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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

2008日本女子オープン開催

加賀温泉リゾート
「アローレ」ステイ

 2020夏から秋
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。

幾種ものりんごの木をはじめ、桃、梨などの果樹、ポプラ、白樺などの樹木が配され
た中村寅吉設計「十和田国際CC」と、見事な樹木に囲まれた「みちのく国際」。

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
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）＝＝ のと楽別館【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−−−−−−−のと楽別館【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

①
東京駅（7:00）　東北新幹線　9:24着　送迎　　　　　　　　　　　　 送迎　ホテル
上野駅（7:05）　　　　　盛岡駅 ＝＝＝メイプルカントリークラブ ＝＝＝ 安比グランド
大宮駅（7:25）　はやぶさ3号　　　　（60分） 利用税 1,130 円　　　　　 （60 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　  夕刻　  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）
　　　　　　　（70分）　利用税 700円　　　　   （70分）　　　　はやぶさ号　  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

●7/21・31、8/15・16出発は、土曜発代金が適用されます。
●2名様でご参加の場合、お一人様5,000円割増となります※２名様で参加の場合、お一人様 5,000 円割増となります。

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

7/1 〜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）
99,800円

（7/23~25、8/8~13）
108,000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
7/1〜11、
8/20〜10/31 99,800円 104,000円 118,000円 114,000円

（9/18）
128,000円

（9/19・20・21）
128,000円

7/12〜8/5、
8/16〜23 104,000円 108,000円 124,000円 118,000円

（7/22）
128,000円

（7/23〜25）
138,000円

8/6〜15 108,000円 114,000円 128,000円 124,000円
（8/9・10）

138,000円
（8/8）

143,000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
7/1〜20、
8/24〜9/30 89,800円 95,800円 104,000円

（9/18）
118,000円

（9/19・20・21）
128,000円

7/21〜31、
8/15〜23、10月 97,800円 104,000円 108,000円

（7/22）
118,000円

（7/23・24・25）
128,000円

8/1〜14 118,000円 128,000円 128,000円
（8/8・9）

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

7/1 〜9
8/20〜10/31 87,800円 92,800円 97,800円

（9/17、10/8）
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）
108,800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

7/1 〜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

●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）※シングルルーム3,000 円

●羽田〜能登 個人包括割引運賃適用の往復航空運賃　●空港施設利用料
●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（2名様1室利用＊1名様で1室利用の場合、お一人様１泊
　あたり8,800円割増となります。）

●羽田〜三沢 個人包括割引運賃適用の往復航空運賃　●空港施設使用料
● 2ラウンドのGF・諸費用・カートフィー（利用税は現地でご清算ください。）
●１泊朝夕食付宿泊料（2名様1室利用＊1名様で1室利用の場合、お一人様１泊あたり6,600円割増となります。）
●行程中に明示した区間の送迎料金又は2日間のレンタカー代

●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
※１名様１室利用の場合、お一人様１泊あたり6,600 円増

●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
※シングルルーム3,000 円増
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青 森 青 森岩手高原
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

十和田国際CC・みちのく国際GC　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

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）

一部行程送迎付全行程送迎付一部行程送迎付

★実施期間：2020年7月1日〜10月31日　※三密となる場面を避けるため、なるべくお一人様１室での宿泊をお願い致します
★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

十和田国際カントリークラブ
18H 6,813Y P72 中村寅吉設計 昭和39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 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

'04日本オープンなど数々のビッグトーナメントの舞台となった名門「片山津GC」をはじめ６コースからセレクト。

出発区分 水・木発 金・日・祝日発 土曜発 特別日発Ｉ 特別日発ＩＩ

7/1〜11、8/20〜10/31 89,800円 95,800円 99,800円
9/18

118,000円
9/19・20・21
124,000円

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

118,000円
7/23~25、8/8~13
132,000円

　含まれる ●羽田〜小松 個人包括割引運賃適用の往復交通運賃　●空港施設使用料
　も　の ●2ラウンドのGF・諸費用・キャディーフィー又はカートフィー、利用税を含む
 ●1泊朝夕食付宿泊料（2名様1室利用＊１名様で１室利用の場合、お一人様１泊あたり5,500円の割増となります。）

