
自慢のお風呂

「豐壽泉源」

有馬温泉
ＧＯＬＦ

三昧

2022年 11月1日～2023年 3月31日出発

お問合せ・ご予約は コチラ・・・

（株）PGJ  〒657-0059 神戸市灘区篠原南町5-3-11 TEL080-4561-0805（担当：西本） 受付時間/平日10：00~17：00

1987年第52回日本オープン、2021年第86回関西オ
ープンをはじめ、数々のトーナメントが開催された
関西・神戸を代表する名門36ホール。ロイヤルコー
スは上田治氏、ノーブルコースは光と影の魔術師
と呼ばれたロバート・ボン・ヘギー氏の設計。

有馬ロイヤルゴルフクラブ（ロイヤルコース・ノーブルコース）
●兵庫県神戸市北区淡河町北畑 571（神戸市街から約35分）　●TEL078-958-0121

［ロイヤルコース：18H / 7,148Y / P72］
［ノーブルコース：18H / 6,856Y / P72］

■添乗員：無し　■最少催行人数：2人　■アップグレードも追加料金で可能
■旅行代金に含まれるもの：市内ハイクラスホテル宿泊代（朝食付※素泊まりも可）、ゴルフプレー代
（割増代・利用税・振興基金・昼食代は除く）、レンタカー代(ヤリス、マツダ2クラス※レンタカーの有無は選
択可 ※アップグレードも追加料金で可能)
■レンタカー発着地：神戸空港、新神戸駅、伊丹空港
■対象ホテル：神戸ポートピアホテル、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、ホテルクラウンパレス神戸、
ホテルモントレ神戸
■対象ゴルフ場：有馬カンツリー倶楽部、有馬ロイヤルゴルフクラブ（ロイヤルコース）、北六甲カントリー
倶楽部（東コース・西コース）、花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース、美奈木ゴルフ倶楽部、
武庫ノ台ゴルフコース

2014年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯
開催コースで、自然の木々やアンジュレーション
を残しながらも、高低差20mのフラットなレイア
ウト。ハンディキャップ15を対象に設計してあるた
め、フェアウェイもできるだけ狭く見せる工夫を施
し、緊張感あるプレーを味わうことができる。

美奈木ゴルフ倶楽部
●兵庫県三木市口吉川町大島1187-3（神戸市街から約45分）　●TEL0794-88-2525

［18H / 7,116Y / P72］

上田治氏が設計した関西屈指の伝統あるパブリ
ックコース。アウトコースは、距離も十分にあり豪
快なショットを、インコースはC.Hアリソンの影響
が感じられるグリーン形状や砲台グリーンも多く
あり、戦略性の高いコース設計となっている。ティ
グラウンドも5つ用意されており、あらゆるプレー
ヤーが楽しめる。

武庫ノ台ゴルフコース
●兵庫県神戸市北区道場町生野字北山1176-16（神戸市街から約40分）　●TEL078-985-2362

［18H / 6,808Y / P72］

富士フィルム・スタジオアリス女子オープン開催
コース。池越えの18番は数々の名勝負を生んだ名
物ホール。各ホール女子プロのドライバー飛距離
が表示されており、仮想対決が楽しめる。上田治
氏設計の雄大かつ繊細な丘陵コースは、全体的
に距離があるため、タフなゴルフが要求される。

花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
●兵庫県三木市吉川町福井字小西谷534-1（神戸市街から約45分）　●TEL0794-72-0111

［18H / 6,840Y / P72］

LPGAの2020年度QTファイナルのコースで、2018
年日本のベスト100コースに選ばれた名門クラブ。
ティーグランドとフェアウェイは冬季オーバーシー
トによるエバーグリーン化も実現。400ヤードを越
える5つのタフなミドルホール、ピンクティやビギ
ナーティの設定と上級者から初心者、女性とあら
ゆるプレーヤーが楽しめる。

