★ゴルフをされないご家族同伴も可能です。世界遺産の熊野古道や潮岬など見どころいっぱい！
★実施期間：2020年7月1日〜12月19日 期間中毎日出発 ご出発の14日前までにお申し込みください。

夏から秋へ

ロングステイもお勧め！
最大８日間、お帰りのフライトが延長可能

南紀白浜ゴルフ倶楽部 18H 7,022Y P72 1991年開場 加藤福一設計
随所に配された池コースが美しいリゾートコースながら、コースレートは73.8。和歌山県第3位の難易度を誇ります。

羽田を出発したら、2時間後にはティーアップ！真っ白な砂浜が続く、温泉＆ビーチリゾート南紀白浜へ。
海洋性の温暖な自然条件に恵まれた美しいリゾートコースを、中世のお城をイメージした豪華なホテルに泊まって。

南紀白浜リゾート2日間
7:30

1日目

8:45

2ラウンド
朝夕食付

2名様より
参加可能

隣接

タクシー

羽田空港発→南紀白浜空港着−−−ー南紀白浜ゴルフ倶楽部………南紀白浜リゾートホテル【泊】
（15分）

JAL213

ツインルーム

スイート

クラシック・ヨーロピアンスタイルを基調にした豪華でゆとりある空間リゾートホテルならではのご滞在を。

セルフプレイ

タクシー 18:30

隣接

19:40

ホテル
（朝食後）……… 南紀白浜ゴルフ倶楽部 ーーーー 南紀白浜空港発 → 羽田空港着

2日目

セルフプレイ

出発日

月〜水曜日発

A 12/1〜19

7/1〜20
8/17〜31
7/21〜8/6
C
9/1〜11/30
B

D 8/7〜16

（15分）

木曜日発

金曜日発

土曜日発

日・祝日発

79,800円

82,800円

89,800円

94,800円

89,800円

84,800円

87,800円

89,800円

94,800円

89,800円

89,800円

92,800円

94,800円

99,800円

94,800円

JAL218

特 別日発Ⅰ

特 別日発Ⅱ

7/22, 9/18・22, 11/22

7/23・24, 9/19〜21, 11/21

134,000円 138,000円 138,000円 138,000円 142,000円

128,000円
8/8

142,000円

138,000円

※7/21・26、8/6・16、9/17、10/31、11/1・2・20出発は、土曜日発代金が適用されます。
含まれる ●羽田〜南紀白浜 包括割引運賃適用の航空運賃、国内線施設使用料 ●2ラウンドのグリーンフィー、諸費用、カートフィー（利用税現地精算）
も
の ●1泊朝夕食付宿泊料（2〜3名様1室利用）※1名様1室利用の場合お一人様1泊あたり3,300円割増 ※２名様プレイは1ラウンド1,100円割増（現地精算）

大浴場

温泉万葉集にも歌われた、白浜温泉の湯。
効能：筋肉痛、冷え性、疲労回復、神経痛、五十肩、関節痛、運動麻痺、慢性皮膚病病後回復、健康回復、切り傷、やけど、打ち身、痔疾、慢性消化病等
露天風呂で優雅に、サウナでゆっくりお過ごしくださいませ。

※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いたします。

ゴルフに浸れる2日間。練習施設も充実、腕磨きにも最適です。

屋内練習場完備

12打席・230Yのドライビングレンヂ

荘厳な雰囲気のレストランで、南紀ならではの新鮮な魚介類、地鶏、旬のお野菜をゆっくりご賞味ください。

旅実
行
企
画施

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
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 10：30~18：00（土日祝休）担当 細野順一 五十嵐達也

コロナウイルス感染の恐怖から逃れ、チョットした移住体験は如何？

海と温泉に恵まれたリゾート「南紀白浜」のロングステイの魅力
１泊２日のツアーは、お帰り便の延長が可能！ 出発21日前までにお申し付けください。
＊延長した復路便の搭乗日が日曜日、祝日ならびに8/7
（金）〜16（日）
となる場合は割増料金がかかります。
（別途お見積もり）

○日本でも有数の美しさで知られる白浜のビーチ

白良浜

真っ白な砂がまぶしい白良浜は、ハワイのワイキキビーチの姉妹浜。
日本にいながらにしてトロピカルリゾート気分が味わえます。

白浜温泉湯めぐり
白浜温泉は日本三古湯
（白浜・有馬・道後）
に、また三大温泉地に数えられるお湯処です。
飛鳥、奈良朝の時代から「牟婁の温湯」
「紀の温湯」の名で知られ、斉明、天智、持統、文武天皇をはじめ多くの宮人たちが
来泉された1350年余りの歴史を持つ由緒ある温泉観光地です。湯崎七湯に数えられる崎の湯（露天風呂）、砿湯（牟婁の
湯）は、白浜温泉の最も古い歴史を残しています。

