
開催日 曜 スタート 開催日 曜 スタート
4/18 日 8:03A.M. 8/8 日 7:28A.M.

4/29 木・祝 7:28A.M. 8/18 水 7:28A.M.

5/5 水・祝 7:28A.M. 9/5 日 7:28A.M.

5/12 水 7:28A.M. 9/15 水 7:28A.M.

5/23 日 7:28A.M. 9/26 日 8:03A.M.

6/6 日 7:28A.M. 10/10 日 8:03A.M.

6/16 水 7:28A.M. 10/17 日 8:03A.M.

6/27 日 7:28A.M. 10/27 水 8:03A.M.

7/7 水 7:28A.M. 11/7 日 8:03A.M.

7/11 日 7:28A.M. 11/10 水 8:03A.M.

7/18 日 7:28A.M. 11/14 日 8:03A.M.

8/1 日 7:28A.M.

競技会名称 競技会名称

友の会月例杯

サントリー杯

海の幸オープンコンペ ファイナルオープンコンペ

友の会月例杯（大沼コース開催）

オープニング記念コンペ

家族が喜ぶお土産争奪戦オープンコンペ

夏の感謝祭オープンコンペ

グルメ杯オープンコンペ

友の会月例杯

友の会月例杯

コカ・コーラ杯

チーム対抗戦オープンコンペ

2021年感謝祭

友の会月例杯

伊藤園杯

初夏の感謝祭オープンコンペ

友の会月例杯

ハーフコンペ友の会月例杯

七夕オープンコンペ

友の会月例杯

秋の味覚祭

【NEWS】プリンス友の会でお得にプレー

ご入会申込・お問合せ
〒041-1392　北海道亀田郡七飯町西大沼北海道カントリークラブ

【プリンス友の会事務局】 TEL:0138-67-2211  FAX:0138-67-1119

入会申し込み方法 2021年度 北海道カントリークラブ
Information for 2021

【入会条件】

(税込)

≪ 有効期限 ≫　2021年度シーズン終了まで

SEIBU PRINCE CLUB へ ご入会いただきます。
なお、すでに入会されている方は､申込の際に
入会カードまたはアプリ会員証をご提示ください｡

継続入会　・・・ ￥5,500（税込）

会　員　特　典年　会　費

料金（1ラウンドセルフプレー）

※料金には､グリーンフィー､諸経費､カートフィー、利用税､消費税が含まれております。土休日および8/12～8/13の
　期間に限り､2名さまでのプレーは\2,200の割増料金をいただきます。

平日

土休日

平日

土休日

平日

土休日

プレー日期間

4月
5月

6月
～
9月

10月
11月 \8,200

\5,000
\8,200
\5,400
\8,600
\5,000

プリンスコース
レギュラー　 シニア・レディース

平日

土休日

平日

土休日

平日

土休日

プレー日期間

4月
5月

6月
～
9月

10月
11月

大沼コース
レギュラー・シニア・レディース共通　

\5,400
\8,800
\6,400
\9,200
\5,400
\8,800

競 技 会 日 程 表

参加費 \2,500 (税込)

開催コース:プリンスコース
定員:20組・80名 

参加費には表彰式でのお食事代･運営
手数料･消費税が含まれております。
月例杯以外は一般の方もご参加いた
だけます。
各競技会の競技ルールについて

・

・

・
①
②

③
④

18ホールズストロークプレー
ダブルペリア方式集計
(隠しホール上限Wパー△1カット）

セルフプレースタイル
レギュラーティー使用。但し、
65才以上はフロントティー､女性
はプリンスティーを使用してもか
まいません。

※4/18（日）の月例杯は大沼コースでの開催となります。 
※月例杯は会員合同で開催いたします。大沼コースメンバーの方もご参加いただけます。
※月例杯以外は一般の方もご参加いただけます。
※11/10（水） 11/14（日）はハーフコンペでの開催を予定しております。

