
【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 北海道と千葉の更なる人・ものの交流を促進することを目的に、平成２５年度から  

北海道の経済・観光団体との意見交換等（※参考１）を行ってきた「成田空港活用協議

会」では、その一環として、アクティブシニア層をターゲットに、北海道と千葉県の双

方で盛んなパークゴルフを活用した継続的な相互交流を推進するため、今年３月に  

「北海道・千葉交流パークゴルフ大会 IN 千葉」（千葉県山武
さ ん む

市の蓮沼海浜公園パークゴ

ルフ場）と、それにあわせた成田ＬＣＣを使った北海道からのパークゴルフモニターツ

アーを実施（※参考２）しました。 

○ 今回、更なる相互交流を進めるため、「北海道・千葉交流パークゴルフ大会 IN北海道」

を開催することといたしました。 

○ また、大会の開催にあわせて、成田ＬＣＣを使って、千葉県のパークゴルフ愛好者が

北海道でパークゴルフをプレーするモニターツアーや、札幌ドームでのＰＲも併せて 

実施します。 

 

《パークゴルフ大会及び交流会の概要》 

  パークゴルフ発祥の地で、公認コース数が全国１位の北海道と、全国２位である千葉

県のパークゴルフ愛好者合わせて約１６０名が、技術の向上と参加者相互の親睦を図る

ことを目的として大会に参加。 

また、大会終了後は、より一層親睦を深めるため、交流会を実施。 

 １ 日時  平成２８年９月８日（木）８：３０～ 

 ２ 場所  えべつ角山
かくさん

パークランド 

       （北海道江別市
え べ つ し

角山
かくやま

１９９番地１ TEL：011－389－5000） 

 ３ 内容 

   ①開会式（８：３０開始）森田健作千葉県知事も出席 

   ②プレー 

   ③表彰式・交流会（１２：３０頃の開始を予定） 

 ４ 参加者 

   千葉県からの参加者：７６名 

北海道からの参加者：約８０名（募集中） 

 ５ 主催 成田空港活用協議会、えべつ角山パークランド 

 ６ 協賛 山武市（当協議会会員）、千葉県パークゴルフ協会連合会、 

関東パークゴルフ場協議会、月刊パークゴルフ新聞 

同時記者発表：千葉県政記者クラブ、民間放送テレビ記者クラブ、千葉県経済記者会、成田空港記者会、 

成田空港民放クラブ、ＮＡＡ記者クラブ、北海道庁道政記者クラブ 

 

 
 

２０１６年８月３１日 

～成田空港を活用した北海道との相互交流事業第２弾～ 

『北海道・千葉交流パークゴルフ大会 IN北海道』の開催について 
 

森田健作千葉県知事も応援に駆け付けます。 
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《千葉県から北海道へのパークゴルフモニターツアー》 

  千葉県のパークゴルフ愛好者に、パークゴルフ発祥の地であり、コースのスケールも

大きい北海道でのプレーが、成田ＬＣＣを使って、気軽にお得にできることを実感して

いただくとともに、北海道のパークゴルフ愛好者との交流を深めていただくための  

モニターツアーを、パークゴルフ大会の開催にあわせて実施。 

 １ 日程 

   平成２８年９月７日（水）～９日（金）の２泊３日 

 ２ 参加人数  ７６名（既に募集は終了） 

 ３ 行程 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 旅行企画・実施 

   ㈱ＪＴＢコーポレートセールス法人営業千葉支店（当協議会会員） 

   ㈱日本旅行（当協議会会員） 

 ５ 利用予定航空会社 

   ジェットスター・ジャパン（当協議会会員） 

   バニラエア（当協議会会員） 

 

  

日次 月日 行程 食事 

 

 

１ 

日目 

９月７日 

（水曜日） 

 