片山津ゴルフ倶楽部・片山津ゴルフ場 小松空港より15分、ホテルアローレより10分
森林の自然美と穏やかな地形が生かされた、佐藤儀一設計の雄大な54ホール。白山コースは、コースレート74.5と高く、特にグ
リーン周りのアリソンバンカーが非常に効いて正確なアイアンショットが必要。2004年に北陸初の日本オープンが開催され、
2015年には日本オープンが開催されました。加賀コースは加藤俊輔氏の設計で、やはり7,000ヤードを超えるチャンピオンコー
ス。日本シニアなどの開催実績があります。
★白山コース（5,000円割り増） 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
ゴルフクラブ ツインフィールズ 小松空港より25分、ホテルアローレより35分
1999年にゴールドコースで日本ゴルフ選手権が開催され、尾崎３兄弟がワン・ツー・スリーフィニッシュを果たして話題を集めまし
た。その後もアイフルカップやLPGAステップアップツアーなど数々のトーナメントの舞台となっています。両コース共にプロトーナ
メント基準を満たす石川県きっての名コースです。
ゴールドコース 18H 7,136Y  P72 竹村秀夫設計　1992年開場　キャディー付・5名乗りカート利用
加賀コース 18H 6,867Y  P72 加藤俊輔設計　1992年開場　セルフ・乗用カート利用
芦原ゴルフクラブ（海コース） 小松空港より40分、ホテルアローレより30分
森に囲まれた越前海岸国定公園内にあるシーサイドコース。福井県で最も歴史が古いゴルフ場で、昭和35年の開場。1983年の
日本女子オープンなど、圏内唯一トーナメント開催実績があります。海コースは日本海に面していて、特に8番から11番にかけて素
晴らしい景観が続きます。
海コース 18H 6,704Y  P72 丸尾信勝設計　昭和35年開場　キャディー付・5名乗りカート利用

片山津ゴルフ倶楽部

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

３名様より（５名様不可）セレクトプラン加賀　2ラウンド2日

JAL148
（17:00〜18:20）は3,000円増

　　　　　　　　　　　　    タクシー　 　　　　　　　　     タクシー
①羽田AP→小松AP−−−−−−　 ゴルフプレイ　−−−−−−  ホテルアローレ【夕食／泊】
　　　JAL・ANA　　　    各自負担　＜下記のうちいずれか＞  各自負担

　　　　　　　　　    タクシー　　　　　　　　       タクシー
②ホテル（朝食後）−−−−−    ゴルフプレイ   −−−−−   小松AP→羽田AP
　　　　　　　　   各自負担  ＜下記のうちいずれか＞ 各自負担　　　　JAL・ANA

②
　　　　　　　　  送迎（40分）　　　　　　     　　　 タクシー（40分）    19:00        20:30
ホテル（朝食後）−−−−−−−みちのく国際ゴルフ倶楽部−−−−−−三沢 AP→羽田AP
　　　　　　　              乗用カート利用・セルフ（キャディーリクエスト）                       JAL158

①
　　8:20       9:35　　　タクシー（25分）　　　　　　　　　　       送迎（60分）
羽田AP→三沢 AP−−−−−− 十和田国際カントリークラブ −−−−−−まかど温泉ホテル
　　　JAL155　　　　 各自負担　　 ナビ付カート利用・セルフ                  　和室  【夕食／泊】約5,000円

※ガーデン能登屋又は能登倶楽部

のと楽別館（ガーデン能登屋又は能登倶楽部）

芦原ゴルフクラブ
2023日本女子オープンゴルフ選手権開催決定！

GCツインフィールズ


