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               大原・御宿大原・御宿大原・御宿大原・御宿ゴルフコースゴルフコースゴルフコースゴルフコース    

2012012012016666 年度友の会年度友の会年度友の会年度友の会「ヤシの木「ヤシの木「ヤシの木「ヤシの木倶楽部」会員募集のご案内倶楽部」会員募集のご案内倶楽部」会員募集のご案内倶楽部」会員募集のご案内    

【【【【会員募集開始会員募集開始会員募集開始会員募集開始】】】】    2012012012016666 年年年年 2222 月月月月 15151515 日（月）日（月）日（月）日（月）よりよりよりより    

 

大原・御宿ゴルフコース(所在地 千葉県いすみ市大原台 200、支配人:平賀 克己)は、バリエーション豊富なプレース

タイルや料金などお得になった 2016 年度 大原・御宿ゴルフコース友の会「ヤシの木倶楽部」会員を募集いたします。 

「ヤシの木倶楽部」はご優待料金でプレーができるほか、乗用ゴルフカーフィーの割引、月例杯ゴルフコンペの参加、

スタンプカードの進呈、早朝プレーの割引きと、さまざまな特典をご利用いただけます。 

日本を代表する名匠 井上誠一氏が最後に手がけた、戦略性豊かな美しいコースではリゾート感を味わえる快適な 

プレーをお得にお楽しみいただくことができます。 

 

        大原・御宿ゴルフコース友の会「ヤシ大原・御宿ゴルフコース友の会「ヤシ大原・御宿ゴルフコース友の会「ヤシ大原・御宿ゴルフコース友の会「ヤシの木の木の木の木倶楽部」倶楽部」倶楽部」倶楽部」概要概要概要概要        

■■■■募集要項募集要項募集要項募集要項    

【【【【会員有効期間会員有効期間会員有効期間会員有効期間】】】】    2012012012016666 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))～～～～2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))までのまでのまでのまでの 1111 年間年間年間年間    

【【【【    対象コース対象コース対象コース対象コース    】】】】    大原・御宿大原・御宿大原・御宿大原・御宿ゴルフコースゴルフコースゴルフコースゴルフコース    

【【【【            年会費年会費年会費年会費        】】】】    1111 名名名名 1111 口記名式口記名式口記名式口記名式((((消費税込消費税込消費税込消費税込))))     

全日会員全日会員全日会員全日会員((((新規新規新規新規))))￥￥￥￥20,00020,00020,00020,000    継続継続継続継続￥￥￥￥13,00013,00013,00013,000    ////    平日会員平日会員平日会員平日会員((((新規新規新規新規))))￥￥￥￥13,00013,00013,00013,000    継続継続継続継続￥￥￥￥10,00010,00010,00010,000    

【【【【        入会資格入会資格入会資格入会資格        】】】】    アマチュアゴルファーアマチュアゴルファーアマチュアゴルファーアマチュアゴルファー    

【【【【        募集定募集定募集定募集定員員員員        】】】】    555500000000 名名名名    ((((定員定員定員定員になり次第締切になり次第締切になり次第締切になり次第締切))))    

【【【【    募集開始日募集開始日募集開始日募集開始日    】】】】    2016201620162016 年年年年 2222 月月月月 15151515 日（月）より日（月）より日（月）より日（月）より    

【【【【        入会特典入会特典入会特典入会特典        】】】】    大原・御宿大原・御宿大原・御宿大原・御宿ゴルフコースゴルフコースゴルフコースゴルフコースででででのプレーのプレーのプレーのプレーが年間を通して特別料金にてご利用いただけます。が年間を通して特別料金にてご利用いただけます。が年間を通して特別料金にてご利用いただけます。が年間を通して特別料金にてご利用いただけます。    

1R1R1R1R プレープレープレープレー料金料金料金料金((((※※※※4444 月～月～月～月～6666 月月月月の場合の場合の場合の場合))))は、は、は、は、    

