
世界中に夢と感動のゴルフ旅　SINCE1986

TEL.03-3535-5111
www.jetgolf.co.jp

詳しい旅行条件を説明したパンフレットをお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込みください。

株式会社 ジェットアンドスポーツ 〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-2 タツビル2F

FAX.03-3535-2230　営業時間 月〜金 9:30〜18:00（土日祭休）　担当 細野順一 五十嵐達也
観光庁長官登録旅行業第1076号　（社）日本旅行業協会正会員 　IAGTO 国際ゴルフツアーオペレーター協会会員
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 2017春から秋
東北・北陸ジェットゴルフ®

大小のマウンドを持つフェアウェイとポットバンカー、ヒース、
そして風。北緯41度のシーサイドリンクスを。

ミズノオープン27年間開催“朱鷺の台CC”と、安田幸吉設計“能登CC”、日本海の眺めが最高“能登島G&CC”より。

'04日本オープン、'08日本女子プロ開催、北陸を代表する
名コース“片山津GC”、3コース54ホールズより。

第50回日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯開催決定
高原の爽やかなリゾートゴルフです。

'08日本女子オープンの舞台、名匠藤田欽也の“紫雲GC”と
雄大なシーサイドコース“日本海”の2プレイ。

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）
　　　JAL1201　　　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）
　　　　　　　　　　　　キャディーフィー（4B）2,916円

①
　09:40　　　10:40
羽田AP→能登AP＝＝ 送迎車・60分（他のお客様と同乗）＝＝ 加賀屋【夕食／泊】
　　　ANA747　　　　　※午後はフリータイムとなります。名宿をゆっくりとご堪能ください。

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　　16:55　　　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

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　キャディー付・乗用カート利用
　日本海コース　　　　　　　18H 6,558Y P72 佐藤儀一設計　キャディー付・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（15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（6:56）　東北新幹線　9:18 着　送迎　　　　　　　　　　　　　送迎　ホテル
上野駅（7:02）　　　　　盛岡駅 ＝＝＝メイプルカントリークラブ ＝＝＝ 安比グランド
大宮駅（7:22）　はやぶさ3号　　　　（40分）利用税 1,130 円　　　　　　（40 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　20:30頃 東北新幹線　大宮駅（19:22）
ホテル（朝食後）＝＝＝ 安比高原ゴルフクラブ ＝＝＝ 盛岡駅　　　　　上野駅（19:42）
　　　　　　　（60分）　利用税 700円　　　　　（70分）　　　　はやぶさ3号　東京駅（19:48）
　　　　　　　　　　　　キャディーフィー（4B）2,310円

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 ※ねぶた祭り期間（8/1 〜 8/6出発）は設定中止となります。

●7/14、8/10・13、9/15、10/6出発は土曜発代金が適用されます。

●7/16、8/9・12・13、9/17、10/8出発は金曜発代金が適用されます。

●7/14、8/10・13、9/15、10/6出発は土曜発代金が適用されます。●7/14、8/10・13、9/15、10/6出発は土曜発代金が適用されます。●7/14、8/10・13、9/15、10/6出発は土曜発代金が適用されます。

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

5/8〜6/15 59,800円 69,800円 75,800円 65,800円 − −
6/16〜7/13
8/20〜10/31 69,800円 75,800円 79,800円 72,800円

（9/17、10/8）
99,800円

（9/16、10/7）
108,000円

7/14〜31
8/7〜19 92,800円 95,800円 99,800円 95,800円

（7/16、8/12）
99,800円

（7/15、8/11）
102,000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

5/8〜6/15 128,000円 134,000円 148,000円 138,000円 − −

6/16〜7/13
8/20〜10/31 132,000円 136,000円 153,000円 143,000円

（9/15、10/6）
153,000円

（9/16、10/7）
158,000円

7/14〜8/19 136,000円 138,000円 158,000円 148,000円
（7/14、8/10）
160,000円

（7/15、8/11）
164,000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

5/8〜6/15 79,800円 89,800円 95,800円 − −
6/16〜7/13
8/20〜10/31 89,800円 95,800円 99,800円

