
★スケジュール

★設定期間　　　2013年5月18日出発　～　2013年9月30日帰着まで

★ナイスショット!! 北海道　【早来カントリー倶楽部　1Play付き】　10大特典
① 札幌テレビ塔　展望台入場　１０％割引券プレゼント！！　（通常入場料７００円　⇒　６３０円）

② 北海道開拓の村　入場割引券プレゼント！！　（通常入場料８３０円　⇒　６８０円）

③ 大倉山ジャンプ競技場　リフト往復利用　＋　札幌ウインタースポーツミュージアム入場券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別セット割引券プレゼント！！　（通常入場料１１００円　⇒　９００円）

④ キリンビール園　お食事１０％割引券プレゼント！！

⑤ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　北の漁場にて、「とろろ昆布」　ｏｒ　「バター飴」プレゼント！！　（無料送迎付き！！）

⑥ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　「大漁寿し　若駒」お食事１０％割引券プレゼント！！

⑦ 小樽「おたる　巽鮨　堺町店」にて、お一人様１品サービス！！　（かに汁、ホタテバター、生ビール、ソフトドリンクより選択）

⑧ 小樽「民宿　青塚食堂」にて、お一人様日替わり１品料理サービス！！

⑨ 小樽「小樽オルゴール堂」にて、オリジナル携帯ストラッププレゼント！！

⑩ 札幌「囲炉裏ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ほのわ」にて、お一人様一品サービス!!　（じゃがバター）

札幌東武ホテル　（食事なし　朝食￥1,200／1回） 札幌全日空ホテル　（食事なし　朝食￥1,200／1回）

３・４名１室 ２名１室 １名１室 ３名１室 ２名１室 １名１室

5/18～5/31 ¥50,800 ¥51,800 ¥56,800 5/18～5/31 ¥51,800 ¥54,800 ¥57,800

6/1～6/28 ¥55,800 ¥57,800 ¥63,800 6/1～6/28 ¥56,800 ¥57,800 ¥62,800
6/29～8/5 ¥69,800 ¥71,800 ¥78,800 6/29～8/5 ¥73,800 ¥75,800 ¥80,800
8/6～8/17 ¥82,800 ¥84,800 ¥89,800 8/6～8/17 ¥83,800 ¥84,800 ¥89,800
8/18～9/7 ¥70,800 ¥72,800 ¥79,800 8/18～9/7 ¥71,800 ¥72,800 ¥78,800
9/8～9/28 ¥56,800 ¥58,800 ¥65,800 9/8～9/28 ¥58,800 ¥59,800 ¥65,800

【宿泊割増事項】 【宿泊割増事項】
金曜・土曜・休前日の宿泊　￥1,200アップ 5～6月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥3,500アップ。
ただし、5/23～24・30～31の宿泊は、￥3,500アップ。 7～9月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥2,400アップ。
6月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥2,400アップ。

【早来カントリー倶楽部】

★土・日・祝日プレイ割増料金（事前払い）
￥7,200　　※日曜の午後プレーは、割増料金はかかりません。

★現地支払い費用
【南ウィング】カート付きセルフ　￥3,444　　⇒⇒⇒　追加代金【3B】￥540　【2B】平日のみ￥2,160
【北ウィング】キャディー付き　　￥4,956　　⇒⇒⇒　追加代金【3B】￥540　【2B】平日のみ￥2,160

■航空割増事項

日～木 金・土 7/18 7/19 8/7 8/8～14 9/12 9/13

月～土 日 7/21 8/11～17 9/15

¥12,000 ¥15,000

5/18～9/28

¥9,000 ¥2,500 ¥4,500¥7,000

¥4,500ＡＮＡ２９０ アップなし ¥1,200 ¥9,000 ¥15,000

往路

３日間
出発日

復路

ＡＮＡ２８９ アップなし ¥1,200

5/20～9/30

3
各自にて、空港へ。

―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新千歳（２９０便）⇒⇒⇒福岡

出発日
３日間

早朝　送迎車にて、「早来カントリー倶楽部」へ。　　１Ｐｌａｙをお楽しみください。
ゴルフをお楽しみの後、送迎車にてホテルへ。

2 ―

ナイスショット!! 北海道　【早来カントリー倶楽部　1Play付き】

【直行便利用】　札幌ステイ　３日間￥50,800　～　

1
福岡（ＡＮＡ２８９便）⇒⇒⇒新千歳　　各自にてホテルへ。



★スケジュール

★設定期間　　　2013年5月18日出発　～　2013年9月30日帰着まで

★ナイスショット!! 北海道　【早来カントリー倶楽部　2Play付き】　10大特典
① 札幌テレビ塔　展望台入場　１０％割引券プレゼント！！　（通常入場料７００円　⇒　６３０円）