ポイントが
貯まりや

すく

無料プレ
ー券がど

んどん

もらえてさ
らにお得

に！

\7,500

\4,800
\7,500
\5,200
\7,900
\4,800

6/12( 土 ) までにご入会いただいた皆さまにもれなく、6/13( 日 ) までご利用いただける
プリンスコース 1 名さま１ラウンドセルフプレー無料招待券を進呈いたします。

早期入会　・・・ ￥5,500（税込）

（2021年３月31日（火）までに手続き完了）

持参

ご持参いただく場合（4/10 より）

直接お持ちいただけるお客さまは、北海道カントリークラブのフロ
ントにて受付いたします。ただし、2021年度の営業は4月10日（土）
から予定しておりますので、オープン以降の受付となります。
新規入会にて早期入会割引をご検討の方はご注意ください。
なお、函館市内等での入会イベントは当社 WEB や LINE で決まり
次第告知いたします。

銀行振込

銀行振込いただく場合
銀行振込をご希望のお客さまは、下記の口座にお振込みください。
お振込み後は、北海道カントリークラブへ入会申込書と振込明細
書を FAX にてお送りください。

【銀行名・支店名】
【口 座 番 号】
【口 座 名 義】

三菱 UFJ 銀行・振込第三支店
普通 8952312

（株）プリンスホテル

銀行振込口座

※お振込みは必ずご本人（ご入会者名）でお振込みください。
※振込手数料はお客さまにてご負担願います。

郵送

ご郵送いただく場合
ご郵送をご希望のお客さまは、入会申込書に必要事項を記載し、年会
費とともに「北海道カントリークラブプリンス友の会事務局」宛に現
金書留にてご郵送ください。

北海道カントリークラブ　プリンス友の会事務局
〒041-1392　北海道亀田郡七飯町西大沼

TEL:0138-67-2211　FAX:0138-67-1119　（電話受付時間 9:00A.M. ～ 5:00P.M.）

継続入会のお客さまは \5,500
早期入会（2021 年 3 月 31 日まで【消印有効】）のお客さまは \5,500
2021 年 4 月 1 日以降で新規入会のお客さまは￥8,800
となります。お間違いのないようご注意ください。

ご郵送いただく場合のご注意

プリンスホテルでは、お客さまにより安全で清潔な空間で快適にご滞在いただけるよう、新たな衛生・消毒基準「Prince Safety 
Commitment（プリンス セーフティー コミットメント）」を策定し、導入いたしました。
安全で清潔な環境を作り、お客さまが快適なひとときをお過ごしいただけますよう準備をしてお待ちしております。