（9/17、10/8）
118,000円

（9/18、10/7）
124,000円

7/14〜8/19 114,800円 124,000円 128,000円
（7/16、8/12）
128,000円

（7/15、8/11）
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

5/8〜6/15 79,800円 85,800円 89,800円 − −
6/16〜7/13
8/20〜9/2
9/11〜10/31

85,800円 89,800円 94,800円
（9/17、10/8）

95,800円
（9/16、10/7）

99,800円

7/14〜8/19 89,800円 95,800円 99,800円
（7/16、8/12）
99,800円

（7/15、8/11）
102,000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

5/8〜7/13
8/20〜10/31 79,800円 84,800円 89,800円 79,800円

（9/17、10/8）

92,800円
（9/16、10/7）

95,800円

7/14〜31
8/4〜19 83,800円 89,800円 92,800円 87,800円

（7/16、8/12）

95,800円
（7/15、8/11）

99,800円

●羽田〜青森 個人包括割引運賃適用の往復航空運賃
● 2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィを除く）
●1泊朝食付宿泊料（2〜3名様1室利用）

●羽田〜能登 個人包括割引運賃適用の往復航空運賃
●行程中に明示した区間の送迎料金
● 2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィを除く）
● 2泊2朝2夕食付宿泊料（能登渚亭和室：4名様1室利用）

●羽田〜小松 個人包括割引運賃適用の往復航空運賃
● 2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィを除く）
●1泊朝夕食付宿泊料（2〜3名様1室利用）

●東京（又は上野・大宮）→盛岡 往復JR運賃、新幹線特急料金（指定）
● 2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィを除く）
●1泊朝夕食付宿泊料（2〜3名様1室利用）　●行程中に明示した区間の送迎料金

●東京（又は上野・大宮）→中条、新潟→東京のJR運賃、特急料金（指定）
● 2ラウンドのGF・諸費用（利用税・キャディーフィを除く）
●1泊朝食付宿泊料（2〜3名様1室利用）　●行程中に明示した区間の送迎料金

含まれる
も　の

含まれる
も　の

含まれる
も　の

含まれる
も　の

含まれる
も　の

青　森 加賀温泉リゾート
『アローレ』ステイ

岩手高原
リゾートステイ新　潟 青森CC・夏泊GL　2ラウンド　2日

能登半島セレクトゴルフ　2ラウンド　3日

片山津ゴルフ倶楽部　2ラウンド　2日メイプル&安比高原　2ラウンド　2日紫雲GC・日本海CC　2ラウンド　2日 2名様より
参加可能

2名様より
参加可能

3名様より
（5名様不可）

2名様より
参加可能

3名様より
（5名様不可）

一部行程送迎付全行程送迎付一部行程送迎付

★実施期間：2017年5月8日〜10月31日
★大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌など全国主要空港からのご出発、ご家族同伴も可能です。ご出発の14日前までにお申し込み下さい。

2名様より参加可能
（一部コース3名様から／5名様不可）

東北・北陸へは新幹線の利用も可能
（旅行代金は別途お見積りいたします。）

東京〜新青森 最速3時間18分 東京〜金沢 最速2時間28分

紫雲ゴルフ倶楽部
加治川 18H P72 藤田欽也設計／飯豊 18H P72 デニスグリフィス設計 昭和40年開場

夏泊ゴルフリンクス
18H 7,124Y P72 海老原寿人設計 '78開場

'95年日本プロゴルフ選手権開催コース

2004 日本オープンゴルフ選手権
2008 日本女子プロゴルフ選手権

2015 日本女子オープンゴルフ選手権
片山津ゴルフ倶楽部
白山・18H 加賀・18H 日本海・18H 昭和32年開場

安比高原ゴルフクラブ
チャンピオンコース 18H 6,979Y P72 新井剛設計 '78年開場

能登カントリー倶楽部

眉丈台コース　18H 6,855Y P72

和倉温泉『加賀屋』

浜離宮

能登渚亭 能登宮殿

雪月花

能州台コース　18H 6,883Y P72

能登島ゴルフ&カントリークラブ

9/7〜10 日本女子プロゴルフ選手権開催決定

歴史と共に受け継がれる伝統と風格、京都・奈良で一番歴史のあるゴルフ場2ラウンドです。老松や数々の樹々が、
紳士達の社交場として華やいだ往時を物語る特別なひと時です。