壱 崎の湯

弐 牟婁の湯

参 しらすな

かつて湯崎七湯といわれた外湯の
1 つで、波打ち際で入るお風呂です。

「まぶ湯」と「行幸湯」の 2 種類
の温泉が楽しめます。

白良浜海水浴場にあり、水着で入れ
る温泉露天風呂。

四 白良湯

伍 松乃湯

六 綱の湯

白良浜に面しており、海を眺めながら
お風呂につかれます。

円月島を眺めながら入れます。
万葉の歌人が愛した美しい海辺に新設
地元の人達の憩いの場ともなってます。 された “源泉かけ流し” の浴場です。

○有馬温泉・道後温泉とともに日本三古湯とされ、
約 1,300 年もの長い歴史を持つい白浜温泉

日照時間が長めで夏は比較的涼しく、冬は暖かめで過ごしやすい気候

○クラシカルなリゾートホテルは、全てがゆとり空間。
ゆったりとした時間が流れます。
○ゴルフだけを考え、愉しむ毎日は如何？

リゾートコースらしく、広くフラットなフェアウエイは距離も長く、
のびのびプレイできます。
随所に配された池が戦略性を高め、毎日のプレイも飽きさせません。
12 打席・230Y のドラビングレンヂ、全天候屋内練習場完備！

●朝食付延泊料金
（お一人様あたり） 宿泊代は旅行代金に加算してお振込みください。
宿泊日
２名様で１室利用
１名様で１室利用

7/1 〜 31、9/1 〜 30

平日

土曜・祭前日

プレイ代

平日

土曜・祭前日

10/1 〜 12/19

平日

特別日（8/8 〜 15）

土曜・祭前日

9,350円 12,650円 11,550円 14,850円 11,550円 14,850円
12,650円

●宿泊者限定ゴルフプレイ代
プレイ日

8/1 〜 7・16 〜 31

土曜・祭前日

17,600円 20,900円

18,150円 14,850円 20,350円 14,850円 20,350円 20,900円 26,400円
前日までにフロントでお申し込みください。
（代金は現地でご精算ください。
）

7/1 〜 8/31

平日

平日

土曜・日祭日

8,080円 13,580円

9/1 〜 30

平日

10/1 〜 12/19

土曜・日祭日

8,580円 14,580円

平日

土曜・日祭日

9,080円 15,080円

*2 名様プレイの場合
お一人様１ラウンドあたり
1,100円割増となります。

◎10/1以降の宿泊代、ゴルフプレイ代は6/1現在の予定料金です。正確な料金のご案内は８月中旬を予定しております。

南紀は食の宝庫！季節毎の味覚を堪能してください。

周辺MAP

空港からリゾートへお車で10分！ 15分圏内に総合病院も。
南紀白浜外湯めぐり実施中

★上記外湯全てに入泉されたお客様に記念品
（湯の華）
を贈呈！

●外湯めぐりの始め方

《季節の郷土食材》 春:もち鰹

夏:とこぶし

秋:さんま

冬:うつぼ

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」

見どころいっぱい南紀白浜

円月島

秋・冬の味覚「クエ」

＜熊野古道とは？＞

千畳敷

熊野古道は、紀伊半島南部にあたる熊
野の地と大阪や伊勢、高野及び吉野と
を結ぶ古い街道の総称で、
「熊野街道」
とも呼ばれています。熊野古道の中心
は、大阪から和歌山を経て、田辺から熊
野本宮に向かう中辺路（なかへち）。そ
のほか、田辺から海岸線沿いに那智へ
向かう大辺路（おおへち）、高野山から
熊野本宮へ向かう小辺路（こへち）、吉
野から熊野本宮へ向かう大峯奥駈道、
伊 勢と熊野 速 玉大社を結ぶ伊 勢 路な
ど、いくつかのルートがあります。

白浜温泉の白浜温泉旅館共同組合加入の各旅館、観光案内所、白浜
町役場、観光協会、白浜温泉旅館共同組合事務所の各所で「外湯め
ぐり」パンフレットを受け取り、各浴場で入浴記念スタンプを押し
たものを、各浴場管理人に提示して記念品をお受け取り下さい。
白浜町役場観光課へご持参・郵送でも結構です。

