
Golf Camp Schedule: 2020年８月 16 日(Sunday) 
 
Day #1 Itinerary:  Travel to Appi Golf Resort (Shinkansen / car / Flight) 
 
Shinkansen, local train to the APPI Kogen, shuttle to bus to the hotel 
Arrive at APPI Resort for check in at 3pm  
 

1. 新幹線で東京駅を出発 (Depart Tokyo station by Shinkansen) 

2. 盛岡駅に到着 (Arrive at Morioka station) 

3. ホテル安比グランドまでのシャトルバス送迎 (Shuttle bus to APPI Hotel Grand) 

4. ホテル安比グランドに到着 Arrive at APPI Hotel Grand check in from 3pm) 
5. レンジにてウォーミングアップ、スイング動画撮影 / Swing check at the driving 

range. 
 

●盛岡駅	 ⇔	 ホテル安比グランド	 	 無料シャトルバスの場合	 	 	

※詳細は→	 https://www.appi.co.jp/m_shuttle_bus/	

※八幡平市で運行しているバスです。（事前予約制）	

 	
●盛岡駅	 ⇔	 安比高原駅	 	 電車の場合	 （添付の時刻表でご確認ください）	

	 ※安比高原駅からホテルまでは、フロントにて送迎致します。	

	 ※安比高原駅の到着時間を事前にホテルまでご連絡ください。	
 
https://www.appi.co.jp/stay/hotel_appi_grand 
 
______________________________________________________________ 
 
2020年8月17日(Monday~Friday) 

Day #2 Monday ~ #6 Friday Daily Itinerary /１日の流れとしては	
 

07:00: Breakfast in Hotel / ホテル１Fカフェテリアにて朝食 

08:00: Pre golf game warm up /レンジにてウォーミングアップ、スイング動画撮影 

08:30: Start time for Round #1 / コースにてラウンドレッスン  
14:30: 2 hours training program #1: Kashikiri 2 reserved hole lesson including ball retrieval and course 
repair) /貸切ホールレッスンにてアプローチレッスン練習・ボールを拾う・コースの状態を元の状態に直す。 

17:00: Conclusion of day / ゴルフプレー終了。解散。（解散時間は夏季を想定） 

17:30:Freshen up, take a bath / Free time ～お風呂入浴・自由時間 

18:30: Dinner in the Resort. (Location to be determined on the day) / ホテルにてディナー 

20:00: Relax in your room ～お部屋でくつろぎタイム / ご就寝 

Day #2 Monday: Queens course（クイーン） 
Day #3 Tuesday: Champions course（チャンピオン） 
Day #4 Wednesday: Mapple course（メイプル） 
Day #5 Thursday: Queens course（クイーン） 
Day #6 Friday: Champions course（チャンピオン） 
 
安比エリア内ホテル客室・ロビー	及び	レストランは全て禁煙でございます。(所定の場所を

ご利用下さい)		

2020年8月22日(Saturday) - Day #7 Itinerary	

07:00: Breakfast in Hotel / ～ホテル１Fカフェテリアにて朝食 
10:00: Check out by 10am / 10:00時までーチェックアウト 
Shuttle bus to Morioka train station for return back to Tokyo /盛岡駅までのシャトルバス送迎  
Shinkansen back to Tokyo / 新幹線で東京に戻 
 
終り 
 
 



Inclusions / 

• 5 rounds with shared golf cart accompanied with Coach Tom (Champions course x 2 + Queens 
course x 3) 

• 6 nights accommodation at the APPI Grand Hotel (Single user/twin share hotel rooms) including 
breakfast + Lunch voucher (see notes below).  

