
 

 

 

 

2017 年 11 月 

    

アクティブシニア企画を実施アクティブシニア企画を実施アクティブシニア企画を実施アクティブシニア企画を実施 

    

西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場    

フフフファミリーァミリーァミリーァミリー3333 世代で楽しくラウンド世代で楽しくラウンド世代で楽しくラウンド世代で楽しくラウンド    「「「「3333 世代ファミリーゴルフ世代ファミリーゴルフ世代ファミリーゴルフ世代ファミリーゴルフプランプランプランプラン」」」」    &&&&    「「「「BALBALBALBALANCEANCEANCEANCE    LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH」」」」    期間限定販売期間限定販売期間限定販売期間限定販売        

    【期【期【期【期    間】間】間】間】2017201720172017 年年年年 12121212 月月月月 25252525 日（日（日（日（月月月月））））～～～～2018201820182018 年年年年 3333 月月月月 9999 日（日（日（日（金金金金））））の平日の平日の平日の平日    

 

 株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長:赤坂茂好）が運営する西武園ゴルフ場 

(所在地:埼玉県所沢市荒幡 1464、支配人:浅見 修)は、シニアゴルファーの健康増進をテーマにアクティブシニア層のお

客さまから三世代のご家族まで、幅広くお楽しみいただけるプラン、ファミリー3 世代で楽しくラウンド「3 世代ファミリーゴルフ

プラン」とアクティブシニア・レディースゴルファーにオススメの、持久力と回復力アップをめざしたスコアアップメニュー

「BALANCE LUNCH」を 2017 年 12 月 25 日（月）から 2018 年 3 月 9 日（金）の期間に販売いたします。    

 新宿から電車または車で約 45 分という抜群のアクセスを誇る西武園ゴルフ場は、GPS ナビゲーションシステムにより、セル

フプレーも快適にお楽しみ頂けます。フラットなコースに池やバンカーが巧みに配置されたコースでのラウンドに加え、初心

者からアスリートゴルファーまでが楽しめるイベントの展開やサービスを積極的に提供し、西武園ゴルフ場で過ごす 1 日の価

値を最大限に向上させてまいります。 

  

    

    

        

        

    

 
    
                                    西武園ゆうえんちの観覧車が見える 9 番ホール                     西武ドームに向かって豪快なショット 14 番ホール  
             
 

    

    

◎本件に関する報道各位からのお問合せ先 

西武園ゴルフ場 営業担当          TEL:04-2925-8111  FAX:04-2926-8979 

東京都市圏エリア 埼玉千葉担当    TEL:042-975-6022  FAX:042-974-4545 



■■■■『『『『アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画

ファミリーファミリーファミリーファミリー

【対象

1

【組割り料金】【組割り料金】【組割り料金】【組割り料金】

・3 世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

ります。

・ジュニア・

・3

・詳細はフロントまでお問合せください。

※各プランとの割引券の利用不可。
※
※ロッカー代（

 

■■■■アクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーに

    BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする

「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」

【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ

期間限定：期間限定：期間限定：期間限定：

場場場場

営業時間営業時間営業時間営業時間

                

                    

       

       

 

                

    

アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画

ファミリーファミリーファミリーファミリー3333 世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「

【対象期間】 2017

1 ラウンドセルフプレー

【組割り料金】【組割り料金】【組割り料金】【組割り料金】    

世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

ります。) 

・ジュニア・70 才

3 バッグ以上でお申込みください

・詳細はフロントまでお問合せください。

※各プランとの割引券の利用不可。
※料金には 1
※ロッカー代（

アクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーに

BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE    LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする

「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」

【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ

期間限定：期間限定：期間限定：期間限定：2017201720172017

場場場場                所所所所::::西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場