通常料金通常料金通常料金通常料金    平日平日平日平日￥￥￥￥8,1008,1008,1008,100 のところ→￥のところ→￥のところ→￥のところ→￥5,0005,0005,0005,000、、、、    

土曜日￥土曜日￥土曜日￥土曜日￥16,30016,30016,30016,300        休日￥休日￥休日￥休日￥15,30015,30015,30015,300 のところ→￥のところ→￥のところ→￥のところ→￥10,00010,00010,00010,000    

にてにてにてにておおおお得に得に得に得にプレーができます。プレーができます。プレーができます。プレーができます。その他入会特典もございます。その他入会特典もございます。その他入会特典もございます。その他入会特典もございます。    

             ※料金には消費税が含まれております。 

 

 

 

 ◎本件に関する報道各位からのお問合せ先は 

大原・御宿ゴルフコース                      TEL：0470-62-2111 FAX：0470-62-3525 

㈱プリンスホテル 埼玉・千葉エリア(ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略)   TEL：042-975-6022 FAX：042-974-4545 

    



【入会特典】【入会特典】【入会特典】【入会特典】    

1111....ご優待でのプレーご優待でのプレーご優待でのプレーご優待でのプレー 

会員さまプラン 対象期間 料金 備考

平日￥5,000

平日￥4,500

土休日￥9,500

　2016年12月28日(水)～2017年１月3日(火) 全日￥10,000

※１名さまの１Ｒプレーフィー＜グリーンフィー・カートフィー・諸経費・利用税＞・

消費税が含まれております。

※ロッカーフィー（￥３２４）、補償料（￥３５）は別途かかります。

※ゴールデンウィーク・お盆期間についてはお問合せ下さい。
2016年7月１日(金)～9月30日(金)・

2017年1月4日(金)～3月31日(金)

2016年4月１日(金)～6月30日(木)・

10月１日(土)～12月27日(火)
土休日￥10,000

セルフプレー料金

 

2.2.2.2.乗用ゴルフカーフィーの乗用ゴルフカーフィーの乗用ゴルフカーフィーの乗用ゴルフカーフィーの割引割引割引割引     

平日会員 2 ﾊﾞｯｸﾞの場合 平日￥1,500→￥￥￥￥500500500500  

全日会員 2 ﾊﾞｯｸﾞの場合 平日￥1,500 円→￥￥￥￥500500500500・・・・土休日￥1,500→￥￥￥￥1,0001,0001,0001,000 

※3 ﾊﾞｯｸﾞの場合の割増金額はございません。 

3.3.3.3.月例杯ゴルフコンペ月例杯ゴルフコンペ月例杯ゴルフコンペ月例杯ゴルフコンペ    

■【ヤシの木倶楽部■【ヤシの木倶楽部■【ヤシの木倶楽部■【ヤシの木倶楽部    月例杯の開催】月例杯の開催】月例杯の開催】月例杯の開催】    

毎月毎月毎月毎月、、、、平日平日平日平日 3333 回設定回設定回設定回設定    1R 1R 1R 1R ￥￥￥￥3,9003,9003,9003,900    日曜日日曜日日曜日日曜日 1111 回設定回設定回設定回設定    1R1R1R1R￥￥￥￥8,9008,9008,9008,900    (ロッカー・補償料・昼食代は含みません) 

※（但し 9 月、3 月は月例杯の決勝大会の開催（参加）となります） 

競技方法:新ぺリア方式・18 ホールストロークプレー 

表     彰:合計順位から 1 位・2 位・3 位のみグリーンフィー優待券、ランチ券、ゴルフグッズ等プレゼント。 

※競技会の予約受付はプレー日の 3 ヵ月日前(先行予約)の 10 時からお電話にて受付いたします。 

［ヤシの木倶楽部［ヤシの木倶楽部［ヤシの木倶楽部［ヤシの木倶楽部    月例杯決勝大会］月例杯決勝大会］月例杯決勝大会］月例杯決勝大会］2016201620162016 年年年年 9999 月月月月 26262626 日日日日((((月月月月))))・・・・2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 26262626 日日日日((((日日日日))))に開催に開催に開催に開催    

