長いお休みの計画は先手必勝!! 2020年ならではの大型連休に…。

2020
夏と秋の

国内連休スペシャル
紫雲ゴルフクラブ

日本海カントリークラブ

新潟の名コースを思う存分プレイ。
旅行日程も3パターンご用意、
スケジュールに合わせてお選びください。
新潟

北海道カントリークラブ 大沼コース 18H 7,330Y P73 ʻ65年開場

リゾートゴルフ

※写真は全てイメージです。

函館大沼３ラウンド３日

1名様より
参加可能

2泊2朝食付

７月
木 金 土 日

23 24 25 26

●羽田→函館 往復航空運賃（団体包括割引運賃）、国内線施設使用料
●行程中に明示した区間の送迎料
●2泊2朝食付宿泊料（2〜3名様1室利用）
●3.0RのGF・諸費用（利用税・キャディーフィー・カートフィー現地精算）
06:55発

08:15着

羽田空港 ⇒

7/24
（金・祝）

ホテル（朝食後） ====

7/25
（土）

函館空港

ANA4757（利用予定便）
送迎

（10分）

送迎

ホテル（朝食後） ====

北海道カントリークラブ・プリンスコース<1.0R>
＜乗用カート利用・セルフプレイ＞

現地精算 利用税400円 カートフィー(4B)2,700円

送迎

====

（10分）

送迎

大沼レイクゴルフクラブ<1.0R>

●東京〜新潟往復JR運賃・指定席特急料金（大宮発：各コース2,000円安）
●2泊又は3泊朝食付宿泊料（2〜3名様で1室利用）
※シングルルームはお一人様１泊あたり3,300円増
●3.0Rまたは4.0Rのグリーンフィー・諸費用・キャディーフィーを含む
（利用税は現地清算）
●行程中に明示した送迎

函館大沼プリンスホテル

ANA558（利用予定便）

新幹線で行く高原リゾート。第50回日本女子プロゴルフ選手権開催コースをお気軽に！

メイプル・安比高原 ２ラウンド３日間

2泊2朝2夕食付
全行程送迎付

1名様より
参加可能

7/23
（木・祝）

東京駅
上野駅
大宮駅

14：00頃発送迎バス

盛岡駅 ====＝＝＝ ホテル安比グランド・タワー館【夕食・泊】
（60分）

送迎
送 迎 ホテル安比グランド・タワー館
7/24
安比高原ゴルフクラブ<1.0R>
ホテル
（朝食後） ====
====
（金・祝）
（7分） 利用税700円 キャディーフィー(4B)2,310円 （7分）
【夕食・泊】

7/25
（土）

大宮駅（20:47）
メイプルカントリークラブ<1.0R>
上野駅（21:07）
ホテル（朝食後） ====
==== 盛岡駅
（50分） 利用税1,130円 キャディーフィー(4B)3,880円 （50分）
やまびこ54号（予定） 東京駅
（21:12）
送迎

送迎

17:54頃 東北新幹線

メイプルカントリークラブ

新潟駅

日本海カントリークラブ

送迎

＝＝＝ アートホテルズ新潟【泊】
（朝食後） （50分） ※乗用カート利用・キャディー付 （50分）
＝＝＝

送迎

ホテル

送迎
紫雲ゴルフ倶楽部
（加治川コース） ＝＝＝
アートホテルズ新潟【泊】

※乗用カート利用・セルフ

（50分）

Aコース プレイ終了後、新潟駅へ＝（送迎50分）＝新潟駅（夕刻便）

大宮・上野・東京駅

19:00頃発

送迎
送迎
9/22 ホテル ＝＝＝
中条ゴルフ倶楽部 ＝＝＝ 新潟駅
大宮・上野・東京駅
（50分）
（火） （朝食後）（50分）
上越新幹線

159,500円
195,750円
163,500円

19 20 21 22

千歳・小牧・中部・伊丹・
関西・福岡の各空港から
新潟空港へ！ 航空便利用
各地からの参加も可能
（別
途お見積りいたします。）

新潟唯一のPGMのゴルフ場。小林光昭氏設計のフラットな18ホール
で、ウォーターハザードや白砂バンカーが印象的です。周囲のマウンド
群や陰影をつくるフェアウェイなどの景観は、「水の魔術師」と称され
る氏の作らしい美しさです。

●日本海カントリークラブ 27H 10,422Y P108 大久保昌設計 昭和48年開場

「松は、30年、50年経ったら大きくなって、自然のハザードになるか
ら、余計なバンカーはつくらない」それは井上誠一が、大洗ゴルフ倶
楽部の建設に当たって強調している言葉。井上の下で働き技術を学ん
だ現代の名設計家「大久保昌」の設計美学、哲学で造り上げられた
27ホールは、自然のままの適度な起伏と赤松の大木がハザードとして
活かされています。過去にはNST新潟オープンが開催され、日本のベ
ストコースランキングにもちょくちょく上位にランクインするものの全
国的な知名度はまだまだ低く、正に「隠れた名コース！」

●紫雲ゴルフ倶楽部
（加治川コース）18H 6,621Y P72 藤田欽哉設計 昭和40年開場

東京2020オリンピックが開催される「霞が関GC(東コース)」の設計
でも知られる名匠「藤田欽哉」設計の貴重な18ホール。自然の造形
と名匠の真摯な対話がつくりあげたコースは、第41回「日本女子オー
プンゴルフ選手権競技」の舞台となりました。

