
8/6
（木）

　　 8:00 頃　　　 9:15 頃　　　   　　　　　                           19:00 頃〜   　     バス  
羽田空港発 ⇒ 青森空港着 ＝＝＝   ＜ 送　迎 ＞　＝＝＝   ねぶた祭見学   ＝＝＝  まかど観光ホテル
　　　　　JAL141　 　 　   　 　  （三内丸山遺産、駅前市場等）          　　             （60分）　　　　　　  【泊】

8/7
（金）

　　　　　　　　バス　    夏泊ゴルフリンクス<セルフ・乗用カート>　       バス  
ホテル（朝食後）　＝＝＝

　　ねぶた祭フィナーレ〜海上運行19:00 〜　 
＝＝＝  青森  ホテル青森【泊】

　　　　　　　　　（45 分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （60分） 

8/8
（土）

　　　　　　　　　バス　　　　　　　　　　　　　　　　  　 バス                17:05 頃　　　　18:20 頃
ホテル（朝食後）＝＝＝ 　 　青森カントリー倶楽部　　＝＝＝  　  青森空港発  ⇒  羽田空港着
　　　　　　　　（40 分）  <キャディー付歩き>※カート要予約　（20 分）　　　　　　　  　JAL148　　

旅行代金 　138,000円
旅行代金

東京・上野発着 大宮発着

139,800円 138,000円

8/3
（月）

東京駅（14:56） 上野新幹線　（16:35）  徒歩　　　　　　　　　　　　     徒歩 22:40〜23：00頃発  上越新幹線25分     　　     タクシー  
上野駅（15:01）　　　　　長岡駅 ……  長岡まつり大花火大会2020 …… 長岡駅   　　            新潟駅 ＝＝＝ 
大宮駅（15:21） 「とき327号」　　　約20分　　                             ※混雑が予想されます   　とき号 　    　         5〜15分 

8/4
（火）

　　　  　　　　   送迎　　　　　                                            　　　  送迎
ホテル（朝食後）　＝＝＝＝  　　紫雲ゴルフ倶楽部・加治川コース　　＝＝＝＝　同上【泊】
　　　　　　　　約60分　★キャディー付／乗用カート利用<1.0R>  約60分

8/5
（水）

　　　　　　   
                    送迎　　      日本海カントリークラブ       送迎   （19:30）上越新幹線 大宮駅（21:26）
ホテル（朝食後）＝＝＝    （中コース→東コース）<1.0R> ＝＝＝ 新潟駅　　　　  上野駅（21:46）
　　　　　　  約60分　　　★セルフ／乗用カート利用　      約60分 　      「とき344号」 東京駅（21:52）

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
　　　　　　　　送迎　　　　　　　　　　　送迎　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）
　　　　　　　（7分 ）　利用税 700円　　　　　（70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Ⅰ 特別日発Ⅱ

5/7〜6/6 59,800円 69,800円 75,800円 65,800円 − −

6/7〜7/9
8/20 〜10/31 69,800円 75,800円 79,800円 72,800円

 （9/18）
92,800円

（9/19 〜 21）
99,800円

7/10 〜31
8/7〜19 92,800円 95,800円 99,800円 95,800円

（7/22）
92,800円

（7/23 〜 25，8/8 〜13）
108,000円

出発区分 水・木曜発 金・日・祝日発 土曜発 特別日発Ⅰ 特別日発Ⅱ

5/7〜6/6 79,800円 89,800円 95,800円 − −

6/7〜7/11
8/20 〜10/31 89,800円 95,800円 99,800円

 （9/18）

118,000円
（9/19 〜 21）

124,000円

7/12 〜8/19 114,800円 124,000円 128,000円
 （/22）

118,000円
（7/23 〜 25，8/8 〜13）

132,000円

出発区分 月〜木曜発 金・日・祝日発 土曜発 特別日発Ⅰ 特別日発Ⅱ

5/7〜6/6 79,800円 85,800円 89,800円 − −

6/7〜7/9
8/20 〜10/31 87,800円 92,800円 97,800円

 （9/18）

99,800円
（9/19 〜 21）

102,000円

7/10 〜8/19 89,800円 95,800円 99,800円
 （7/22）

99,800円
（7/23 〜 25，8/8 〜13）

108,000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
5/7〜7/9
8/20 〜10/31 79,800円 84,800円 89,800円 79,800円

 （9/18）

92,800円
（9/19 〜 21）

95,800円

7/10 〜 8/1
8/4 〜19 83,800円 89,800円 92,800円 87,800円

 （7/22）

92,800円
（7/23 〜 25，8/8 〜13）

99,800円


