【ゴルフウイーク】について
ゴルフは教育性に優れたスポーツと言われ、また生涯を通じて楽しめるスポーツとしても最適といわれております。
1901年に日本初のゴルフコースが神戸六甲山に4ホールで開設されてから110年余。現在日本には2400を超えるゴルフ場と約3000のゴルフ練習場、約4000のゴルフ用
品店があり、年間延べ1000万人に近い方がプレーする、国民的スポーツとして定着してきました。また、プロ選手によるトーナメント大会も活況を見せております。
2016年のリオデジャネイロで開催されるオリンピックでは1世紀ぶりにゴルフが正式競技として復帰いたします。また、52年ぶりに2014年に軽井沢で「世界アマ
チュアゴルフチーム選手権」が開催される予定であり、更に日本へのオリンピック招致など、ゴルフの振興についての機会が増えております。
このように、ゴルフへの期待と関心が高まりつつある中、私たちゴルフ関連17団体で構成する「日本ゴルフサミット会議」では、より多くの方にゴルフに親しんで
いただく機会創出を目的として毎年8月1日からの7日間を「ゴルフ・ウィーク」とすることを定めました。
ゴルフ・ウィークの趣旨をご理解賜り、よりゴルフの振興の一助となりますよう、関係各位のご協力をお願い申し上げます
【スローガン】

Let’s Enjoy Golf はじめよう、続けよう、もっとゴルフを!
【ゴルフ界再生のための３本の矢】
①ゴルフプレーを通しての健康づくりをアピール
②年間１０回未満者の稼働回数を２回増やせば１，０００万人の入場者数
③震災復興支援「グリーン・ティー・チャリティー」の最終年
【8/1～8/30期間での幅広い活動】
「ゴルフウイーク」はもとより、週間に拘らず幅広い活動を実施して頂きたく、８月中の期間でも結構ですので、何らかの活動を実施して頂きたくお願い致します。
以上をコンセプトにした企画立案をより多くのゴルフ場・ゴルフ関連業界が参画し、「ゴルフウイーク」を盛り上げて頂ければ幸甚と存じます。ゴルフ業界発展のため、
何卒皆様のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

☆ 会員ゴルフ場における「ゴルフウイーク」関連企画について
地域

ゴルフ場名 （ゴルフ場ＨＰ）

実施日

8/6(火)

フォレスト旭川カントリークラブ

企画名

真夏のレディースコンペ

詳しくは企画されているゴルフ場へ直接お問い合わせください。
場所

コース

9ホール

会員・ゲスト 全ての女性

昨年実施しした「女子会コンペ」の第2弾。上達応援で地元プロのミニレッスン会開催
① 賞品は健康グッズ・希望の環・地元農産品を使用
② プレー前、地元プロによる練習会の開催。
③ 食事は野外にてバーベキュー又は、色とりどりの可愛いお弁当を用意
ビギナーの方が気軽にコースへ出て頂く
① 通常、会員3,000円・ゲスト4,500円を半額にて解放。
② ２時間以内であれば９ホールをどのように練習するも、プレーするも可。

夕暮れゴルフプレー料金半額

8/1(木)～8/7(水)

ワンウィークコンペ開催

コース

当日来場された全てのお客様

8/1(木)～8/7(水)

親子割

コース

親がゴルフ経験者であれば、男の 夏休みを利用して子供と一緒にプレー
子・女の子 年齢問わず可能
ビギナー・若年層の取り組みの一環として開催

8/1(木)～8/7(水)
8:00～17:00

練習場無料開放

練習場

会員・ゲスト 全てのお客様

森林に囲まれた練習場で思い存分練習して頂く
①お金・時間を気にせず疲れるまで練習して頂く
②インドア等の練習場では味わえない自然の環境を満喫して頂きたい

8/1(木)～8/7(水)
8:00～18:00

レストランにて特別健康ドリンクを
用意

レストラン

会員・ゲスト 全てのお客様

健康ウイークとして、飲めば健康になるドリンクを提供する。
①果物・野菜をふんだんに使用したドリンクを開発し提供する。
②一杯500円と手頃な価格設定にして提供する。