●中条ゴルフ倶楽部 18H 7,090Y P72 1988年開場

美しいペンクロスベントのワングリーン。そして美しい赤松林に囲ま
れた純日本テイストのアウトコースから、本格的欧米スタイルのイン
コースへのエキサイティングな展開が特徴です。レギュラーティからで
も6，573Yと長く、アウト・インともに最終ホールは、池越えの長い
PAR4というドラマチックな展開。過去には「アデランス・ウエルネス
オープン」が開催され、芸能人やプロ野球選手を交えたプロアマ大会
は、当時大きな話題を呼びました。

三井住友VISA太平洋マスターズの御殿場コースとCATレディースの大箱根CC。リゾートゴルフの王道を！

現地集合プラン

太平洋クラブ 御殿場コース・大箱根CC ３日間 2ラウンド

●募集人数：20名様（最少催行人員12名様）●1名様より参加可能
■日程：2020年8月5日
（水）
〜7日
（金）2泊3日
●この旅では添乗員は同行致しませんが現地係員
2名1室利用 118,000円
1名1室利用 158,000円
旅行代金
がご案内致します。
★マイカーのご利用（送迎不要）も可能！ 上記より3,000円安となります。
●2泊2朝2夕食付宿泊料（ツインルーム）
旅行 代 金に
含まれるもの ●行程中に明示した区間の送迎料
●2.0Rのグリーンフィ・諸費用・利用税・キャディーフィーを含む
8/5
（水）

安比高原ゴルフクラブ

送迎

＝＝＝
9/21 （朝食後）
（50分）
（月）

■日程：2020年7月23日
（木・祝）
〜25日
（土）2泊3日 ●募集人数：16名様（最少催行人員8名様）●1名様より参加可能
●この旅では添乗員は同行致しません。
2名1室利用 128,000円
1名1室利用 163,200円
旅行代金
ホテル安比グランド・タワー館

Cコース 東京・上野・大宮駅

9/20
ホテル
（日）

1名1室利用

９月
土 日 月 火

●中峰ゴルフ倶楽部 18H 7,023Y P72 小林光昭設計 1993年開場

早朝便

21:00発

●羽田→盛岡 往復JR運賃・指定席特急料金
旅 行 代 金 に ●行程中に明示した区間の送迎料
含まれるもの ●2泊2朝2夕食付宿泊料（2〜3名様1室利用）
●2.0RのGF・諸費用（利用税・キャディーフィー・カートフィーは現地精算）

153,000円
186,000円
157,000円

送迎 中峰ゴルフ倶楽部 送迎 アートホテルズ
9/19
東京・上野・大宮駅
新潟駅 ＝＝＝
＝＝
新潟【泊】
（60分）※乗用カート利用・セルフプレー（50分）
（土）
上越新幹線

函館大沼
プリンスホテル【泊】

19:35発

2名1室利用

◆募集人員：各コース12名 ◆最少催行人員：各コース6名
◆添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内

送迎

==== 函館空港 ⇒ 羽田空港

（10分） 現地精算 利用税400円 キャディーフィー(4B)3,560円 （60分）

岩手・八幡平
リゾートステイ

Cコース 2020年9月20日
（日）〜22日（火・祝）2泊3日3プレイ

Ｃコース
Ｂコース
Ａコース

7/23
（木・祝）

北海道カントリークラブ・大沼コース<1.0R>

Bコース 2020年9月19日
（土）〜22日（火・祝）3泊4日4プレイ

函館大沼
====
==== プリンス
＜乗用カート利用・キャディー付プレイ＞
（60分）
（10分）
ホテル【泊】
現地精算 利用税400円 カートフィー(4B)7,000円
送迎

名コースめぐり 3日間・4日間

Aコース 2020年9月19日
（土）〜21日（月・祝）2泊3日3プレイ

含まれるもの

■日程：2020年7月23日
（木・祝）
〜25日
（土）2泊3日 ●募集人数：28名様（最少催行人員16名様）●1名様より参加可能
●この旅では添乗員は同行致しませんが現地
2名1室利用 158,000円
1名1室利用 193,200円
旅行代金
係員がご案内致します。
旅行 代 金に
含まれるもの

隠れ？

旅行日程

秀峰駒ヶ岳を仰ぐ絶景ロケーション、涼風が心地よいリゾートライフを！
北海道

越後の国

1名様より
参加可能

14:00発

小田原駅西口

ホテル無料バス

=========

箱根仙石原プリンスホテル【夕食・泊】

8/6
（木）

ホテル（朝食後） ------- 大箱根カントリークラブ ------- 箱根仙石原プリンスホテル【夕食・泊】

8/7
（金）

ホテル（朝食後） ===== 太平洋クラブ 御殿場コース ===== 三島駅

旅実
行
企
画施

隣接

隣接

送迎

送迎

（30分）

（80分）

世界中に夢と感動のゴルフ旅 SINCE1986

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

太平洋クラブ御殿場コース

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

観光庁長官登録旅行業第1076号 （社）
日本旅行業協会正会員
FAX .03 - 3535 - 2230

IAGTO 国際ゴルフツアーオペレーター協会会員

営業時間 月〜金 9:30〜18: 00（土日祝休） 担当 細野順一 五十嵐達也