② 北海道開拓の村　入場割引券プレゼント！！　（通常入場料８３０円　⇒　６８０円）

③ 大倉山ジャンプ競技場　リフト往復利用　＋　札幌ウインタースポーツミュージアム入場券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別セット割引券プレゼント！！　（通常入場料１１００円　⇒　９００円）

④ キリンビール園　お食事１０％割引券プレゼント！！

⑤ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　北の漁場にて、「とろろ昆布」　ｏｒ　「バター飴」プレゼント！！　（無料送迎付き！！）

⑥ 北海道札幌中央卸売市場【場外市場】　「大漁寿し　若駒」お食事１０％割引券プレゼント！！

⑦ 小樽「おたる　巽鮨　堺町店」にて、お一人様１品サービス！！　（かに汁、ホタテバター、生ビール、ソフトドリンクより選択）

⑧ 小樽「民宿　青塚食堂」にて、お一人様日替わり１品料理サービス！！

⑨ 小樽「小樽オルゴール堂」にて、オリジナル携帯ストラッププレゼント！！

⑩ 札幌「囲炉裏ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ほのわ」にて、お一人様一品サービス!!　（じゃがバター）

札幌東武ホテル　（食事なし　朝食￥1,200／1回） 札幌全日空ホテル　（食事なし　朝食￥1,200／1回）

３・４名１室 ２名１室 １名１室 ３名１室 ２名１室 １名１室

5/18～5/31 ¥63,800 ¥64,800 ¥69,800 5/18～5/31 ¥64,800 ¥66,800 ¥70,800

6/1～6/28 ¥71,800 ¥73,800 ¥79,800 6/1～6/28 ¥72,800 ¥73,800 ¥77,800
6/29～8/5 ¥90,800 ¥92,800 ¥99,800 6/29～8/5 ¥94,800 ¥95,800 ¥101,800
8/6～8/17 ¥111,800 ¥113,800 ¥118,800 8/6～8/17 ¥112,800 ¥113,800 ¥118,800
8/18～9/7 ¥88,800 ¥91,800 ¥97,800 8/18～9/7 ¥89,800 ¥91,800 ¥96,800
9/8～9/28 ¥71,800 ¥73,800 ¥80,800 9/8～9/28 ¥73,800 ¥74,800 ¥80,800

【宿泊割増事項】 【宿泊割増事項】
金曜・土曜・休前日の宿泊　￥1,200アップ 5～6月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥3,500アップ。
ただし、5/23～24・30～31の宿泊は、￥3,500アップ。 7～9月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥2,400アップ。
6月の金曜・土曜・休前日の宿泊は、￥2,400アップ。

【早来カントリー倶楽部】

★土・日・祝日プレイ割増料金（事前払い）
￥7,200　　※日曜の午後プレーは、割増料金はかかりません。

★現地支払い費用
【南ウィング】カート付きセルフ　￥3,444　　⇒⇒⇒　追加代金【3B】￥540　【2B】平日のみ￥2,160
【北ウィング】キャディー付き　　￥4,956　　⇒⇒⇒　追加代金【3B】￥540　【2B】平日のみ￥2,160

■航空割増事項 ※往路羽田経由　240～57　または、242～4719　限定

日～木 金・土 9/12、15 9/13 9/14、22、23 9/20 9/21

日～木 金・土 7/19 7/20、21 8/8～9 8/14～15

月～土 日 7/21 8/11～17 9/15

送迎車にて、「早来カントリー倶楽部」へ。　　１Ｐｌａｙをお楽しみください。
早朝　送迎車にて、「早来カントリー倶楽部」へ。　　１Ｐｌａｙをお楽しみください。
ゴルフをお楽しみの後、送迎車にてホテルへ。

2 ―

3
各自にて、空港へ。

―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新千歳（２９０便）⇒⇒⇒福岡

ナイスショット!! 北海道　【早来カントリー倶楽部　2Play付き】

【往路経由便利用】　　札幌ステイ　３日間￥63,800　～

1
福岡（ＡＮＡ２４０・２４２便）⇒⇒⇒羽田（ＡＮＡ５７・４７１９便）⇒⇒⇒新千歳　

出発日

往路

３日間
出発日

5/18～6/30、8/18～9/28

３日間

復路

羽田経由

アップなし ¥4,500

5/20～9/30

¥1,800

¥21,000

往路

羽田経由

¥4,500ＡＮＡ２９０ アップなし ¥1,200 ¥9,000 ¥15,000

¥21,000

8/10～13、16～17

¥9,000 アップなし

8/7～17

¥2,500

¥3,500アップなし ¥1,200

¥3,000

7/1～8/6

¥9,000 ¥30,000


