
  

              

    

                 
株式会社プリンスホテル

より

「友の会プラス」を開始いたします。

場以外のゴルフ場

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

可能となります。プリンスホテルは国内に

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。
 

【新サービス名称】「友の会プラス」

【対象ゴルフ場】

【登

【登

         

【

           

            

            

        

           

           

           

           

        

           

        

           

           

              

    

株式会社プリンスホテル

より国内 17 ゴルフ場の会員組織「友の会」の会員

「友の会プラス」を開始いたします。

場以外のゴルフ場

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

可能となります。プリンスホテルは国内に

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。
 

【新サービス名称】「友の会プラス」

【対象ゴルフ場】

【登 録 期 間】

【登 録 料 金】

         

【特    典】

           

            

            

        

           

           

           

           

        

           

        

           

            
◎本件に関する報道各位からのお問合せ
株式会社プリンスホテル
TEL：

              

    

プリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾート

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

株式会社プリンスホテル

ゴルフ場の会員組織「友の会」の会員

「友の会プラス」を開始いたします。

場以外のゴルフ場や練習場

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

可能となります。プリンスホテルは国内に

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

【新サービス名称】「友の会プラス」

【対象ゴルフ場】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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

間】 2017 年

金】 1 名さま

         ※別途

典】 ①全国のゴルフ場にて、優待料金でのプレーが可能

           

              

              

         ②3 つの

           

           

③川奈ホテルゴルフコース

           

           

         ④嬬恋高原ゴルフ場の練習場

           

         ⑤特別オープンコンペ開催

           

           
◎本件に関する報道各位からのお問合せ
株式会社プリンスホテル

：03－5928－

                       

    全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

プリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾート

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

株式会社プリンスホテル(本社：東京都豊島区

ゴルフ場の会員組織「友の会」の会員

「友の会プラス」を開始いたします。

や練習場を優待料金でご利用

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

可能となります。プリンスホテルは国内に

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

【新サービス名称】「友の会プラス」

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

年 4 月 1 日(

名さま ￥10,800

※別途各ゴルフ場の

①全国のゴルフ場にて、優待料金でのプレーが可能

           各ゴルフ場の「友の会」会員料金プラス￥

  ※料金には消費税が含まれております。

  ※一部のゴルフ場は対象外もしくは別途特別料金となります。

つのゴルフ練習場にて、優待料金での利用が可能

           杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

           などを特別料金でご利用いただけます。

川奈ホテルゴルフコース

           通常は川奈ホテルのご宿泊者さま限定の富士コースを

           富士コースは世界ゴルフ

④嬬恋高原ゴルフ場の練習場

           嬬恋高原ゴルフ場の実践型練習ホール

⑤特別オープンコンペ開催

           「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

            
◎本件に関する報道各位からのお問合せ
株式会社プリンスホテル 広報

－1154  FAX

         

全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

    プリンスプリンスプリンスプリンス

プリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾート

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

本社：東京都豊島区東池袋

ゴルフ場の会員組織「友の会」の会員

「友の会プラス」を開始いたします。「友の会プラス」にご登録いただくと、現在入会いただいているゴルフ

を優待料金でご利用いただけるほ

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

可能となります。プリンスホテルは国内に 28 のゴルフ場と

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

【新サービス名称】「友の会プラス」 

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

(土)～2018 年

10,800  

各ゴルフ場の「友の会」入会料金が必要となります。

①全国のゴルフ場にて、優待料金でのプレーが可能

各ゴルフ場の「友の会」会員料金プラス￥

※料金には消費税が含まれております。

※一部のゴルフ場は対象外もしくは別途特別料金となります。

ゴルフ練習場にて、優待料金での利用が可能

杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

などを特別料金でご利用いただけます。

川奈ホテルゴルフコース 富士コースのプレーが可能

川奈ホテルのご宿泊者さま限定の富士コースを

富士コースは世界ゴルフ

④嬬恋高原ゴルフ場の練習場

嬬恋高原ゴルフ場の実践型練習ホール

⑤特別オープンコンペ開催 

「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

◎本件に関する報道各位からのお問合せ
広報部 
FAX：03－5928

                         

全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

プリンスプリンスプリンスプリンスホテルホテルホテルホテル

プリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾートプリンスゴルフリゾート    友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