営業時間営業時間営業時間営業時間:10:30:10:30:10:30:10:30

        ダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャー

        ダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャー

①①①① 疲労回復疲労回復疲労回復疲労回復

       豚肉に多く含まれるビタミン

疲労回復の効果も期待できます。

②②②② 冷え解消冷え解消冷え解消冷え解消

       ハンバーグのソースとトッピングの

生姜の代謝を高める効果で、手足の冷え解消におすすめです。

            緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり

            緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼

①①①① 肌の乾燥対策肌の乾燥対策肌の乾燥対策肌の乾燥対策

 うなぎに多く含まれるビタミンＡは、肌の健康を維持する効果が期待できます。

うなぎは乾燥しがちな冬にもおすすめ

②②②② 後半プレーも集中後半プレーも集中後半プレーも集中後半プレーも集中

 オクラや山芋の粘り

酸素の働きを促

食後のプレーに胃もたれが気になる方にお勧めです。

※上記の

※特定原材料７品目食物アレルギー（えび

出ください

※仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画アクティブシニア企画』』』』    

世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「

2017 年 12 月

ラウンドセルフプレー  シニア

    1111 組組組組 4444 名さま名さま名さま名さま

世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

才以上の方は、利用税免税対象となりますので保険証

バッグ以上でお申込みください

・詳細はフロントまでお問合せください。

※各プランとの割引券の利用不可。
1名さまの１Ｒプレーフィー【グリーンフィー

※ロッカー代（324円）、ゴルファー補償料（

アクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーに

LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH でスコアアップでスコアアップでスコアアップでスコアアップ

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする

「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」「女子栄養大学監修」のメニューです。のメニューです。のメニューです。のメニューです。

【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ【冬のおすすめ BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE    

2017201720172017 年年年年 11111111 月月月月

西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場

:10:30:10:30:10:30:10:30～～～～14:0014:0014:0014:00    

ダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャー    霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット

ダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャーダブルジンジャー霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ

疲労回復疲労回復疲労回復疲労回復    

豚肉に多く含まれるビタミン

疲労回復の効果も期待できます。

冷え解消冷え解消冷え解消冷え解消    

ハンバーグのソースとトッピングの

生姜の代謝を高める効果で、手足の冷え解消におすすめです。

緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり緑野菜たっぷり    ねばとろねばとろねばとろねばとろ

緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼

肌の乾燥対策肌の乾燥対策肌の乾燥対策肌の乾燥対策    

うなぎに多く含まれるビタミンＡは、肌の健康を維持する効果が期待できます。

うなぎは乾燥しがちな冬にもおすすめ

後半プレーも集中後半プレーも集中後半プレーも集中後半プレーも集中    

オクラや山芋の粘り

酸素の働きを促したり、でんぷんの消化吸収を助ける働きがあります。

食後のプレーに胃もたれが気になる方にお勧めです。

上記の料金には消費税が含まれております。

特定原材料７品目食物アレルギー（えび

出ください 

仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「世代で楽しくラウンド「3333 世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」

月 25 日（月）～

シニア: 70 才

名さま名さま名さま名さま    30,00030,00030,00030,000 円円円円    

世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

以上の方は、利用税免税対象となりますので保険証

バッグ以上でお申込みください (2 バッグでのプレーは

・詳細はフロントまでお問合せください。 

※各プランとの割引券の利用不可。 
名さまの１Ｒプレーフィー【グリーンフィー
円）、ゴルファー補償料（

アクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにアクティブシニア・レディスゴルファーにもももも

でスコアアップでスコアアップでスコアアップでスコアアップ!!!!     

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする

のメニューです。のメニューです。のメニューです。のメニューです。

    LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH    】】】】    

月月月月 15151515 日（日（日（日（水水水水）～）～）～）～

西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場    レストランレストランレストランレストラン

    

霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット

霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ

豚肉に多く含まれるビタミン B1

疲労回復の効果も期待できます。

ハンバーグのソースとトッピングの

生姜の代謝を高める効果で、手足の冷え解消におすすめです。

ねばとろねばとろねばとろねばとろ鰻鰻鰻鰻丼セット丼セット丼セット丼セット            

緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼緑野菜たっぷりねばとろ鰻丼    人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え

うなぎに多く含まれるビタミンＡは、肌の健康を維持する効果が期待できます。

うなぎは乾燥しがちな冬にもおすすめ

    

オクラや山芋の粘り(ねばねば

したり、でんぷんの消化吸収を助ける働きがあります。

食後のプレーに胃もたれが気になる方にお勧めです。

料金には消費税が含まれております。

特定原材料７品目食物アレルギー（えび

仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」

日（月）～2018 年 3 月

才以上対象  

    

