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春季号
発行所
富士平原ゴルフクラブ
フェローシップ委員会

TEL 0550−89−2000 予約センターTEL 0550−88−2100

富士コース1番 Aグリーン

会員様特典日のご案内
新会員様 交流懇親大会
へいげんフェスティバル

人気企画ご案内 Ⅰ〜Ⅲ
へいげんパスポート
・宿泊プラン

関東倶楽部対抗
584名になりました
全日本社会人女子ゴルフ （終身会員制度）
グリップ工房

会員の皆様に 特 典日 と ありがとうクーポン のご 案 内 を 申 し 上 げ ま す 。

会員様特典日

正 会 員 様 8月の日曜日

を

1,000円（税込） 割引

涼夏

割引

平日・週日の会員様は、祝日・振替休日はヴィジター様料金となりますが、
祝日法改定以来、平日が振替休日となることが多くなっております。
特定日に限り「メンバーフィ＋1,500円（税込）」のプレー料金を設定し
ております。

平 原
ベストビューポイント

富士山八景

へいげんフェスティバル
お楽しみ

●ハーフコンペ
●抽
選 会

ハーフコンぺ （参加費無料）
① 0.5R終了後、
集計所（マスター室前）にスコアカードをご提出。
② お会計時に入賞者に賞品をプレゼント
表彰 ○ 優勝〜5位（牛、豚焼肉）
○ 10飛賞（プレー割引券

但し、 新会員様をご紹介して頂いた先輩の会員様も新企画の
「新会員様：交流懇親大会」にぜひご参加下さいませ。

○ 5飛賞（おいしいパン等）
500円×4＝2000円分）

お楽しみ抽選会 = ガラガラポン

〔競技方法〕

○新ペリア方式
○スルーザグリーン
オール6インチプレース可
○表彰=
優勝・2位・3位・4位・5位
5飛賞・BB賞・ベストグロス賞

○その日ご来場のお客様にプレゼントです。

賞品 ① 焼肉（400g〜700g）⇒5点

]

注

パーティで表彰

〔プレーフィ〕
会

昼食プレゼント券の
ご利用内容

①プレゼント券ご持参の貴方様（会員様）
②プレゼント券ご持参時の貴方様（会員様）と
ご同伴ヴィジター様にも（1組限定）

5月21日（日）

新入会の会員様の交流 をはかる企画として、
さかのぼって2年間（平成
27年4月〜平成29年3月迄の2年間）に入会された会員様と位置づけさせて
頂き、
本年より、
毎年さかのぼって2年間の新加入の会員様を対象に実施する
予定です。

Bi rt hday

2017〜2018

新規会員様 交流懇親大会

当クラブの会員様の殆どが クラブの会員様のご紹介や、
口コミでのプ
レー視察などにより、
当クラブの会員様になられております。
（クラブ一同あり
がたく厚くお礼を申し上げます）

ご利用下さいませ

世界遺産

富士平原特有の涼風さわやかな夏を
ご満喫ください。

平日会員様
週日会員様 特定の祝日・振替休日

始めます

本年も別添の

〔年間競技手帳に記載〕

1R乗用セルフ

員

特別ゲスト

（ヴィジター）

8,300円（税込）

（全会員様統一料金）

9,300円（税込）

参加費

1,800円（税込）

（賞品・パーティフィ込）

特別ゲスト
（ヴィジター）
ご参加の会員様のゲストとして、本交流懇親大会へのご参加をご希望
されるご友人等、ヴィジター様がいらっしゃる場合、当クラブにお気軽
にご相談下さい。
（新会員様ご本人とヴィジター3名様まで可能です）
〔お申込〕先着50名〜60名

② 500円割引券×4枚セット（2000円分）⇒20点
③ お持ち帰りNo.1 カスピ海ヨーグルト種パン（レーズンorチーズ）⇒20点
プレゼント賞品①②③の各本数は当日のプレーヤー200名以上の
場合です。200名以下の場合は案分割合の本数とさせて頂きます。

フェスティバル開催日
4月11日（火）さくらフェスティバル ハーフコンペ
5月12日（金）皐月フェスティバル ハーフコンペ
6月24日（土）あじさいフェスティバル ハーフコンペ
7月21日（金）文月フェスティバル ハーフコンペ
8月20日（日）
富士山フェスティバル 抽選会
月例・一般
9月14日（木）長月フェスティバル ハーフコンペ
10月 3日（火） 菊のはなフェスティバル ハーフコンペ
11月00日（ ）もみじフェスティバル 日付・2ヶ月前決定
12月23日（祝）ジングルベルフェスティバル 抽選会
24日（日）