■旅行日程：2017年5月24日（水）〜5月26日（金）2泊3日　◆申込締切日：5月10日（水）

出発地 東京駅発 新横浜駅発 名古屋駅発

旅行代金 128,800円 126,000円 112,000円

★1名様参加、1名様で1室をご利用の場合は、6,480円増となります。

★募集人員：28名様　★最少催行人員：12名様　★添乗員同行

5/24
（水）

東 京 駅（09:50）
新横浜駅（１０：０８）　　　　京都駅（12:08） ＜フリータイム＞ −−−ダイワロイネットホテル京都駅前
名古屋駅（11:31）　新幹線のぞみ105号　　　　※交通費お客様負担

5/25
（木）

　　　　　　　　　送迎　 SGC関西親睦コンペ　　　　　　　　送迎
ホテル（朝食後）−−−−− 京都ゴルフ倶楽部（上賀茂コース）−−−−− 同上ホテル
　　　　　　　　30分　　　乗用カート利用・セルフ　　　　　　　30分

5/26
（金）

　　　　　　　　　送迎　　　　　　　　　　送迎　　　　　　　　　　　　名古屋駅（18:52）
ホテル（朝食後）−−−−− 奈良国際ゴルフ −−−−− 京都駅（18:18）　　　　新横浜駅（20:14）
　　　　　　　　50分　倶楽部 　　　　　50分　　　　新幹線のぞみ44号　 東 京 駅（20:33）

　含まれる ●各地〜京都 往復JR 運賃、指定席特急料金（普通車）

　も　の ● 2.0RのGF・諸費用・奈良国際GCのキャディーフィ（利用税は現地でご清算ください。）
 ● 2泊2朝食付宿泊料（2〜3名様で1室利用）　●行程中に明示した区間の送迎料金

京都ゴルフ倶楽部（上賀茂コース）　18H 5,910Y P69

進駐軍の軍政官、ハロルド・シェフィールド少佐によって、戦後間もない1948年（昭和23年）に開場した京都で最も歴
史の古いゴルフ場。世界遺産「上賀茂神社」の敷地内に展開するコースは、明神川が流れ賀茂別雷神社を経て、社家の
町並みで知られる上賀茂本通沿いに至る。鞍馬街道に接する17番ホールのティーインググラウンド脇の木陰は、賀茂別
雷命が降臨した「御阿札所」として、例年葵祭挙行前にこの場所で神事が執り行われています。

奈良国際ゴルフ倶楽部　18H 7,077Y P72

昭和32年開場、名匠・上田治氏設計の関西屈指の名門コース。奈良市街や若草山、東大寺大仏殿が望め、生駒山系を
遠望するロケーション。17番ホール（Par4）で池越えのティショット、そして大仏の足跡と呼ばれるバンカーなど難易度
の高いシグニチャーホールのひとつです。

京都ゴルフ倶楽部（上賀茂コース）

奈良国際ゴルフ倶楽部

日本海・9H 3,544Y　はまなす・9H 3,573Y
宝達・9H 3,542Y
能登空港より60分、和倉温泉より40分
利用税 1,050円、キャディーフィー（4B） 4,104円

朱鷺の台カントリークラブ
能登空港より60分、和倉温泉より40分　利用税 900円、キャディーフィー（4B） 4,200円

18H 7,007Y P72 小林光昭設計 1989年開場
能登空港より60分（※プレー終了後の空港迄の送迎可）
和倉温泉より20分
利用税 800円、キャディーフィー（4B） 3,240円

1名様参加大歓迎

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 雪月花 5,000 円 12,000 円 21,000 円
加賀屋 浜離宮 27,000 円 34,000 円 −
●追加料金は1泊ごと、お1人様あたりの代金です。

スポニチゴルファーズ倶楽部タイアップ企画
京都ゴルフ倶楽部（上賀茂コース）・奈良国際ゴルフ倶楽部3日