東池袋 3‐1‐

ゴルフ場の会員組織「友の会」の会員を対象に、全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

「友の会プラス」にご登録いただくと、現在入会いただいているゴルフ

いただけるほ

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール

のゴルフ場と

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

年 3 月 31 日

「友の会」入会料金が必要となります。

①全国のゴルフ場にて、優待料金でのプレーが可能

各ゴルフ場の「友の会」会員料金プラス￥

※料金には消費税が含まれております。

※一部のゴルフ場は対象外もしくは別途特別料金となります。

ゴルフ練習場にて、優待料金での利用が可能

杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

などを特別料金でご利用いただけます。

富士コースのプレーが可能

川奈ホテルのご宿泊者さま限定の富士コースを

富士コースは世界ゴルフ 100 選にも選ばれ、名門として名高いコースです。

④嬬恋高原ゴルフ場の練習場 4 ホールが無料でプレー可能

嬬恋高原ゴルフ場の実践型練習ホール

 

「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

◎本件に関する報道各位からのお問合せ 

5928－1514 

                

全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

ホテルホテルホテルホテル    

友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

‐5、代表取締役社長：

を対象に、全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

「友の会プラス」にご登録いただくと、現在入会いただいているゴルフ

いただけるほか、通常は宿泊者限定の川奈ホテルゴルフコース

富士コースの日帰りプレー利用、嬬恋高原ゴルフ場の練習ホール無料利用など

のゴルフ場と 3 つの練習場を有しており、

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

日(土) 

「友の会」入会料金が必要となります。

①全国のゴルフ場にて、優待料金でのプレーが可能

各ゴルフ場の「友の会」会員料金プラス￥1,080

※料金には消費税が含まれております。  

※一部のゴルフ場は対象外もしくは別途特別料金となります。

ゴルフ練習場にて、優待料金での利用が可能

杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

などを特別料金でご利用いただけます。 ※内容は各練習場により異なります。

富士コースのプレーが可能

川奈ホテルのご宿泊者さま限定の富士コースを

選にも選ばれ、名門として名高いコースです。

ホールが無料でプレー可能

嬬恋高原ゴルフ場の実践型練習ホール(4 ホール

「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

                

全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始

、代表取締役社長：赤坂茂好

を対象に、全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

「友の会プラス」にご登録いただくと、現在入会いただいているゴルフ

通常は宿泊者限定の川奈ホテルゴルフコース

無料利用などの特典を受けていただくことが

の練習場を有しており、

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース

「友の会」入会料金が必要となります。 

 

1,080 でプレーが可能となります。

※一部のゴルフ場は対象外もしくは別途特別料金となります。 

ゴルフ練習場にて、優待料金での利用が可能 

杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

※内容は各練習場により異なります。

富士コースのプレーが可能 

川奈ホテルのご宿泊者さま限定の富士コースを、日帰りで

選にも選ばれ、名門として名高いコースです。

ホールが無料でプレー可能 

ホール)を無料でお使いいただけます。

「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

                 

全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス 

友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の

新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始新サービス「友の会プラス」開始    

赤坂茂好)は、

を対象に、全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス

「友の会プラス」にご登録いただくと、現在入会いただいているゴルフ

通常は宿泊者限定の川奈ホテルゴルフコース

の特典を受けていただくことが

の練習場を有しており、この新規

行うことで、「プリンスゴルフリゾート」のさらなる顧客基盤の拡大とゴルフ場の回遊促進を図ってまいります。

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、大原・御宿ゴルフコース、杉田ゴルフ場、

軽井沢７２ゴルフ、軽井沢浅間ゴルフコース、晴山ゴルフ場、馬越ゴルフコース、 

軽井沢プリンスホテルゴルフコース、嬬恋高原ゴルフ場、大箱根カントリークラブ、箱根湯の花ゴルフ場、

箱根園ゴルフ場、川奈ホテルゴルフコース、西熱海ゴルフコース、大磯ゴルフコース 

でプレーが可能となります。

 

杉田ゴルフ場、七里ヶ浜ゴルフ場、高輪ゴルフセンターにて、打席料やボール代

※内容は各練習場により異なります。

日帰りでもご利用いただけます。

選にも選ばれ、名門として名高いコースです。

を無料でお使いいただけます。

「友の会プラス」に登録の方を対象にしたオープンコンペを随時開催いたします。

2017 年

友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の友の会会員対象の    

は、2017 年 4

を対象に、全国のゴルフ場をお得に回遊できる新サービス
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