有馬カンツリー倶楽部
●兵庫県三田市中内神南山841（神戸市街から約35分）　●TEL079-565-2111

［18H / 6,738Y / P72］

日本のゴルフ発祥の地である“神戸”で
GOLF・観光・グルメを満喫するお得旅。

兵庫県知事登録旅行業 第3-768号

本ツアー限定特典 ご予約時に「本誌をみた！」で更に、お得なアイテム進呈！

ゴルフパック
神戸・兵庫

(航空券・鉄道乗車券代金は除く ※リクエスト手配可能)

ゴルフパック
神戸・兵庫

神戸・兵庫を

満喫しよっ♪

E-mail :support@playgolf-japan.com 神戸ゴルフパック

[神戸ワイン]
 もしくは  

[灘の日本酒]

[ゴルフパックオリジナル
　　マスク＆マーカー]

※上記料金は、12月 平日 2泊 平日2プレーの場合関西オープンや三菱電機レディス、ECCレディース
等、多くのトーナメントの舞台となった名門クラブ。
東西ともに、六甲の山並みを背景にした雄大なス
ケールを楽しむことができ、ベントワングリーンの
微妙なアンジュレーションと速さが挑戦心を掻き
立てる。

北六甲カントリー倶楽部（東コース・西コース）
●兵庫県神戸市北区大沢町上大沢1982（神戸市街から約30分）　●TEL078-954-0341

［東コース：18H / 7,004Y / P36］
［西コース：18H / 6,884Y / P36］

平日ゴルフ２R＋ハイクラスホテル平日2泊朝食付（2名1室）＋レンタカー付

〈Aクラス〉
レンタカー付

選べる
ゴルフ場
選べる
ゴルフ場

選べる
ホテル
選べる
ホテル

特典付特典付

3日間 2プレー
【公式WEB】

神戸が誇る観光スポット

市街地からすぐのロープウェイで約 10 分。山の高台から神戸の街並みを
見下ろすことができる神戸を代表するリゾート施設で、約 200 種 75,000
株の花やハーブが咲き集う日本最大級のハーブ園。テーマの異なる 12 の
ガーデンでは四季折々、様々な花やハーブを楽しむことができる。

日本一の清酒の生産量を誇る酒
蔵。六甲山から流れるミネラル
たっぷりの「宮水」と、兵庫県
が生んだ最高の酒米「山田錦」、
そこに室町時代から受け継がれ
る職人の技が加わり生まれた 26
の酒蔵の味を楽しめます。

豊臣秀吉も愛した日本三古泉の
ひとつ。神戸市街から 30 分と
アクセスも抜群で、ゴルフ帰り
にも最適。褐色の有馬名物湯「金
泉」と、お肌がつるつるになる
と女性に人気の無色透明の「銀
泉」異なる泉質が楽しめます。

明治初期の居留地時代から続く
異人館街。異国情緒ある通りを
のんびり散策するのがおすす
め。老舗のバーや JAZZ ハウス、
カフェ、各国の料理店なども点
在し、しっとりとした大人な神
戸が味わえます。

横浜中華街、長崎新地中華街と
ともに日本三大チャイナタウン
のひとつに数えられ、東西約
270ｍ、南北約 110ｍの範囲に
100 以上の店舗が軒を連ねます。

1,000 万ドルの夜景と言われ、神
戸や大阪の街を一望できる全国
を代表する夜景スポット。美し
い夜景を眺めながら美味しい料
理・お酒を楽しめるスポットも
充実しているので、目でも舌で
も神戸を堪能できます。