4.4.4.4.スタンプカードの進呈スタンプカードの進呈スタンプカードの進呈スタンプカードの進呈    

(1)有効期間:2016 年 4 月 1 日(金)～2017 年 3 月 31 日（金） 

(2)来場回数によりプレー代のご優待あり。 

(3)【平日会員】 1 回目 ￥1,000 引、4 回目￥1,000 引、8 回目￥1,000 引、 

12 回目平日会員→平日・1R プレー代無料(利用税・ロッカー・補償料別) 

(4)【土休日会員】 1 回目 ￥1,000 引、4 回目￥1,000 引、8 回目￥1,000 引、 

12 回目土休日会員→平日・1R プレー代無料または 

土休日・1R プレー代￥5,000(ロッカー・補償料別) 

5.5.5.5.早朝プレーの割引早朝プレーの割引早朝プレーの割引早朝プレーの割引    

 (1)平日 1R プレー 通常￥6,500→￥￥￥￥4,4,4,4,555500000000～￥～￥～￥～￥5555,,,,000000000000 （2）土休日 1R プレー 通常￥11,000→￥￥￥￥9,59,59,59,500000000～￥～￥～￥～￥10,00010,00010,00010,000 

 ※期間 4 月中旬～9 月中旬まで。営業日をご確認ください。 

6.6.6.6.来場時にモーニ来場時にモーニ来場時にモーニ来場時にモーニングコーヒーングコーヒーングコーヒーングコーヒー((((スタート前スタート前スタート前スタート前))))のサービスのサービスのサービスのサービス        

7.7.7.7.西武グループ西武グループ西武グループ西武グループゴルフ場のプレー優待ゴルフ場のプレー優待ゴルフ場のプレー優待ゴルフ場のプレー優待    

埼玉エリア 武蔵丘ゴルフコース・新武蔵丘ゴルフコース・西武園ゴルフ場、横浜市の杉田ゴルフ場（ゴルフ練習場）、

箱根エリア 西熱海ゴルフコース、川奈ホテルゴルフコース(大島コース)をご優待料金にてご利用いただけます。 

※上記のプラン（1.～5.）については、料金に消費税が含まれております。 

※上記の特典は、チェックイン時に受付にて会員スタンプカードをご提示いただけない場合はご利用いただけませ

ん。予めご了承ください。 



    大大大大原・御宿原・御宿原・御宿原・御宿ゴルフゴルフゴルフゴルフコースコースコースコース    概要概要概要概要        

南房総の高台に広がる、名匠 井上誠一設計で「初心者には易しく、しかし上級者には難しく」が設計コンセプト。マ

ウンドと１１０のバンカーを配した 18 ホールがゆったりと展開している丘陵コース。フェアウェイは広いが、要所要所

のバンカーが効いており、第１打の狙い所を絞らないと好スコアに結びつかないレイアウトになっている。ティーショ

ットでのボールの落とし場所で次打の難易度が大きく変わる、中・上級者がエキサイトできるコースです。 

【 所 在 地 】 〒298-0014 千葉県いすみ市大原台 200 

【 開 業 日 】 1982 年 10 月 29 日 

【 ホール数 】 18 

【  パー  】 72 

【 ヤー ド 】 6,862 

【 アクセス 】  ＜車＞   アクアライン利用の場合、圏央道・木更津 JCT 経由 

市原鶴舞 IC より 30km （平常時 40分） 

東金道路/東金ＩＣより 50km（平常時 60分）   

＜電車＞ 東京駅から特急(わかしお号)で大原駅まで約 70分 

大原駅からタクシーで約 12分(約￥2,170)  

【お問合せ・ご予約】 TEL:0470-62-2111  FAX:0470-62-3525 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ】 http://www.princehotels.co.jp/golf/ohara 

   

 

豪快なショットがお楽しみ頂ける 1７番ホール 

 

 

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（プレー券やノベルティグッズプレゼントなど）も可能ですので、是非

ともゴルフ場担当者にご相談ください。 