8/1(木)～8/7(水)

期間中ベストスコアを出した方、
粗品プレゼント

コース

会員・ゲスト 全てのお客様

普段スコアをあまり気にしない方は、この期間中だけでもスコアを考え、ベストスコアを狙って頂きたい企画
プレー終了後、ベストスコアが出た方は、フロントスタッフに声をかけて頂き、一緒に喜びプレゼントを渡す。

8/1(木)～8/7(水)

2回以上のご利用で、スコアが縮
まった打球に応じてキャッシュバッ
ク

コース

会員・ゲスト 全てのお客様

期間中1回でも多く利用して頂くための企画
プレー終了後、期間中のスコアカード(1回目と2回目)のスコアカードを提出して頂き、打数に応じてキャッシュ
バックする。1打100円とする。

8/1(木)～8/7(水)

ゴルフウイークスタンプカード

コース

会員・ゲスト 全てのお客様

期間中1回でも多く利用して頂くための企画
来場スタンプを精算時に押印し、お客様の申告により賞品を提供する。
賞品内容は館内にて掲示する。

コース

期間中来場された方全員
(会員・友の会・メイト会員)

東日本大震災の復興支援
①7日間のロングランコンペ(ダブルペリア方式)
②参加費500円(一部東北義援金)
③賞品は「希望の環」ロゴ入りボール(男女別表彰)

親子(小中学生)
/大人同伴子供複数可

1.ゴルファーの裾野を広げるため 2.ゴルフ場を知ってもらう 3.地域貢献 4.夏休みの思い出づくり
①3H・6H・9Hプレーの選択制
②料金 大人3,000円 子供無料
③食事＋綿アメ付
④スタート時間 14:30～16:00
⑤ゴルフクラブ・シューズ 無料貸し出し
⑥ロストボール サービス

8/1(木)～8/7(水)

8/5(月)、8/6(火)

8/1(水)、8/2(木)
14：00～17：00

東北応援ロングランコンペ

親子で一緒にゴルフ(小・中学
生)

コースドライブ及び芝滑り
(9H電磁乗用カートでドライブ)

コース

会員・ゲスト 全てのお客様

コンセプト・要項・告知方法等

8/1(木)～8/7(水)

北海道

函館シーサイドカントリークラ
ブ

対象

OUTコース
どなたでもＯＫ
№1 №9

気軽に申込みができ、豪華賞品をゲットすることが出来る。
①1週間の間に申込みされたカードを集計し、成績表を館内に掲示する。
②賞品は系列ゴルフ場の名産品を中心に設定する。

1.ゴルフ場をより身近に感じて頂くため 2.夏休みの思い出づくり 3.地域貢献
①9Ｈをカートでドライブ
②カキ氷サービス
③送迎あり（学校⇔ゴルフ場）
④実施時間 14：00～17：00

函館シーサイドカントリークラ
ブ
8/1(木)～8/7(水)

8/5(月)、8/6(火)

8/1(木)～8/7(水)

初心者応援企画

ドラコン企画

レディース・ゴルフウイーク

8/1（木）～8/7（水） 東コース特別サービス

OUTコース

会員及び友の会紹介初心者

ＯＵＴ №9 来場者全員

コース

東コース

1.コースデビューの後押し 2.ゴルファーの拡大
①9Ｈプレー限定
②プレー料金 平日3,300円 土日4,400円
③食事付き （プレー前に食）
④スタート時間 13：00～15：00
⑤メイトカード無料進呈
よりゴルフを楽しんで頂くため
①ティショットした距離に応じて賞品（ロゴ入りボール）をプレゼント
・50ｙ～100ｙ 賞品なし
・100ｙ～150ｙ ボール1個
・150ｙ～200ｙ 賞品なし
・200ｙ～250ｙ ボール1個
・250ｙ以上
ボール3個
②参加費100円（一部東北義援金）

女性限定

新規女性客の獲得
①女性3名以上プレーで、全員半額
②女性1名に対して男性3名の場合、女性の方は無料
③女性2名・男性2名の場合、女性の方は半額
④食事＋デザート付き

