいずれか>  各自負担

③
  　　　　　  　　タクシー　                                           タクシー　　  16:50　　  17:55
ホテル（朝食後）−−−−  ゴ ル フ プ レ イ −−−−　能登 AP →羽田AP
　　　　　　　　  各自負担  < 右記のうちいずれか>各自負担                    ANA750

利用ホテル 4 名様 1 室 3 名様 1 室 2 名様 1 室
加賀屋　能登渚亭 4,500 円 14,000 円
加賀屋　雪月華 5,000 円 12,000 円 21,000 円
加賀屋　浜離宮 27,000 円 34,000 円

①

　　　　　　　　　　　 タクシー　　　　　　　　　　　  タクシー
　8:00頃　　　9:10頃　

（20分）　　　　　　　　　　　（40分）A ホテル JALCITY 青森
羽田AP→青森AP−−− 青森カントリークラブ −−− B ホテル青森（3,000円増）
　　　JAL141　　　　各自負担    

利用税 800円　　　  各自負担　　　  洋室ツインルーム
　　　　　　　　　　 約3,000円 キャディーフィー（4B）3,240円　

約4,000円

②
　　　　　　　　　送迎　　　　　　　　　　　　　送迎　20:30頃　　　21:45頃
ホテル（朝食後）＝＝＝ 夏泊ゴルフリンクス＝＝＝ 青森 AP→羽田AP
　　　　　　　（60分）　利用税 900円　　　　　（70分）         JAL150
　　　　　　　　　　　　キャディーフィー（4B）2,916円            JAL148(17:00-18:20)は 3,000 円増

片山津ゴルフ倶楽部・片山津ゴルフ場
★白山コース（5,000 円割増）　18H 7,118Y P72 佐藤儀一設計　キャディー付・歩いてラウンド
　加賀コース　　　　　　　　18H 7,038Y P72 加藤俊輔設計　セルフ・乗用カート利用
　日本海コース　　　　　　　18H 6,558Y P72 佐藤儀一設計　セルフ・乗用カート利用

①
　　　　　朝便　　　　　タクシー（15分）　　　　　　　タクシー（10分）
羽田AP→小松AP−−−−−−−ゴルフプレイ−−−−−−−ホテルアローレ
　　　JAL・ANA　　　　各自負担　〈上記のうちいずれか〉各自負担　　　　【夕食／泊】

②
　　　　　　　　タクシー（10 分）　　　　　　タクシー（15分）
ホテル（朝食後）−−−−−−ゴルフプレイ−−−−−−−小松AP→羽田AP
　　　　　　　　各自負担　〈上記のうちいずれか〉各自負担　　　　JAL・ANA

①
東京駅（6:04）　東北新幹線　9:19 着　送迎　　　　　　　　　　　　　送迎　ホテル
上野駅（6:10）　　　　　盛岡駅 ＝＝＝メイプルカントリークラブ ＝＝＝ 安比グランド
大宮駅（8:30）　やまびこ41号　　　　（50分）利用税 1,130 円　　　　　　（50 分）・タワー館
　　　　　　　　　　　　　　　　　キャディーフィー（4B）3,880円　　　　　　【夕食／泊】

②
　　　　　　　  シャトル　　　　　　　　　　  シャトル　17:54 頃 東北新幹線 大宮駅（20:47）
ホテル（朝食後）＝＝＝ 安比高原ゴルフクラブ ＝＝＝ 盛岡駅　　　　　上野駅（21:07）
　　　　　　　（10分）　利用税 700円　　　　　（60分）　　　　やまびこ54号　東京駅（21:12）
　　　　　　　　　　　　キャディーフィー（4B）2,310円                         ★はやぶさ号は片道 2,000 円割増

①

　6:00頃発　　　　8:00頃　 8:30頃　9:00頃着
　　　　　　上越新幹線　　　　　特急　　　　　送迎　　　　　　　　　　　送迎東京・上野　　　　　新潟駅　　　中条駅 ＝＝＝ 日本海 　　　　　＝＝＝ ホテル
大宮駅　　　　とき　　　　　いなほ　　　（20分）カントリークラブ（60分）日航新潟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用税 1,200円　キャディーフィー（4B）3,240円

②

　　　　　　　　タクシー　　　　　　　　　　タクシー　　　　　　　（60分）　　　　　　　　　（60分）　　　 上越新幹線
ホテル（朝食後）−−− 紫雲ゴルフ倶楽部 −−−新潟駅　　　　　大宮・上野
　　　　　　　各自負担　　　　　　　　各自負担　　　　　とき　　東京駅
　　　　　　　　

約10,000円
　　　　　　　　　

約10,000円

　　　　　　　　　　　　利用税 1,200円　キャディーフィー（4B）3,240円 出発区分 月〜木曜発 金曜発 土曜発 日・祝日発 特別日発　

9/1〜10/31 69,800円 75,800円 79,800円 72,800円
（9/14・15・21・22、10/12・13）
99,800円

出発区分 水・木曜発 金・日・祝日発 土曜発 特別日発

9/1〜10/31 89,800円 95,800円 99,800円
（9/14・15・21・22、10/12・13）

124,000円

出発区分 月〜木曜発 金・日・祝日発 土曜発 特別日発

9/1〜10/31 87,800円 92,800円 97,800円
（9/14・15・21・22、10/12・13）

99,800円

出発区分 月〜木曜発 金曜発 土曜発 日・祝日発 特別日発Ⅰ 特別日発Ⅱ

9/1〜10/31 79,800円 84,800円 89,800円 79,800円
（9/13・20、10/11）

92,800円
（9/14・15・21・22、10/12・13）

95,800円

基本ゴルフ場 ●北海道ゴルフ倶楽部　千歳から40 分（ホテル・空港への送迎有）
イーグルコース 18H 水面を多く取り入れた美しい景観の広々としたアメリカンタイプ

ライオンコース 18H ラフに大小のマウンドを取り入れたスコティッシュリンクスの雰囲気を持つハードなコース

利用税 880 円、キャディーフィー＆カートフィー（4B）7,200 円　※セルフプレイ可

　日本プロゴルフ選手権開催ゴルフコース　（割増料金がかかるゴルフ場です。）

★小樽カントリー倶楽部
1978 年開催 小林富士男 優勝

平日15,000 円増　土・日・祝日18,000 円増
千歳から70 分（高速道路）　利用税1,200 円、キャディーフィー（4B）3,888 円

★恵庭カントリー倶楽部
2009 年開催 池田勇太 優勝

平日12,000 円増　土・日・祝日12,000 円増
千歳から30 分　利用税1,200 円、キャディーフィー（4B）3,240 円

①
　　　ANA早朝便　  　タクシー　                                               　　　　　　　タクシー　※北海道GCは送迎付
各地 AP→千歳 AP−−−− 　ゴ　ル　フ　プ　レ　イ　−−−− ANAクラウンプラザホテル千歳
　　　　　　　　　　　  各自負担      < 下記のうちいずれか>　　各自負担

②
　　　　　　　　　送迎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   送迎　
ホテル（朝食後）＝＝＝ 　北海道クラシックゴルフクラブ　＝＝＝

千歳 AP→各地 AP

　　　　　　　（30分）　利用税1,200 円、キャディーフィー（4B）4,320 円　（30分）　
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