※申込み先の 

利用航空便毎

に出発時間が 

異なります。 

【往路バニラエア便（日本旅行）】 

6:00集合 

成田空港→✈→新千歳空港→えべつ角山パークランド→ホテル 

   宿泊先：アートホテルズ札幌  

朝：× 

昼：弁当  

夜：ホテル 

【往路ジェットスター便（ＪＴＢ）】 

8:30集合 

成田空港→✈→新千歳空港→えべつ角山パークランド→ホテル 

   宿泊先：アートホテルズ札幌  

朝：× 

昼：弁当  

夜：ホテル 

 

２ 

日目 

９月８日 

（木曜日） 

午前：えべつ角山パークランド 

（北海道・千葉交流パークゴルフ大会 in北海道） 

午後：表彰式・交流会 

（交流会では景品が当たる抽選会も開催） 

   →大倉山展望台→市内観光（車窓）→ホテル 

宿泊先：アートホテルズ札幌 

朝：ホテル 

昼：パーク 

ランド 

（交流会） 

夜：× 

 

 

３ 

日目 

９月９日 

（金曜日） 

8:30 

ホテル→メイプルパークゴルフコース→道産市場（お買物） 

→新千歳空港→※✈→成田空港(19:20頃)到着後 各自解散 

※復路は全員バニラエア便を利用します。 

朝：ホテル 

昼：弁当  

夜：× 
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《札幌ドームにおけるＰＲ》 

千葉県が実施する「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」スペシャルナイターの観光ＰＲ  

ブースなどにおいて、千葉県と連携して、成田ＬＣＣを始めとした充実した航空ネット  

ワークや成田空港のアクセス利便性などの情報発信 

１ 場所：札幌ドーム北ゲート２横 

 ２ 日時：平成２８年９月７日（水）１６時３０分から２０時ごろ 

３ 内容： 

・「北海道から関東へ 北海道日本ハムファイターズの応援に行くなら成田ＬＣＣが

オトク！」のチラシ等を入場者全員に配布。 

・千葉県と共同で、アンケートに御協力いただいた方に、成田空港活用協議会オリジ

ナルクオカードなどが当たる抽選会を実施。（先着５００名様対象） 

・成田ＬＣＣなど札幌から千葉県へのアクセス紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

《今後の展開》 

  成田―新千歳間は、安くてお得なＬＣＣを始め、多くの航空便が就航していることを

ＰＲすることで、 

（１）成田ＬＣＣを使って、北海道のパークゴルフ場が雪に閉ざされ、プレーが出来  

なくなる冬にはあたたかい千葉で、夏は涼しい北海道で、それぞれ、パークゴルフ

をプレーしてもらう。 

（２）野球やサッカーのビジター戦（アウエー戦）の観戦にも、成田ＬＣＣをより一層

利用してもらう。 

 などにより、北海道と千葉の相互交流を進めていく。 

 

 

  

成田空港活用協議会事務局  内田 ・吉田 
千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県経営者会館３階３０１ 
TEL：043-306-2411（当日も連絡可） FAX：043-306-2412 
E-mail：info@nrt-promo.jp URL: http://www.nrt-promo.jp/ 

問
い
合
わ
せ
先 

成田空港活用協議会の概要 

当協議会は、成田空港が有するポテンシャルと圏央道など高速道路整備の伸展を最大限に活用して、

千葉県経済を活性化させるため、約１５０の企業・団体・行政が結集して設立された組織です。 

会長：石井俊昭千葉県商工会議所連合会会長  特別顧問：森田健作千葉県知事 

 

成田空港活用協議会オリジナル 

QUOカード（500円分） 

チラシデザイン 

mailto:info@nrt-promo.jp
http://www.nrt-promo.jp/
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平成２５年度、２６年度の北海道の経済・観光団体との意見交換 

 