来場者全員

来場者全員、チェックイン時にサービス券（1,000円）を差し上げます。また、先着10組様に乗用カート（2人乗り）1
台無料でお貸しします。※ホームページの「お知らせ」のページから優待券を印刷してプレーヤー全員のお名前
をご記入の上ＦＡＸでお申し込みください。

札幌エルムカントリークラブ
8/1（木）～8/7（水） ミニコース特別優待

青森県 津軽高原ゴルフ場

茨城県 水戸グリーンカントリークラブ

8/1（木）～8/8（木）

8/1(木)、8/2(金)

8/6（火）

8/1(木)～8/7(水)
栃木県

足利カントリークラブ

や～やどうプラン（弘前地域ねぷ
た祭りの際の掛け声です）

乗用カートでコース１周体験

足利ＣＣ夏祭り

ロングランコンペ

ミニコース 来場者全員

コース

照田コース

父兄同伴の小中高生は無料です。（期間中以外も無料です）
期間中、平日500円、土日1,000円を割り引きます。※ホームページの「お知らせ」のページから優待券を印刷し
てプレーヤー全員のお名前をご記入の上ＦＡＸでお申し込みください。
期間中は無料でクラブをお貸しします。（ジュニア用もあります）

期間中の来場者

お祭り期間は帰省客や観光客も多いので、夜からのお祭り前にプレーされたお客様にゴルフ場でもお祭り気分
を味わって頂く。
①ねぷた祭りＷＥＥＫ料金設定（ランチ券＆カキ氷付き）
一般：平日8,810円 土日9,810円
友の会員：平日7,810円 土日8,810円
注）8,810円は「や～やどう」になぞって設定した。
②玄関に「や～どプラン」の特大大垂れ幕。フロントやレストランに金魚ねぷたの飾り付け。全従業員がねぷた
の法被を着用し、ＢＧＭもねぷた囃子を流して雰囲気を醸し出す。
※この企画は今年で5年目となり、毎年開催しています。

初心者、ジュニア、水戸グリーンCC
を１度もプレーされたことのない方

「ゴルフ場」を体感してもらう
・各日、１２名までスタッフが乗用カートでコースを案内する
・終了後、ティーパーティー (意見交換etc)

地元の方、会員そしてその家族
多幸コース
（地域の小学生・保育園児にも開
休場日設定
催案内の配布）

多幸コースを休場日として開放し、多くの方に「ゴルフ場」を知って頂き、「ゴルフ」をより身近に感じて頂く
①小学校・保育園の先生方にコースを利用したゲームや催しの提案を依頼する。
②スナッグゴルフ大会（ドラコンコンテストも入れる）
③乗用カートでコース1周
④ゴルフ場の管理機械の展示及びグリーン刈り、カップ切の体験
⑤夕涼み会としてバーベキュー・花火大会

多幸・飛駒
期間中の来場者全員
コース

日頃のご愛顧への御礼を兼ね、ゴルフ場に足を運んで頂くきっかけ作り
①スコア集計は多幸・飛駒コース混合で順位決定
②参加費無料
③入賞は上位者の少数の方とし、賞品の質を高める。
④賞品は「希望の環」と北海道と沖縄のグループゴルフ場（函館シーサイドＣＣ、フォレスト旭川ＣＣ、守礼ＣＣ）
への招待を入れる（招待期間を定めてペア往復航空券代の提供）

栃木県

足利カントリークラブ

8/1(木)～8/7(水)

8/3（土）

埼玉県

長瀞カントリークラブ

8/14（水）～8/16（金）

8/2（金）

8/1（木）

千葉県

東京都

ファミリー絆ウイーク

いつもと違ったゴルフを楽しめる
日

2013年 夏！長瀞カントリークラブ
ゴルフウイーク

多幸・飛駒 家族でプレーの方々
コース
（会員・ビジター問わず）

ゴルフを通して家族の絆を強めて頂く
①ご家族（ご夫婦、親子、兄弟姉妹等）でご来場の方々を特別料金で優遇。
・一般6,000円（昼食付） 18歳未満ジュニア2,000円（昼食付） 料金は平日・土日共通料金
②ゴルフウイーク記念 絆ボール 1人に1スリーブ提供
③三世代ファミリーは記念撮影⇒場内掲示（掲示はお客様に確認）