世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

以上の方は、利用税免税対象となりますので保険証

バッグでのプレーは

 

名さまの１Ｒプレーフィー【グリーンフィー
円）、ゴルファー補償料（35円）が別途かかります。

ももももオススメオススメオススメオススメ    

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする

のメニューです。のメニューです。のメニューです。のメニューです。    （提供（提供（提供（提供    ：：：：    

        

）～）～）～）～2018201820182018 年年年年 2222 月月月月

レストランレストランレストランレストラン            

霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット霧島黒豚ハンバーグセット        

霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ霧島黒豚ハンバーグ    きのこのマリネきのこのマリネきのこのマリネきのこのマリネ

B1 は、炭水化物をエネルギーに変換するとともに、

疲労回復の効果も期待できます。 

ハンバーグのソースとトッピングのダブルで生姜を使用しました。

生姜の代謝を高める効果で、手足の冷え解消におすすめです。

                                        

人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え

うなぎに多く含まれるビタミンＡは、肌の健康を維持する効果が期待できます。

うなぎは乾燥しがちな冬にもおすすめのメニュー

ねばねば)は、糖とたんぱく質が結合した糖たんぱく質で、

したり、でんぷんの消化吸収を助ける働きがあります。

食後のプレーに胃もたれが気になる方にお勧めです。

料金には消費税が含まれております。

特定原材料７品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、係にお申し

仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

 

世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」世代ファミリーゴルフプラン」    ((((

月 9 日（金）の平日

  ジュニア:18

世代ファミリーでのプレー時のみ、適用されるプランとなります。

以上の方は、利用税免税対象となりますので保険証

バッグでのプレーは不可)。

名さまの１Ｒプレーフィー【グリーンフィー・乗用ゴルフカーフィー・諸経費・利用税】が含まれております。
円）が別途かかります。

バランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートするバランスランチは、持久力・集中力・回復力アップをめざした、ゴルファーのプレーを食事からサポートする
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は、炭水化物をエネルギーに変換するとともに、

ダブルで生姜を使用しました。

生姜の代謝を高める効果で、手足の冷え解消におすすめです。
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人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え人参のしりしりドレッシング和え

うなぎに多く含まれるビタミンＡは、肌の健康を維持する効果が期待できます。

のメニューです。

は、糖とたんぱく質が結合した糖たんぱく質で、

したり、でんぷんの消化吸収を助ける働きがあります。

食後のプレーに胃もたれが気になる方にお勧めです。

料金には消費税が含まれております。 

、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは、係にお申し

仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
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免許証などをご提示

・乗用ゴルフカーフィー・諸経費・利用税】が含まれております。
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■■■■西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場西武園ゴルフ場    概要概要概要概要    

武蔵野の美しい松林に囲まれた狭山丘陵の一画に広がる交通至便のコースです。新宿より西武新宿線で約 45 分。近

代的な建物のクラブハウスにはコンペルームを 18室を備え、プライベートから大型コンペまで幅広くご利用いただけます。

レディース、シニアからアスリートゴルファーまで GPS 付きゴルフカーで快適なラウンドをお楽しみいただけるコースで

す。 

【所 在 地】 〒359-1133 埼玉県所沢市荒幡 1464 

【開 業 日】 1964 年 10 月 1 日 

【ホール数】 18 

【パ   ー】 71 

【ヤ ー ド】 5,898 

【ア ク セ ス】 ＜車＞   新宿から新青梅街道、東村山浄水場経由で 25km（平常時 45 分） 

関越自動車道所沢 I.C.から 11km（平常時 30 分） 

＜電車＞ 西武新宿線・西武園駅北口よりシャトルバス運行 平常時約 5 分 

【お問合せ・ご予約】 TEL:04-2925-8111  FAX. 04-2926-8979 

【U  R  L】 http://www.princehotels.co.jp/golf/seibu-en/ 

 

  ≪お客さまからのお問合せ先≫ 西武園ゴルフ場 営業担当  TEL:04-2925-8111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          西武園ゴルフ場クラブハウス                           クラブハウス 内レストラン 
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