• Lesson fees and training program. Practise balls and Driving range fees 	
• 5 days of 2 hour Kashikiri 2 holes reserved for private practice 	
• Hot spring bath tax 150 yen/night 	

旅行代金に含まれるもの	

• 日程に明示した５回ゴルフプレー代（チャンピオンズコース x	2	+クイーンズコース x	3）	

• 安比グランド又は安比グランド本館	ホテルの宿泊(6 泊)＋朝食		

• 安比高原ゴルフクラブ	昼食券		

• ツアーの期間中の PGA インストラクターによるトレーニングプログラムとラウンドレッスン。	

• スクール指定の期間中の練習場での打球練習費用練習施設使用料（練習ボール含む）。カリキュラム中の

ラウンド費、乗用カート使用費など。	

• ツアーの期間中（５日間のゴルフ場及び練習場の２時間で貸切ホール練習グリーン・アプローチグリーン

施設使用費。	

• 温泉入湯税	別途 150 円/1 泊		

	

Exclusions: What is not included in the course fees. 

1. Round trip Transportation to the APPI RESORT. 
2. Travel accident insurance. 
3. Living expenses for food and non-food service (private spending money) Besides those meals that 

are included in the program. 
4. Expenses / cost of personal consumption, such as a telephone call charges, internet connection 

and other expenses of personal consumption.  I.e. Pro-shop and Hotel merchandise and souvenirs 
etc. 

5. Cost of personal consumption of goods and services during free time and outside of the 
stipulated golf camp program. Including costs of golf fees and transport fees outside the 
stipulated golf camp program 

6. All personal expenses / costs associated with activities outside the golf camp’s program 
7. Dinner.  

旅行代金に含まれていないもの	

	

•	 1 名 1 室利用追加代金	
•	 日程表記以外のお食事	
•	 延泊代金	
•	 各自移動にかかる交通費	
•	 クリーニング代、電報、電話料、その他個人的性質の諸費用及びサービス料	
•	 その他、お飲物など個人的な費用	
•	 レンタルクラブ・レンタルシューズ	
•	 往復安比グランドホテルまでの交通費	
•	 国内旅行傷害保険料金。（*ご出発前に必ずご加入下さい)	
•	 傷害・疾病に関する医療費	
•	 含まれている食事以外の食費及び生活費。	
•	 電話料金やパソコンデータ（インタネット）通信費。	
•	 追加のゴルフ代	
•	 自由行動やゴルフキャンプの時間以外のその他個人の出費。*その他、個人的性質の諸費用など。	
•	 弊社指定外コースや練習場での施設使用料やボール代。	
•	 夕食。	
•	 その他日程表及び旅行代金に含まれるものに明示されていないもの	



	

	

※ Appi Kogen Golf Club lunch ticket 1,000 yen included (the difference is paid by 
each person) 
※安比高原ゴルフクラブ	昼食券 1,000 円付	(差額は各自精算)	

	

	

For every 1 to 9 participants, one coach Tom Pro will accompany you for a round lesson. From then on, 
within the time limit, we will continue to offer fixed-point lessons using round lessons or courses.  Round 
using a riding cart There is rental of dirt bags and balls 
	

参加者１～9 名につき、１名のコーチトムプロが同伴し、ラウンドレッスンを行ないます。	以降、制限時間内に

おいては、引き続きラウンドレッスンかコースを使用しての定点レッスンを行ないます。	

	

乗用カートを利用してのラウンド	

目土袋およびボールの貸出あり	

	

 
 
Travel fee Golf intensive camping camps Package selection. 
旅行代金：集中的なゴルフ合宿パッケージの選択旅行代金	
 
	

TWIN	SHARE	/	ツインシェア	
• 6	nights	/	7	days:	APPI	Grand	or	Tower	Hotel	room:  	
(twin	share:	JPY330,000)	/  JPY165,000	per	person	

	

• 6 泊 7 日/“安比グランド	又は安比グランド	本館”	宿泊ゴルフパック:  	
ツインシェア: JPY330,000（一人当たり 165,000 円）	
	

	

SINGLE	USER	/	シングルユーザ	

• 6	nights/	7	days: “安比グランド	又は安比グランド	本館”	宿泊ゴルフパック 
 (single:JPY220,000)	

6泊7日//“安比グランド	又は安比グランド	本館”	宿泊ゴルフパック：シングルユーザ	

（一人当たり220,000円） 

 
	

https://www.appi.co.jp/stay/hotel_appi_grand 
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
	