多幸コース 企画への参加者

新たなゴルフの楽しみを発見して頂く
①従業員とグロススコアを競う既存企画「チャレンジカップ」に使用クラブの本数を制限するルールを採用
②使用クラブは4本（パター1本＋選んだクラブ3本）とする。
③従業員にグロスで勝つとポイント進呈。ポイントは通常の「チャレンジカップ」より魅力的にする。
④スタート前に参加プレーヤーのクラブ本数確認

練習場
駐車場

ゴルフを知らない方々に！ ゴルフ場を知らない方々に！ ゴルフ場（ゴルフ）を身近に感じて頂く。（帰省された
ゴルフ未経験者（シニア～ジュニ お孫さんと楽しいひと時を！）
ア）
①スナッグゴルフ体験
（地元 幼稚園・保育園に開催案内 ②かき氷を皆様に無料サービス
配布、地元 商工会広報誌に開催 ③お子様へはお菓子を無料サービス
案内掲載）
④バーゲン開催
地元の朝採り夏野菜、涼を楽しむ観葉植物、売店のお土産品、ゴルフ用品などの特別割引

ひとりスクランブルゴルフ大会 東・中コース 誰でも参加可能

新たなゴルフライフの追及
①1ラウンドで8回ショットの打ち直しが出来、良い方を選択
②ダブルペリア方式 賞品はポイント
③参加費は、ポイントから差し引く（1000Ｐ）無い場合は1,000円

ジュニア限定 遊びながらゴル 西コース
パターグリー ジュニア、学生（小・中）その親
フ体験・お祭りゴルフ
ン

ゴルフ場を少しでも身近に感じ、ゴルフを通して心身の成長に寄与したい
プレーだけではなく、ゴルフ場の作業を体験してもらう。
①使用している機械を展示して何が何の作業をしているか簡単に説明する。
②大型機械との写真撮影
③ＫＧ刈り（刃はいれない）、ＡＰ刈り（刃はいれない）のデモンストレーション
④コース課で担当人数5～7名

8/1（木）

同上

西コース

8/3（土）

若者ビギナーのピクニックゴル
フ体験

西コース
2回廻り

8/1(木)～8/7(水)

ゴルフウイーク東北支援ロングラ
ンコンペ

同上

東我孫子カントリークラブ

ＧＭＧ八王子ゴルフ場

若年層・初心者

東・中コース 通常予約・全ての来場者

ゴルフ場を少しでも身近に感じ、ゴルフを通して心身の成長に寄与したい
各ホールで色んなことを行う
①ゴルフボールを使わずにサッカーボールを使い、蹴ったり投げたりしてゴルフをする。
②スナッグゴルフ （№2ホール）
③パターゴルフ20ｙ近辺からスタートする （№3ホール）
④自由にゴルフ体験 （№4・9ホール【ロングホール】）
⑤普通にゴルフ （№5～8ホール） 【ゴルフ経験者】
⑥スタンプラリー制にして全部のホールを体験したら景品を進呈
少しでもゴルフの楽しさをアピール
①西コースを2回廻り
②参加費2,000円
③参加賞・ボール、練習場50球無料券、西コース廻り放題スタンプカード
ゴルフを楽しみながら東北に支援できる
①参加料は500ポイント（無い方は500円）
②新ペリア方式（上限なし）で集計
③賞品は、各姉妹コースの物産品や東北支援「希望の環」を使用。当クラブの割引券やポイントを賞品にす
る。

8/1(木)～8/7(水)

ゴルフウイーク限定スタンプラリー 東・中コース 会員・ＡＧＣ会員

クラブライフのサービス強化月間
①通常行っているサービスはがきとは別のスタンプカードを作成
②マス目を6個作成し、来場毎にスタンプを提供する
③マス目毎にサービスを提供
④プレーフィ半額券やポイントを進呈

8/8（木）、9（金）

「ゴルフウイーク特別企画」
夏休みジュニアゴルフ教室

協力：スポーツ祭東京2013八王子市実行委員会
【時間】 14：00～
【募集人数】 男女合計30名 ※定員になり次第募集を締め切ります
【参加費】 3,000円 （2日分）