さくら
フェスティバル
入賞 500円（税込）割引

好評

人気企画のご案内

毎日スループレー枠
3 連 休 時スループレー

人気のスーパーセルフDAY & スループレー2種

Ⅰ

（平日・土曜・日祝・Gウイーク）

9,550円（税込総額10,246円）
15,150円（税込総額16,294円）
13,650円（税込総額14,674円）
月例競技等の特定日除く

0.5R目
1.0R目

AM7：02〜7：16
AM9：15〜9：29

0.5R目
1.0R目

PM12：31〜12：45
PM 3：01〜 3：15

2,160

GW料金は別途あり

Ⅱ

毎月：格安スーパーセルフDAY

6,750円（税込総額7,222円）
9,100円（税込総額9,760円）

対象日：ご確認ください。
年間競技手帳掲載

Ⅲ 3連休対策のスループレー

3連休の最終日

◎3連休の最終日は全国的に道路渋滞が発生いたします。そこで、ゴルフ場か
らの帰路は道路渋滞の始まる前に高速道路を通過し帰宅できるよう、全組の
スループレーを実施しておます。

好評で6ヶ月前より問合せ 多

◎体験プレーヤーの声
ゴルフ場への往復に道路渋滞もなく、ものすごく楽だった。
「おにぎり・バナナ」を食べながらのプレーもまた楽しい。
◎試しにご利用になられてはいかがでしょうか。朝の早いスタート枠もありま
すが、きっと良感だと思います。皆様お誘いのうえご利用下さい。

ヴィジター
祝日特典

12,900円（税込総額13,864円）

ヴィジター
祝日特典

11,950円（税込総額12,838円）

3連休最終日

対象日

もうコンペは送迎の時代

プレーヤー安心・幹事様らく楽
今日・これだけ納めれば行って帰ってこられる

当クラブホームページでご確認下さい。
2

7月17日（月＝海の日）
10月 9日（月＝体育の日）

予選5月25日
（木）
かつての強豪・富士平原を目指して奮戦

予選を通過するぞ!!

研修会では、4月〜12月の9ヶ月間に10ラウンドの研修会を実施し、その内のベスト7ラウンドの
スコアを基準に倶楽部対抗の選手選考をしております。本年度の選手の皆様をご紹介いたします。

平成29年度

惠一
Bクラス選手
横山
登
山口 靖人
城
和春
敦賀 清文

青木

Aクラス選手
相原 和夫
長島
久
青木 惠一
補欠選手

平成28年度・静岡会場予選時：選手の皆様・クラブスタッフ

29年度

倶楽部対抗会場

予 選 静岡会場 富士カントリークラブ 5月25日（木）
決 勝 茨城ゴルフ倶楽部・東西コース 6月19日（月）

年齢区分 Aクラス：60歳以上 Bクラス：年齢制限なし

2017

募集 研修会へ入会してみませんか
〖本会の目的〗本会は会員相互の親睦をはかると共にゴルフの技術とルール・
マナーの質的向上を修得し、会員としての品位を高めることを
もってクラブを代表するプレーヤーの育成を目的とする。
◎ 詳細はクラブ事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

研修会日程表

4月 2日（日） 月例杯・同カード
29日（祝） ○スループレー
5月28日（日） Gシニア決勝・同カード
6月25日（日） 理事長杯ファイナルラウンド・同カード
7月23日（日） クラブ選手権予選・同カード

8月27日（日）○スループレー
9月24日（日）○スループレー
10月 1日（日）月例杯・同カード
11月19日（日）○スループレー
12月 3日（日）○スループレー

富士平原ゴルフクラブ = 予選大会
厚生労働大臣杯

第四回 全日本社会人
女子ゴルフ選手権競技会
（予選会場）

北海道地区〜九州地区 = 全7会場

富士平原 予選1位〜3位の選手（28年度）

た
し
ま
め
始
世界で最も優れた
グリップシステム

ELITEグリップ
グリップ販売・交換いたします

（当クラブでのご購入の場合、交換工賃は無料です）

雨でもすべりにくい
エリートグリップ

中部地区会場：富士平原ゴルフクラブ
日程：平成29年8月8日（火）

第三回（28年度）出場選手の皆様

皆様の大切なクラブ
グリップ交換のお手伝いをします。

その日の内に交換OK
マスター室の都合によっては
食事時間内の交換もOK!

OK
用
使
で
分
0
2
後
換
交

る
れ
き
振
て
っ
ぎ
に
ゆるく

エリートグリップ
◎3月1日より、
エリートグリップを当クラブ
のプロ課で取扱っております。
◎グリップ交換の予約も承っております。

エリートグリップ価格
ウッド、
1本（税別）
アイアン用 1,700円・1,800円の2種類
パター用
1本 3,200円（税別）

一番人気
黒・白・赤・藤色・オレンジ・
ピンク・マリンブルー・ネイビー・
パステルグリーン

☆当クラブでのグリップご購入の場合、交換工賃は
無料サービスいたします。
☆グリップご持参で交換ご希望の場合、1本につき
交換工賃756円
（税込）が、かかります。
3