■神戸布引ハーブ園 / ロープウェイ

■六甲山からの夜景

■灘五郷の酒蔵

■有馬温泉

■北野異人館

■南京町

神戸空港から

車で40～60分圏内！ 神戸空港

武庫ノ台ゴルフコース

北六甲カントリー倶楽部
有馬ロイヤルゴルフクラブ

美奈木ゴルフ倶楽部

有馬カンツリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部

よかわコース

神戸空港から

車で40～60分圏内！

武庫ノ台ゴルフコース

北六甲カントリー倶楽部
有馬ロイヤルゴルフクラブ

美奈木ゴルフ倶楽部

有馬カンツリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部

よかわコース

神戸市街

■行程例 2泊3日（3日間）
日 程

1

2

スケジュール

ホテルで朝食→　　 レンタカーでご希望のゴルフ場へ
〈設定ゴルフ場で18Hプレー〉→　 　→設定ホテル泊

3 チェックアウト→　     レンタカーでご希望のゴルフ場へ→〈設定ゴルフ場で18Hプレー〉
→　　 レンタカーで神戸空港へ→      神戸出発(AIR DO121便)

　　　　神戸到着 (AIR DO118便)
→　　 レンタカーで神戸市内観光→          →設定ホテル泊

北海道からはAIR DOで！
便 名 新千歳 神戸

(2023年3月25日迄)

AIRDO118便 09：00 11：05ー
便 名 神戸 新千歳

AIRDO121便 18：25 20：15ー

３日間

■行程例 2泊3日（3日間）
ゴルフファン限定 ご予約の方に！ 更に 抽選でプレゼント！

GOLFで

神戸市

神戸市

神戸市

三田市

三木市

三木市

■1人1泊あたり最大8,000円割引！
■兵庫県内で使えるクーポン券！

■旅行代金に含まれるもの：宿泊代、ゴルフプレー代 (割増代・利用税・振興基金・昼食代は除く)、
　※レンタカー代 (ヤリス、マツダ2クラス※レンタカーの有無は選択可 ※アップグレードも追加料金で可能)
　※神戸までの交通手配(航空券等)は別途ご相談ください。
■レンタカー発着地：神戸空港、新神戸駅、伊丹空港
■対象ゴルフ場：花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース(＊2B割増無)、有馬カンツリー倶楽部
　[下記のゴルフ場もお選びいただけます]
　・有馬ロイヤルゴルフクラブ（ロイヤルコース）
　・北六甲カントリー倶楽部（東コース・西コース）

・美奈木ゴルフ倶楽部
・武庫ノ台ゴルフコース

有馬温泉を堪能する

メープル有馬の自家源泉は「豊壽泉源」という名称
で兵庫県に登録されており、大浴場は歩行浴や、打
たせ湯など全6種類の浴槽と赤外線サウナを完備。
銀泉は呼吸によるガス吸入で全身へ到達し、自然治
癒力を高め、健康増進など効果があります。 有馬温泉 メープル有馬 〒651-1401兵庫県神戸市北区有馬町406-3

TEL : 078-903-5000　FAX : 078-903-1811

ゴルフ旅

宿泊地

有馬温泉 メープル有馬

洋室ツインルーム

11～3月 / 洋室ツイン2名1室×2泊
（2名様1組でお申し込みの場合）

監 修

有馬温泉 メープル有馬

平日が
お得！

全国旅行支援対象商品
全国旅行支援対象商品（12/20泊迄）

1人1泊あたり 平日3,000円
休日1,000円

全国旅行支援対象商品
全国旅行支援対象商品（12/20泊迄）

有馬温泉 
メープル有馬
公式HP

[お問合せフォーム]

平日ゴルフ２R＋平日2泊朝夕食付＋レンタカー付

● 2 名様でお申し込みの場合のお 1人様料金  通常 69,800 円～ ( 税込 )
● 全国旅行支援適用料金 (＋クーポン付 )

※上記料金は 12月平日 2泊平日 2プレーの場合

￥39,800～税込

￥59,800～税込

￥39,800～税込

￥59,800～税込

● 2 名様でお申し込みの場合のお 1人様料金  通常 49,800 円～ ( 税込 )
● 全国旅行支援適用料金 (＋クーポン付 )

￥39,800～税込

￥59,800～税込