練習場

小学4年生～中学2年生

8月中 全日
東京都

「ゴルフウイーク特別企画」
小学生練習場無料開放

練習場

小学生まで
【スタート】 最終組スタート後、もしくは14：00～16：00まで
※必ず保護者同伴でお願いします

コース

小学1年生～高校3年生
必ず会員同伴でお願いします

【プレー料金】 9,500円（昼食別） ＧＦ・1Ｒ4Ｂキャディフィ・乗用カートフィ・諸経費・消費税含む
※利用税免税対象となりますので、必ず身分証明書をご持参ください。
※1日3組限定

コース

会員のご子息とそのご友人
20代・30代の方

【プレー料金】 （昼食別） ＧＦ・1Ｒ4Ｂキャディフィ・乗用カートフィ・諸経費・消費税含む ※利用税900円別途
平日 11,500円 土日祝 16,500円
※会員からのご紹介に限ります。
※1日3組限定
※年齢確認のため、身分証明書をご持参ください。

コース

ゴルファー全員

若年層をターゲットとし、ゴルフの上達も狙い
若年プレーヤーへのサービスプラン。1.5ラウンドを1ラウンド料金でプレー。夏場のゴルフを思う存分楽しんで
頂く。

地元 小学校児童・保護者

地元 小学校児童 無料招待
【参加人数】 保護者・児童 合計約110名
当日は『ゴルフの町みずなみ』の発案者・瑞浪市長も参加
スナッグゴルフ・パター体験・打球場体験・レストラン昼食・コース内サッカー・ドッジポール体験・大浴場体験
等、その他職員によるアトラクション有り。

コース

来場者全員 参加は任意

ゴルフと東北支援を関連付け、ゴルフウイークにゴルフを楽しみながら、東日本大震災で被災された方々を応援
する。コンペは、表彰部門を多数設定して、多くの方が入賞できるようにする。
①18ホールストロークプレー・Ｗペリア・ＨＤＣＰ（上限なし）・同順位は年齢順
②参加費は無料（但し、東北義援として500円/1人）
③部門は、年代・男女別とする
10・20・30・40・50・60・70・80歳代以上
④賞 優勝・準優勝・3～5位・以下飛賞・ＢＢ賞・ＢＭ賞
⑤賞品 東北復興プロジェクト「希望の環」より 参加賞：感謝の缶詰1缶＋マーク入りボール2個
⑥発表 館内・ＨＰ・賞品はご来場時引き換え

コース

ロング・ミドル・ショートホールにチャレンジホールを設定する。ご来場者にそのミッションにチャレンジして頂きス
コアー以外の楽しみ方を提供する。
①ミッションチャレンジホールを設定し、チャレンジホール達成数により賞品を進呈する。
②チャレンジホールは、ＯＵＴ．ＩＮ各1ホールの合計6ホール
来場者全員 （参加費無し、参加は ③チャレンジホール
任意）
ショートホール・・ワンオンチャレンジ
ミドルホール・・2オンチャレンジ
ロングホール・・パーチャレンジ
④賞品：こぶしゴルフ倶楽部利用券、お食事券、ドリンク券など
⑤ティグランドにチャレンジホールの案内を設置する。

ＧＭＧ八王子ゴルフ場
8月中 火～土曜日 「ゴルフウイーク特別企画」

ジュニアゴルファー優待月間

8月中 火～土曜日 「ゴルフウイーク特別企画」

ヤングゴルファー優待月間

8月中の平日毎日
（但し、お盆は除く）

鉄人ゴルフ1.5ラウンドに挑戦

明世カントリークラブ
8/26（月）

8/2（金）～8（木）

8/2（金）～8（木）

第3回「ゴルフ場野外体験会」

ゴルフウイーク東北支援ワン
ウイークコンペ

こぶしミッションチャレンジ

コース

こぶしゴルフ倶楽部

8/2（金）～8（木）

ゴルフウイーク特別メニュー

来場者全員

ゴルフウイークをご来場者に意識してもらうために、期間中限定で特別メニューを設定する。
①ゴルフウイークを表現できるような特別メニューを1～2品設定
②価格は、通常より少し安価に設定（1,050円程度）
③アフターメニューも特別メニューを設定する

