
 

 

 

2017 年 12 月 

年末年始年末年始年末年始年末年始企画を実施企画を実施企画を実施企画を実施 

杉田杉田杉田杉田ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場    

お得にお得にお得にお得に 2017201720172017 年打ち納め年打ち納め年打ち納め年打ち納め&&&&新春スタートは新春スタートは新春スタートは新春スタートは 2018201820182018 年初打ち年初打ち年初打ち年初打ちからからからから    

    【期【期【期【期    間】間】間】間】2017201720172017 年年年年 12121212 月月月月 26262626 日（日（日（日（火火火火））））～～～～2018201820182018 年年年年 1111 月月月月 5555 日（日（日（日（金金金金））））    

杉田ゴルフ場(所在地:神奈川県横浜市金沢区福浦 3-11-2、支配人:松尾幸一)は、2017 年 12 月 26 日（火）から 2018 年 

1 月 5 日（金）の期間、2017 年打ち納め「夜間 90 分打ち放題」、元旦企画「90 分時間貸し」などの年末年始企画を実施いた

します。ゴルフ場来場のきっかけ作りやゴルファーの健康増進をテーマに、ジュニアやファミリー、シニア層までの幅広い世

代に、コミュニケーションづくりや家族団欒の場としてお楽しみいただけるプランをご用意いたしました。 

1. 20171. 20171. 20171. 2017 年年年年打ち納め打ち納め打ち納め打ち納め    夜間夜間夜間夜間 90909090 分打ち放題分打ち放題分打ち放題分打ち放題     

【期間】2017 年 12 月 28 日（木）～12 月 30 日（土） 

【料金】 一般一般一般一般    2222,,,,505050500 0 0 0 円円円円    ※時間 6:00P.M.～10:30P.M.営業終了まで 

2.2.2.2. 元日元日元日元日 90909090 分分分分時間貸し時間貸し時間貸し時間貸し    【期日】2018201820182018 年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日((((元日元日元日元日))))限定限定限定限定 

【料金】 2,2,2,2,018018018018    円円円円    ※時間 10:00A.M.～6:00P.M.営業終了まで 

3.3.3.3.    新春夜間新春夜間新春夜間新春夜間 60606060 分時間貸し分時間貸し分時間貸し分時間貸し        

【期間】2018 年 1 月 2 日（火）～5 日（金）  

【料金】 1,6001,6001,6001,600    円円円円    ※時間 6:00P.M.～営業終了まで 

4444....    アイアンコーススペシャルウィークアイアンコーススペシャルウィークアイアンコーススペシャルウィークアイアンコーススペシャルウィーク  

 【期間】2017 年 12 月 26 日（火）～2018 年 1 月 4 日（木） 

アイアンコース特別料金 1 周 9 ホール 

【料金】 1,0801,0801,0801,080 円円円円 追加 540 円 ※通常料金（1 周） 一般 平日 2,590 円・土休日 3,130 円 

※料金は全て消費税が含まれております。※詳しくは杉田ゴルフ場までお問合せください。

 
200 打席・280 ヤードの爽快感と気軽に楽しめるアイアンコース 

 

◎本件に関する報道各位からのお問合せ先 

杉田ゴルフ場 広報担当             TEL:045-782-1111  FAX:045-785-6110 

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



200200200200 打席・打席・打席・打席・

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

大級の広さと距離を誇り、

設。レストラン・ロッソ

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。
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尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）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。

打席・打席・打席・打席・280280280280 ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

大級の広さと距離を誇り、

設。レストラン・ロッソ

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

在 地】 〒236-

 業 】 1961 年

打席数】 280 ヤード・

 設 】 レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

【ｱｲｱﾝｺｰｽ】 9 ホール・

【営業時間】 平日 7:00A.M.

 日 】 なし（年中無休）

【アクセス】 ＜車＞

＜電車＞

【お問合せ・ご予約】 TEL:045

W e b 】 http://www.princehotels.co.jp/golf/sugita/

■杉田ゴルフ場■杉田ゴルフ場■杉田ゴルフ場■杉田ゴルフ場    同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！

特典いっぱいの「杉田ゴ

合わせてお選びいただけます。

【会員有効期間】ご入会より

会 費】［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ

メンズシニア（

レディースシニア（

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ

メンズ（男性）

レディース（女性）

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ

※料金は全て消費税が含まれております。

【入会資格】 アマチュアゴルファー

 典 】 会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。

≪お客さまからのお問合せ先≫

   

     

           

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）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。 

ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

大級の広さと距離を誇り、280 

設。レストラン・ロッソ ルアナやゴルフパートナー横浜杉田店などの施設も充実、様々なスタイルに合わせた打席選択も可

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

-8555 神奈川県横浜市金沢区福浦

年 10 月（磯子区杉田）⇒

ヤード・200 打席

レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

ホール・520 ヤード・パー

7:00A.M.～10:30P.M. 

