
3月ラウンド・コースレッスンスケジュール

日付 メニュー 開催コース 定員 定価（税込） 送迎発着地 担当コーチ

3月4日 金 練習場＋9H 鴻巣CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月5日 土 定点特訓 鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月5日 土 練習場＋9H 鴻巣CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月6日 日
イベント

「100yから６H」
鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月6日 日
練習場スイングチェック＋

5Ｈラウンド（ビギナー向け）
鴻巣CC 4名 25,300 吉祥寺駅から送迎   鈴木*

3月6日 日
18H

OUT10:09スタート
鴻巣CC 4名

16,500＋プレー代

                             （¥15,000）
吉祥寺駅から送迎 佐藤

3月7日 月
18H

OUT10:09スタート
鴻巣CC 4名 16,500＋プレー代 吉祥寺駅から送迎 前田

3月7日 月 定点特訓 鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月9日 水
18H

IN10:00スタート
清澄GC 4名

16,500＋プレー代

　　　　　　　（¥13,080）
吉祥寺駅から送迎 山内

3月12日 土 イベント
「飛距離アップ」

鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月13日 日
18H

OUT9:27スタート
鴻巣CC 4名

16,500＋プレー代

　　　　　　（¥15,000）
吉祥寺駅から送迎 前田

3月15日 火 練習場＋9H 鴻巣CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月15日 火 定点特訓 鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月17日 木
18H

IN8:56スタート
KOSHIGAYA  GC 4名

16,500＋プレー代

                             （¥8,500）
吉川駅から送迎 佐藤

3月18日 金
18H

IN10:00スタート
清澄GC 4名

16,500＋プレー代

　　　　　　（¥13,080）
吉祥寺駅から送迎 前田

3月20日 日
18H

OUT10:07スタート
北の杜CC 4名

16,500＋プレー代

　　　　　　（¥10,800）
小淵沢駅から送迎 城所

3月20日 日 イベント
「セカンドショット強化＋砂場」

鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月20日 日
練習場スイングチェック＋

5Ｈラウンド（ビギナー向け）
鴻巣CC 4名 25,300 吉祥寺駅から送迎   鈴木*

3月21日 祝月 定点特訓 鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月21日 祝月 練習場＋9H 鴻巣CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月21日 祝月
18H

IN10:09スタート
鴻巣CC 4名

15,400＋プレー代

                             （¥15,000）
吉祥寺駅から送迎   淡路*

3月22日 火 イベント
「初心者コースデビュー」

葉山パブリックＧＣ 4名 20,900 吉祥寺駅から送迎 山内

3月26日 土 イベント
「アイアンショット強化」

鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月27日 日
イベント

「50ｙから3打」
鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月28日 月
練習場+9H

[薄暮]日没了承プラン
グレンオークスCC 4名

26,400＋練習ボール代

　　　　　　（¥1,500）
吉祥寺駅から送迎 前田

3月28日 月
練習場+9H

[薄暮]日没了承プラン
グレンオークスCC 4名

26,400＋練習ボール代

　　　　　　（¥1,500）
吉祥寺駅から送迎 山内

3月29日 火 練習場＋9H 鴻巣CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

3月29日 火 定点特訓 鴻巣CC 5名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

3月29日 火
18H

OUT10:09スタート
鴻巣CC 4名

15,400＋プレー代

                             （¥11,900）
吉祥寺駅から送迎    淡路*

3月30日 水 練習場＋9H 葉山国際CC 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 城所

※吉祥寺ゴルフ倶楽部の会員様は、定価から常時￥2,000引きです。
※鈴木コーチ、淡路コーチは当社zerokara株式会社三鷹ゴルフプラザ担当コーチになります。定価からニューカマー割り￥1,000引きが適用されております。
※最新の空席状況は、吉祥寺ゴルフ倶楽部のLINE公式アカウントでお知らせしています。満席回もキャンセル待ち可能です。
※対象レベルは特にございません。担当コーチが、参加者お一人おひとりに合わせてレッスンさせていただきます。
※お客様都合によるキャンセルの場合、キャンセル料金が発生します。
 （開催日の4日前から「￥3,000」、3日前～前日12時まで「定価の50%」、前日12時以降「定価の100%」）
   合宿の場合は、開催日の7日前～3日前まで「定価の30％」、3日前～前日12時まで「定価の50％」、前日12時以降「定価の80%」となります。
※お申込み完了後、当日の集合時間や場所・料金・スケジュール等を記載した「予約確定メール」をお送りします。

今月のイベントレッスン

●100yから6H：3月6日（日）
　ピンまで残り100y以内のゲームはスコアメイクの大部分を占めていて、最もプレッシャーがかかる場面です。今回は風、傾斜、クラブ選び、ボール性能の違い、状況に応じた最適なマネジメントを学んでいただきます。

　午前はスイングチェック（ふり幅をコントロールして距離を合わせる練習）とアプローチに関しての基礎やコースマネジメントやメンタルについての座学、午後は実際のコースを使い実践を通して腕試しをしていただけます！

●飛距離アップ：3月12日（土）
　ドライバーからアイアンまで、ミート率を高めて飛距離を伸ばす方法を説明します。身体の捻転のさせ方や、下半身リードを意識したスイングづくりで飛距離アップを目指しましょう！

●セカンドショット強化＋砂場：3月20日（日）
   セカンドショットに特化したレッスンです。 FW、UT、アイアンをとことん練習しミート率アップを目指しましょう！午前中に『基本的なアドレスの作り方』『マネジメントに沿ったセカンドショットの狙い方』『クロス

　バンカーからの脱出』を座学で学んでいただきます。午後は実際のコースを使い、様々な場所から実践形式で各クラブを強化していきます。苦手なセカンドショットを武器へと変えるきっかけにしましょう！

●初心者コースデビュー：3月22日（火）
　ラウンド未経験の方、数回しかラウンドしたことのない方向けのイベントです。基本的なマナー座学からはじまり、ショートコースも体験できるのでゴルフデビューにおススメです！

●アイアンショット強化：3月26日（土）
　アイアンのダフリやトップ、シャンクに悩んでいませんか？アイアンクラブの正しい入射角度を理解してダウンブローを身に着け、安定したアイアンショットを手に入れましょう！

●50yから3打：3月27日（日）
　スコアメイクの鍵となる『 50y』からスコアを作る練習。同じ 50yでも『ピンが手前の 50y』と『ピンが奥の 50y』の打ち方は異なります。様々なクラブを使い、ピンの位置に応じた一番簡単な攻め方を学んでいただけます。
　苦手な人が多いグリーン周りのバンカーショットもたくさん練習できますよ！