コース

初心者

ゴルフウイークにあらためて、朝日コーポレーションオリジナルの初心者応援企画である「ピクニックゴルフ」を利
用して頂き、ゴルファーを創造する。
①料金は、2,030円（通常3,000円）のゴルフウイーク特別料金を設定
②申し込みは、ゴルフ経験者が1名以上同伴することとする
（ゴルフ経験者がいない場合で、社員が同行できる場合は同行する）
③ピクニックゴルフの内容・申し込みなどは通常と同様とする

コース

ジュニア（18歳未満・非課税者対
象）

ゴルフウイークは夏休みであり、この時期にジュニアゴルファーにゴルフに親しんでもらうこと
①プレー料金は、昼食付きで3,030円
②プレーの場合は、成人以上の同伴者が1組に1名以上いること
③申し込みは同伴者が行う

レストラン

岐阜県

8/2（金）～8（木）

コースデビュー応援企画

8/2（金）、5（月）～8
ジュニア応援企画
（木）

美岳フレンドパーク

コース

地元住民

地元の人にゴルフ場をもっと知ってもらう
①日替わり縁日（旧スタート小屋 0番亭）
焼きモロコシ・フランクフルト・綿アメ・そうめんチャンプルなど
②コース内ドライブ（キャラクターにて飾り付け）
③コース一部開放（伊吹№1ホールを予定）
・ストラックアウト（抜いた枚数によりお菓子をプレゼント）
・キックターゲット（同上）
・ゴルフ体験（カゴに入った数によりお菓子プレゼント）
④コース管理機械の展示（伊吹№1ホールＴＥＥ前を予定）
⑤デコカート作成（３台）

ハニーの日（８月２日）

コース

女性を同伴した組

語呂合わせハニー82女性を優遇する企画
①３名の男性を同伴した女性はプレーフィ無料
②２名の男性を同伴した女性はプレーフィ半額

8/1（木）～3（土）
8/6（火）、7（水）

友達の輪

コース

8/1(木)～8/7(水)

ジュニア応援プラン

コース

8/1(木)～8/7(水)

美岳カントリークラブ
8/2（金）

西尾ゴルフクラブ

始めよう 続けよう もっとゴルフを！（ひとりでも多くの友達にゴルフを）
①1組4名の場合、予約者はプレーフィ無料
②1組3名の場合、予約者はプレーフィ半額
18歳未満の方

ジュニアにもつとゴルフをして頂けるよう格安で提供
対象者は2,000円（昼食付）

8/1（木）～8/31（土） サマーロングランゴルフコンペ

コース

プレー参加者

ゴルフウイークを含む8月を対象に真夏にも沢山の人にゴルフを楽しんで頂きたい
・参加者全員にもれなくドリンク1本＋無料券が当たる抽選1回、はずれでもボール1個
・優勝者には台湾ペアゴルフ旅行
・1,000位、2,000位 台湾ゴルフ旅行
・その他豪華賞品が満載

20代・30代ゴルファー応援プラ
ン

コース

20代・30代のゴルファー

20代・30代ゴルファーの活性化
2015年問題を間近に控え、ゴルファーの層の薄い年代層の活性化が狙いのプラン設定
通常料金 16,325円 (昼食別) → ※10時以降スタート 11,750円 (昼食付)

コース

ジュニアゴルファーにゴルフと家族とカブトムシを好きになってもらうこと
【スタート】13：00～13：40 ハーフプレー プレー前にルール説明があります
【競技方法】9Ｈｓスクランブル方式・ダブルペリア方式・全参加ペアに賞品を用意
【プレー料金】ハーフ乗用カートセルフプレー （消費税・利用税込、ゴルフ振興基金20円別途）
会員ペア 親子2名・・14,900円
お子様（小学生まで）とゴルフ経験
ゲストペア 親子2名・・15,900円
のあるその家族（中学生以上）
ペットボトル付き、プレー後のデザート付き、賞品あり
親子で力を合わせてゴルフを楽しむ企画。ペア2人のベストボールでプレーできるスクランブル方式なので、は
じめてコースをラウンドするお子様でも安心して参加できる。
親子で力を合わせて1つのスコアを作ることで、お子様は自然とゴルフが好きになり、賞品に世界一大きなカブ
トムシであるヘラクレスオオカブトムシをはじめ、世界の有名なカブトムシやクワガタムシが参加の全ペアに当た
るので、お父さんはお子様に感謝されること間違いなし。