プリンス友の会 会員限定「スタンプラリーカード」の発行③
（スタンプの個数に応じてプレー券等の特典をご用意しております）

⑤ 北海道カントリークラブ 大沼コース・プリンスコースを
優待料金にてプレー

⑧ ゴルフ場 プロショップ（売店）での割引
（商品により、割引できない商品がございますので、スタッフまでお問合せください）

⑨ 函館大沼プリンスホテル 優待割引にてご宿泊
⑩ 函館大沼プリンスホテル パン工房での割引

（パンのみ10％オフ　※一部除外あり）

⑦ 追加（再）スタートのプレーフィー優待

⑥ 平日のプリンスコースでは、1名での予約が可能
（お申込み状況に応じてペアリングいたします）

④ 平日プレーの場合は、さらにスタンプ１個進呈

① １Rプレー無料招待券（1名さま）プレゼント
（無料招待券は初回来場時にお渡しいたします）

各種優待券プレゼント②



北海道カントリークラブ

2021年度　『プリンス友の会』　会員会則

第１章 総　則

第１条 本会は「プリンス友の会」と称し、「年度制」の会とする。

第２条 本会はゴルフを通じて会員相互の親睦、技術の向上、品位高揚、エチケット・マナーの習得を図ることを目的とする。

第３条 本会は北海道カントリークラブプリンスコース内に事務局を置く。

第２章 会　員

第４条 本会に入会する場合、年会費を納入しなければならない。

第５条 本会は入会者に対してスタンプカードを発行する。

第６条 スタンプカードは他人に貸与もしくは譲渡することはできない。

第７条 会員は下記のいずれかに該当する場合は会員の資格を失う。

① 会員が脱会の意思表示をした場合。

② 本会の名誉を毀損し、または秩序を乱した場合。

③ 会員の特典を不正に使用した場合。

④ 会員証の有効期限が切れた場合。

⑤ 会員が暴力団・反社会的勢力と一般に認められる団体もしくはその構成員であることが判明し、または暴力団等と関係
があることが判明した場合。

第８条 会員がプレーする場合はあらかじめ予約を必要とする。

第３章 附　則

第９条 都合により退会する場合は北海道カントリークラブ内事務局までに所定の「退会届」を届けなければならない。入会手続後、
会員の死亡、または病気、身体障害、その他諸事情により退会する場合は、入会日より30日以内に「退会届」を提出しかつ
当年度に利用が一切ない場合に限り、年会費を返金する。

第10条 会員の有効期限は入会日より翌年３月３１日とする。

第11条 本会則に定めのない事項については本会事務局が決定する。

第12条 本会は、本会則の変更、改定または廃止（以下、「変更等」という。）を行うことができる。なお、変更等は、変更等の効力発
生日の２カ月前までに、本会則を変更する旨及び変更後の本会則の内容、効力発生日を会員に相当な方法により告知し、
効力発生日以降は、変更後の本会則が最新のものとして適用される。

個人情報取扱いに関する同意事項

「プリンス友の会」（以下「本会」という）への申込者（以下入会後申込者が会員となった場合を総称して「会員」という）は、以下の内容
に同意のうえ申込みます。

第１条 同　意

(1) 会員は本会を運営する株式会社プリンスホテル（以下「当社」という）が下記の個人情報を下記の目的のために、収集・
利用することに同意します。

〔収集・利用する個人情報〕

入会申込書に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、及び申込書以外で申込者
が当社に届出た事項。

〔利用目的〕

① 本会の入会手続及び管理

② 当社が提供するサービス及びその他事業に関する､サービス提供､宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。

(2) 会員は上記〔利用目的〕②の利用について、中止の申し出ができます。

第２条 業務委託

当社が本会の運営業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた
上で､前条〔収集・利用する個人情報〕により収集した個人情報を当社委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目
的に限って利用する場合があります。

第３条 問合せ窓口

当社の保有する個人情報に関するお問い合わせや､開示・訂正・削除の申し出､その他ご意見の申し出に関しては、下記
連絡先までお願いいたします。

北海道カントリークラブプリンスコース内事務局 　　ＴＥＬ ： ０１３８-６７-２２１１

第４条 条項の変更

本同意条項は、当社所定の手続きにより変更することができます。

女性のご入会はレディース会員。65 才以上の男性のご入会はシニア会員となります。

（シニア会員のご入会対象は生年月日が昭和 31 年 12 月 31 日以前の男性となります）

責任者 経理 受付

/ / /

印 印 印

ゴルフ場記入欄

担当支払方法

会員№
R.レギュラー
S.シニア
L.レディース

会員証は、カード型会員証（ポイント専用会員カード）とアプリ会員証をご用意しております。

なお、すでに SEIBU PRINCE CLUB へのご入会されている会員の方は、申し込みの際にカードまたは

アプリ会員証をご提示ください。

会員証 

入会金は無料となっており、ご入会いただくと全国のプリンスホテルグループをお得にご利用できます。

また、ご利用毎にポイントが貯まり、プレーフィー目録等さまざまな商品と交換できます。

2022年3月31日
2021 

継続会員さまは前年度より変更が無ければ赤枠のみご記入ください。

振込 ・ 書留 ・ 持参
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