なし（年中無休） 

＜車＞ 横浜横須賀道路金沢支線並木

首都高速湾岸線幸浦出口から

＜電車＞JR 根岸線新杉田駅または、京浜急行金沢八景駅より乗り換え、シーサイドラインの

八景島駅から徒歩

TEL:045-782-1111 FAX.045

http://www.princehotels.co.jp/golf/sugita/

同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！

特典いっぱいの「杉田ゴルフ同好会」と、お手頃な会費が魅力の「杉田ゴルフ友の会」。お客さま

合わせてお選びいただけます。

ご入会より 1 年間 

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ    シニア同好会］シニア同好会］シニア同好会］シニア同好会］

メンズシニア（60 才以上の男性）

レディースシニア（

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ    同好会］同好会］同好会］同好会］

メンズ（男性） ￥14,040

レディース（女性） 

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ    友の会］友の会］友の会］友の会］

［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ［杉田ゴルフ    ジュニア会員］ジュニア会員］ジュニア会員］ジュニア会員］

※料金は全て消費税が含まれております。

アマチュアゴルファー

会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。

≪お客さまからのお問合せ先≫

              夜間打席

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）も可能ですので、是非ともゴルフ場担当者に

 

ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

280 ヤードの豪快なフルショットが味わえます。また、

ルアナやゴルフパートナー横浜杉田店などの施設も充実、様々なスタイルに合わせた打席選択も可

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

神奈川県横浜市金沢区福浦

月（磯子区杉田）⇒

打席 

レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

ヤード・パー27 

10:30P.M. 土休日

横浜横須賀道路金沢支線並木

首都高速湾岸線幸浦出口から

根岸線新杉田駅または、京浜急行金沢八景駅より乗り換え、シーサイドラインの

八景島駅から徒歩 9 分。市大医学部駅から徒歩

1111 FAX.045-785

http://www.princehotels.co.jp/golf/sugita/

同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！

ルフ同好会」と、お手頃な会費が魅力の「杉田ゴルフ友の会」。お客さま

合わせてお選びいただけます。 

 

シニア同好会］シニア同好会］シニア同好会］シニア同好会］    

才以上の男性）

レディースシニア（60 才以上の女性）

同好会］同好会］同好会］同好会］ 

14,040 

 ￥9,720 

友の会］友の会］友の会］友の会］ ￥3,780

ジュニア会員］ジュニア会員］ジュニア会員］ジュニア会員］（18 

※料金は全て消費税が含まれております。

アマチュアゴルファー 

会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。

≪お客さまからのお問合せ先≫ 杉田ゴルフ場

夜間打席                            

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）も可能ですので、是非ともゴルフ場担当者に

ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場ヤード開放感抜群の広々とした練習場    

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

ヤードの豪快なフルショットが味わえます。また、

ルアナやゴルフパートナー横浜杉田店などの施設も充実、様々なスタイルに合わせた打席選択も可

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

神奈川県横浜市金沢区福浦 3

月（磯子区杉田）⇒1984 年 11 

レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

27 ・ラウンド料金：

土休日 6:00A.M.

横浜横須賀道路金沢支線並木 I.C

首都高速湾岸線幸浦出口から 2km

根岸線新杉田駅または、京浜急行金沢八景駅より乗り換え、シーサイドラインの

分。市大医学部駅から徒歩

785-6110 

http://www.princehotels.co.jp/golf/sugita/ 

同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！同好会・友の会会員募集中！    

ルフ同好会」と、お手頃な会費が魅力の「杉田ゴルフ友の会」。お客さま

才以上の男性） ￥10,800

才以上の女性） ￥6,480

 

18 才までの男女）

※料金は全て消費税が含まれております。

会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。

杉田ゴルフ場 営業担当

                            

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）も可能ですので、是非ともゴルフ場担当者に

    

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

ヤードの豪快なフルショットが味わえます。また、

ルアナやゴルフパートナー横浜杉田店などの施設も充実、様々なスタイルに合わせた打席選択も可

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

3-11-2 

11 月（金沢区福浦に移転）

レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

・ラウンド料金：(1 名さま/9 

6:00A.M.～10:30P.M.

I.C．から国道 357 

2km（平常時 3 分）。

根岸線新杉田駅または、京浜急行金沢八景駅より乗り換え、シーサイドラインの

分。市大医学部駅から徒歩

 

ルフ同好会」と、お手頃な会費が魅力の「杉田ゴルフ友の会」。お客さま

10,800 

6,480 

才までの男女） ￥1,080

※料金は全て消費税が含まれております。 

会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。

営業担当  TEL:045

                            

尚、媒体掲載にあたっては、読者特典（貸ボール割引チケットなど）も可能ですので、是非ともゴルフ場担当者に

杉田ゴルフ場は、横浜市金沢区に位置し、横浜・八景島シーパラダイスに隣接。

ヤードの豪快なフルショットが味わえます。また、9 

ルアナやゴルフパートナー横浜杉田店などの施設も充実、様々なスタイルに合わせた打席選択も可

能な左右非対称のグランドで、基本から実践までしっかりとサポートするゴルフスクールもございます。スポーツを通じた地域

のコミュニケーションとして、みなさまに快適な空間、サービスを提供するゴルフ練習場を常に目指していきます。

月（金沢区福浦に移転）

レストラン、ゴルフショップ、ロッカールーム、バンカー練習場、パター練習場、駐車場

/9 ホール) 

10:30P.M. 

357 号線経由で

分）。 

根岸線新杉田駅または、京浜急行金沢八景駅より乗り換え、シーサイドラインの

分。市大医学部駅から徒歩 10 分。 

ルフ同好会」と、お手頃な会費が魅力の「杉田ゴルフ友の会」。お客さま

1,080 

会員は、平日打席料無料（単球精算）、貸しボール料金、打ち放題料金、アイアンコース、

月極ロッカーフィーの割引、本会主催の競技会への参加資格（同好会会員）。
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