グループ
6コース

信和ゴルフグループでは、パー72にちなんで毎年7月2日を「ゴルフの日」と定め、期間中にご来場頂いた方に
「ゴルフ上達＆安全祈願お守り」をプレゼントしています。完全オリジナルで製作するこのお守りは、年毎にデザ
イン及び色目が異なり、スポーツと武勇の神様「建御雷神」を祀る春日大社(滋賀県)で実際に祈祷されたもので
ご来場のプレーヤー
す。また、7/1～7を「ゴルファーズウイーク」を銘打ち、72にちなんだプレーフィを設定したり、その日の72番目の
(信和ゴルフグループポイントカード
来場者のプレーフィを無料にしたり、プロショップでバーゲンを開催するなど、各場で様々な楽しいイベントも実施
所有の方) 登録無料
しています。2012年には、期間限定のゴルファー応援メニューとして、但馬産リブロース・但馬産もも鶏・茶美豚
ロースを使用した「特選ミックスグリルランチ」が登場しました。(体内吸収率を上げ、疲労回復に効く豚肉や牛肉
をたっぷりと摂って頂くことにより、午後からのプレーの源になる)

愛知県

名古屋広幡ゴルフコース

チェリーヒルズゴルフクラブ

8/3(土)、4(日)

8/4（日）

夏休み親子ゴルフ大会「ヘラク
レスカップ」

兵庫県

信和ゴルフグループ

※
毎年7/1～7/7

7月2日はゴルフの日「ゴル
ファーズウイーク」

有馬ロイヤルゴルフクラブ

福岡県

玄海ゴルフクラブ

※
毎年
「ディスカバー淡河ハイク＆ス
ゴールデンウイークの
ポーツフェスタ」
最終日

5/1（水）～8/31（土） 玄海・筑紫野スタンプラリー

8/1(木)～8/7(水)

8/1（木）～8/31（土）

8/1（木）～8/31（土）
沖縄県

男女浴室の無料開放

大学生の学割プレー料金の設
定

観光情報サイト（南城スタイ
ル）への特典追加

18ホールを貸切開放し、子供達を中心にした多くの方々に「ゴルフ場」を知って頂く事もさることながら、ご家族や
友人と屋外でのゴルフに留まらないスポーツを通じて語り合える場所と時間を提供する。
ハイキング・SNAGゴルフ・ディスクゴルフ・シャボン玉・綱引き・凧揚げ・紙ヒコーキなど
練習場
地元の方・会員の方・そしてそのご
専用サイト⇒http://www.arima-royal.com/special/index.php
ノーブルコー 家族他
ス18ホール (市外、県外基本的にどなたでも)
※ゴルフウイークに重ねたいが、地元青少年育成協議会との共催という部分も大きな意義があるためGWと
なっております。

男女浴室

コース

レストラン

プレーヤー以外も可
南城市地域の方をメイン

プレーヤー以外の方にも、気軽にゴルフ場の施設を利用して楽しんで頂く
①湯船に入浴剤を入れ、目と香りを楽しんで頂く
②地域の集落施設へ広告ポスターを掲示
③当クラブホームページにて広告掲載
④会員、ＡＧＣ会員へＤＭ6,500枚発送
⑤クラブハウス内、練習場へ広告ポスターを掲示

県内大学生

県内では学生特別割引は高校生までとなっているため、大学生へ学割料金を設定し、プレー料金の軽減を行い
ゴルフ人口の拡大を図る。
①学割プレー料金4,700円（土日祝含む）
②学生連盟への協力依頼の実施
③各大学への広告ポスターを掲示
④当クラブホームページにて広告掲載
⑤クラブハウス内、練習場へ広告ポスターを掲示

