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たが、今回、歴史と伝統ある「北海道カントリークラブ」を冠した名称へと変更いたします。ホールレイアウトの変

更により難易度を軽減し、女性をはじめ、シニア層、ビギナーゴルファーの方など、北海道新幹線開業を契機に

多様化するさまざまな層のゴルファーの方にお楽しみいただけるゴルフ場になります。さらに、訪日外国人旅行

者の需要の高まりに対応し、乗用ゴルフカーに多言語ナビゲーションサービスをプリンスゴルフリゾートで初めて

導入いたします。
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1111．ゴルフプレーを遊ぶ方へ「ビンゴゲーム」を開催．ゴルフプレーを遊ぶ方へ「ビンゴゲーム」を開催．ゴルフプレーを遊ぶ方へ「ビンゴゲーム」を開催．ゴルフプレーを遊ぶ方へ「ビンゴゲーム」を開催    

【期間】6 月 1 日(木)～6 月 4 日(日) 

【内容】期間中にお越しいただいたお客さまにビンゴカードをお渡しします。ビンゴカードに書かれいるお題 

をクリアしていき、全質問制覇でゴルフプレー券、1 列クリアでゴルフプレーご優待券をプレゼント 

いたします。 

 

2222．．．．ゴルフをお洒落にプレーゴルフをお洒落にプレーゴルフをお洒落にプレーゴルフをお洒落にプレーする方へする方へする方へする方へ「ベストドレッサー賞」「ベストドレッサー賞」「ベストドレッサー賞」「ベストドレッサー賞」    

 【期間】6 月 1 日(木)～6 月 4 日(日) 

【内容】期間中にお越しいただいたお客さまの中から「ベストドレッサー賞」男女各１名さま、「ベストマイカー

賞」をゴルフ場のスタッフが選出します。見事選ばれた方には「プリンスコースプレー１名さまご招待」

をプレゼントいたします。 

 

3333．．．．ゴルフはスコア重視のこだわりの方へゴルフはスコア重視のこだわりの方へゴルフはスコア重視のこだわりの方へゴルフはスコア重視のこだわりの方へ    

「「「「プリンスコースリニューアルオープン記念プリンスコースリニューアルオープン記念プリンスコースリニューアルオープン記念プリンスコースリニューアルオープン記念ロングランコンペ」を開催ロングランコンペ」を開催ロングランコンペ」を開催ロングランコンペ」を開催    

【期間】6 月 1 日(木)～6 月 11 日(日) 

【内容】エントリーフィーは無料です。期間中のプレーのスコアを提出していただき、そのスコアをダブル 

ぺリアで集計して順位を決定いたします。１位～3 位の方には賞品をプレゼントいたします。 

 

4444．ゴルフ初心者の方へ「ビギナー向けレッスン会」を開催．ゴルフ初心者の方へ「ビギナー向けレッスン会」を開催．ゴルフ初心者の方へ「ビギナー向けレッスン会」を開催．ゴルフ初心者の方へ「ビギナー向けレッスン会」を開催    

【期間】6 月 1 日(木)～6 月 4 日(日) 

【時間】10:30A.M.～11:30A.M. 

【料金】1 名さま ￥1,000(グローブ、練習コイン 1 枚：30 球付き) 

※ビギナー向けの講習となりますので上級の方はご遠慮ください。 

 

5555．．．．お食事も楽しお食事も楽しお食事も楽しお食事も楽しみたい方へみたい方へみたい方へみたい方へ    

【期間】6 月 1 日(木)～6 月 4 日(日) 

【内容】期間中、当日のプレーでバーディー獲得者の方に、ドリンクを 1 杯サービスいたします。当日の 

スコアカード(同伴者のアテスト済)をレストラン係員にご提示ください。 

※1 名さまが複数のバーディーを獲得しても 1 杯のサービスとさせていただきます。  

 

    

    

    

    

    

    

    

オープニングオープニングオープニングオープニングプレースタイルに合わせプレースタイルに合わせプレースタイルに合わせプレースタイルに合わせたたたた 5555 大大大大イベントイベントイベントイベント開催概要開催概要開催概要開催概要    



北海道カントリークラブ北海道カントリークラブ北海道カントリークラブ北海道カントリークラブ プリンスコースプリンスコースプリンスコースプリンスコース 概要概要概要概要 

2007 年 11 月より営業を休止していた旧「函館大沼プリンスゴルフコース」が、歴史と伝統ある「北海道カントリ

ークラブ」を冠にし、さらにホテルとの相乗効果を追求する「プリンス」を付加した「北海道カントリークラブ プリ

ンスコース」に名称を変更して 2017 年 6 月 1 日（木）にリニューアルオープンします。 

ロバート・T・ジョーンズ Jr.設計の戦略に富んだ四季の彩りを感じる林間コースはホールの組み換え、一部の

バンカーの撤去、レディースティーの増設、ティーグランドの変更などホールレイアウトを変更し女性をはじめ

シニア層、ビギナーゴルファーの方にもお楽しみいただけます。 

    

【リーダーズボード機能付き多言語ナビゲーションサービス】【リーダーズボード機能付き多言語ナビゲーションサービス】【リーダーズボード機能付き多言語ナビゲーションサービス】【リーダーズボード機能付き多言語ナビゲーションサービス】    

ゴルフカーには、GPS 技術により正確な位置・距離情報を表示する 

最新のナビゲーションシステムを搭載いたします。リーダーズボード 

機能（※）を配しており、コンペでの活用には最適です。画面は縦型 

のレイアウトでコースグラフィックを最大サイズで表示でき、操作は 

タッチパネル、ボタン操作より選ぶことができます。また、英語、 

中国語（簡体字・繁体字）、韓国語に対応した多言語ナビゲーション 

サービスにより、日本のゴルファーの方はもちろんのこと、海外からの 

ゴルファーの方もストレスなくお楽しみいただけます。 

   

※リーダーズボード機能とは：ラウンド中のスコア入力により、リアルタイムに順位が入れ替わるシステム 

です。組の違う複数組のラウンドでも同様の順位の入れ替わりが行われます。 

 

施設概要施設概要施設概要施設概要        

「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ    プリンスコースプリンスコースプリンスコースプリンスコース」」」」    

【ホール・距離・パー】 18 ホール／6,724 ヤード／パー72 

【プレースタイル】 乗用ゴルフカー・セルフプレー 

【住 所】 北海道亀田郡七飯町西大沼 

    

「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ「北海道カントリークラブ    大沼コース」大沼コース」大沼コース」大沼コース」    

【ホール・距離・パー】 18 ホール／7,330 ヤード／パー73 

【プレースタイル】 乗用ゴルフカー・キャディー付きプレー 

【住 所】 北海道亀田郡七飯町西大沼 

 

 

お客さまからのご予約・お問合せ 

TEL： 0138-67-2211 

http://www.princehotels.co.jp/golf/hokkaido/onuma/ 

乗用ゴルフカー 