１ 平成２５年度 

実施日：平成２５年１０月２５日（金） 

概 要： 

テーマ：「空港を活用した経済・観光振興」 

      ・千葉県側 

協議会会長 石井 俊昭 

千葉県副知事 諸橋 省明 ほか 

・北海道側 

北海道商工会議所連合会会頭 高向巌 

北海道経済連合会会長 近藤龍夫 ほか 

 ２ 平成２６年度 

実施日：平成２６年１１月７日（金） 

概 要： 

北海道の経済・観光団体トップ層との意見交換 

       ・千葉県側 

協議会会長         石井 俊昭 

知事／協議会特別顧問    森田 健作 

県観光物産協会会長     飯沼喜市郎  

・北海道側 

北海道商工会議所連合会会頭 高向 巌 

北海道経済連合会副会長   古田 和吉 

北海道経済同友会代表幹事  横内 龍三 

北海道観光振興機構会長   近藤 龍夫  

       実務者レベルの意見交換 

       テーマ「ナリタがつなぐ北海道と千葉～相互の交流促進に向けて～」 

       ・北海道側プレゼンテーション 

          （公社）北海道観光振興機構広報担当部長  渡邊 敏克 

            「北海道の修学旅行について」など 

       ・千葉県側プレゼンテーション 

          成田国際空港㈱執行役員経営計画部長   椎名 明彦 

            「成田空港の利便性向上について」 

          千葉県レクリエーション都市開発㈱営業推進部次長 高橋 吉徳 

            「千葉県のパークゴルフ場の状況と活用について」 

  

参考１ 
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  平成２７年度に実施した、北海道・千葉交流パークゴルフ大会 IN 千葉及び交流会と、

それにあわせた北海道からのパークゴルフモニターツアー。 

  １ パークゴルフ大会 

  （１）日時  平成２８年３月１１日（金）９：００～ 
  （２）場所  蓮沼海浜公園パークゴルフ場 
        （山武市蓮沼ホ 368-1 TEL：0475－78－3555） 
  （３）内容 
    ①開会式 
    ②プレー 
    ③表彰式 
  （４）参加者 
    北海道からのモニターツアー参加者（４０名） 
    公募した千葉県のパークゴルフ愛好者（１２０名） 
  （５）主催 成田空港活用協議会、千葉県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市開発㈱（当協議会会員） 
  （６）協賛 山武市（当協議会会員）、千葉県パークゴルフ協会連合会、 

関東パークゴルフ場協議会、月刊パークゴルフ新聞 
  
２ 交流会  
（１）日時  平成２８年３月１１日（金）１７：００～１８：３０ 

  （２）場所  ホテルガーデンハウスマリーノ 
（山武市蓮沼ホ 311 TEL：0475－86－2511） 

  （３）参加者 
     大会参加者に加え、千葉県内のパークゴルフ場関係者など１１５名が 

参加。 
  （４）主催、協賛  パークゴルフ大会に同じ 

  

参考２ 
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３ モニターツアー 

   （１）平成２８年３月１０日（木）～１２日（土）の２泊３日 

    （２）参加人数  ４０名 

    （３）行程 

月日 行程 宿泊 

３／１０ 

（木） 

新千歳８：３０→ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 100便→１０：１５成田空港 

バスで蓮沼海浜公園パークゴルフ場へ 

午後：練習ラウンド 

ホテル 

ガーデンハウス

マリーノ 

３／１１ 

（金） 

９：００～ パークゴルフ大会 

（蓮沼海浜公園パークゴルフ場） 

表彰式終了後自由時間（パークゴルフもプレー可） 

１７：００～１８：３０ 交流会 

ホテル 

ガーデンハウス

マリーノ 

３／１２ 

（土） 

ホテル８：３０→海の駅九十九里（九十九里町）→イチゴ狩り 

（山武市）→１１：４５しすいの森パークゴルフ場 

昼食後 フリープレー 

１５：００頃発→１５：３０成田山１６：１０→ 

１６：３０成田空港 

成田空港１８：００→ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 117便→１９：５０新千歳 

 

 ４ 旅行企画・実施 

   ㈱ＪＴＢコーポレートセールス法人営業千葉支店（当協議会会員） 

 ５ 利用航空会社 

   ジェットスター・ジャパン（当協議会会員） 

     

 

 