南城スタイル登録会員（観光客を
含む）

プレーヤー以外の方にも、気軽にゴルフ場の施設を利用し、楽しんで頂く
①プレーヤー以外の方へ食事のり20％割引実施及び1ドリンクサービスの実施
②南城市役所との提携により実施 （南城市ホームページにて広告掲載）
③当クラブホームページにて広告掲載
④クラブハウス内、練習場へ広告ポスターを掲示

来場者

東北応援支援コンペを通して東北の復興とゴルフ場に親しみを持って頂く
①参加費100円とし、参加費は寄付とする
②賞品に「希望の環」の賞品を入れて東北の復興活動をＰＲする
③恒例の夏季オリオンビールロングランコンペとのコラボレーションにて開催
④当クラブホームページにて広告掲載
⑤クラブハウス内、練習場へ広告ポスターを掲示

地域の方、会員の方とその家族、
施設の入居者の方々
（地域の小学生・保育園児等にも
開催案内の配布）

地域の方々への還元と、ゴルフ場を身近に感じて頂く
①南城市観光協会とのコラボ（地元お土産販売・キャラとのふれ合い）
②大抽選会
③子供エイサーショー
④乗用カートコースドライブ
⑤子供落書きコーナー
⑥家族記念写真会
⑦体験綿菓子作り
⑧花火大会
⑨その他

守礼カントリークラブ

8/1（木）～8/31（土）

8/5（月）

東北応援支援ロングランコン
ペ第2回の開催

守礼祭りの開催

コース

コース
駐車場

☆ 平成25年度「ゴルフウイーク」関連企画 ※ゴルフ関連団体等との賛同企画
地域

夏の集客
玄海ＧＣと筑紫野ＣＣを各1回はラウンドして頂き、スタンプ計3つ集めると「1,500円」の割引券とし利用できるス
タンプカードを来場されたゲストにお渡しする。

玄海ＧＣ
ゲスト
筑紫野ＣＣ

ゴルフ場名

実施日

企画名

場所

対象

詳しくは企画されているゴルフ場へ直接お問い合わせください。
コンセプト・要項・告知方法等

鎌ヶ谷カントリークラブ

8/7（水）、9/11（水）

千葉夷隅ゴルフクラブ

8/1(木)～8/7(水)
※8/3.4は除く

初心者ゴルフ教室

中山カント 18歳以上の男女初心者
リークラブ （未経験者～練習場経験者まで）

千葉県

神奈川県 相模湖カントリークラブ

Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏｌｆ

8月の毎週月・金曜日 神奈川県民ゴルフデー

初心者ゴルファーの底辺拡大のための教室を開催する。
千葉県北部地区支配人会が中心（運営員会）各クラブ月1回3か月スパンで同一クラブで実施している。尚、小
中学生の初心者を対象に学校が休みの時、各クラブの共同事業として実施しており、今夏は8/26（月）鷹之台カ
ンツリー倶楽部で実施予定
【参加費】10,000円 （レッスン料・昼食・ボール代・保険料・パーティー代込）
【募集人員】 各回20名 （申込み多数の場合は先着順）
【レッスン内容】 ゴルフの基本（エチケット・マナー・ルールの講習・ゴルフの基本講習・練習場での打撃練習）
コース体験 （ラウンドレッスン）
【レッスン指導】 千葉県北部地区所属プロ及び千葉プロ会による指導（プロ1名につき生徒4名まで）
もっと身近にゴルフを感じて頂き、ゴルフ仲間を増やそう！！
2人1組の「スクランブル方式」 初心者対象なので気兼ねなく楽しくプレー出来る。
ゴルフマナーＢｏｏｋ進呈
（一般社団法人日本ゴルフ用品協会・主催）

コース

コースビギナー＋同伴ゴルファー
（ＨＤ28以下）

コース

県内のゴルフ人口の拡大を目標とする。
①8月の毎週月・金曜日をセルフデー特別企画
地元の方を中心とした神奈川県民
②【料金】10,000円 （4Ｂセルフプレー・昼食付）
（神奈川県ゴルフ連盟）