ご存知ですか
嬉しい

お勧めで
す

充実：終身会員制度

当クラブ独特の、会員様に有利な終身会員制度は、その制度の良さに高い評価を頂戴しており続々とお問い合せがあり、
多数の皆様が、資格取得後、随時入会されております。

終身会員様に有利

終身会員への資格
会員在籍5年以上

永久に会員保証
年会費は無料
クラブ競技参加もOK
会員のみの特典サービスもOK

満55歳以上の方

このチャンスに新しいゴルフライフを見つけてはいかがでしょう

どのホールからも世界遺産：富士山が望め・平坦なレイアウトが話題の富士平原
お問い合せが殺到する中で、下記は終身会員制度についての主なご質問です

富士平原ゴルフクラブの会員権付加価値をより一層高める富士平原独自の優遇制度です。
Ｑ．終身会員になれる会員資格を教えて下さい。
Ａ．満55歳になった時に、クラブ会員として在籍していて、遡って継続
5年以上の在籍期間があれば有資格となります。
− 終身会員制度 −
Ｑ．私は現在55才で在籍期間が満5年を過ぎたのですが新制度により私
の会員証券を子供や孫や兄弟姉妹に名義変更すれば私自身が早速 《終身会員制度取扱い》
現会員
新規会員
終身会員になり、名義変更したファミリーも新規会員になれるので
○会員証券
親族へ名義変更
三親等内のファミリーが新規会員
すね？
Ａ．その通りです。通常なら貴方様が子供さんやお孫さんや兄弟姉妹に
（終身会員証発行）
名義変更（譲渡）いたしますと、貴方様はヴィジターということにな
○会員資格
終身会員
正規会員
りますが、そこで名義変更と同時に終身会員の登録手続きを済ませ
○年会費
無料
正会員
30,000円＋消費税
ばヴィジターではなく終身会員となります。
平日会員
20,000円＋消費税
つまり簡単に言いますと、この制度は手続きを完了すれば、ひとつの
週日会員 18,000円＋消費税
会員権でファミリーの新会員様と、貴方様の2名が会員であるという
正 会 員 → 正 会 員
○会員種別
ことです。
平日会員 → 平日会員
現状移行
親族（血族・姻族）
週日会員 → 週日会員

継続5年以上
満55歳以上

三親等内の範囲のファミリーに

名義変更
新規会員

同時に終身会員手続

終身会員となる

584名となりました

277名
297名
10名

終身会員制度：特別措置
全種別会員
一律：100,000円＋消費税

正 会 員 400,000円＋消費税
平 日 会 員 200,000円＋消費税
週 日 会 員 150,000円＋消費税

◎（将来、社会情勢による変動あり。ご留意下さい）

終身会員への入会登録済の会員様が
正会員様
平日会員様
週日会員様

通常

会員在籍期間
年 齢 資 格

《名義書換料》

会員種別内訳

《終身会員制度：親族（血族・姻族）三親等内の譲渡範囲（図以外の三親等含む）》
例図

配偶者
配偶者

兄弟姉妹

本

人

配偶者

配偶者
兄弟姉妹

現会員

子

「一流リゾートホテル宿泊」
プラン

子

配偶者

子

配偶者

配偶者
子

※例図の親族三親等内（図以外の三親等も含む）の方で、終身会員制度を利用し、新規会員になられよう
とする方が前3年以内に当クラブの会員であった場合、新規会員への名義変更は不可

体験はまだですか!!
（リゾートホテル会員料金
（格安）
でご利用できます）

株式会社

本制度に関するお問い合せ

【営業時間 午前9時30分〜午後5時（土・日・祝は休）】

会員管理課よりお知らせ
終身会員制度・体感プレー
当クラブで実施の会員様優遇措置による「終身会員制度」をご案内しておりますが、
実際にコースでプレーをとのご要望が多く寄せられております。
そこで「特別体感プレー」をご案内しております。
終身会員制度ご利用のご参考に、是非、どのホールからも壮大な世界遺産：富士山が
望めるコースで、ご家族、ご親族でのプレーをご体感ください。

富士平原（東京都中央区銀座1-19-14）
会員管理課 ☎03-3564-2251

特別体感プレー料金 期間：平成29年4月〜12月26日の全曜日
三親等内（姻族含む） 乗用キャディ付

の皆様
☆メンバー料金☆

9,550円（税込総額10,246円）

乗用セルフ

通

同伴ヴィジターの場合

7,700円（税込総額 8,248円）
常

料

金

終身会員：ファミリーあらかると
新ゴルフライフ満喫
終身会員になられた皆様の余暇に変化が!!

○親子・ご夫婦でのクラブ競技への参加が増えました。
○ご夫婦のゴルフ&宿泊
（へいげん宿泊プラン）
を楽しまれている
方が目立ちます。
○富士平原独自のサービス
「一流リゾートホテル宿泊ご提供」プ
ランにファミリーで楽しまれております。
（リゾートホテル会員並み
料金に皆様ご満悦!!）
○終身会員：ファミリー大会参加を機に新しいゴルフ仲間との懇
親を深め、新しいかたちのゴルフライフを見つけておられます。

楽

終身会員：ファミリー大会（年2回）
○ 7月16日（日）
○10月 8日（日）

7月度優勝ペア

10月支配人賞当選者

7月支配人賞当選者

10月度パーティー

