
4月・5月（GW期間）ラウンド・コースレッスンスケジュール

※定価が赤字のメニューは10％OFFとなっております！！

お申込みは「ゼロカラゴルフ」サイトより↓↓↓
https://zerokara.golf/

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

4月1日 土
『10%OFF シーズンスタート割』シーズン到来！調整にご利用ください！

「ショートコース＋9H」
鴻巣CC（埼玉県） 4名 24,750 吉祥寺駅から送迎 山内

4月2日 日
「3名限定」ハイシーズンの肩慣らし！久しぶりラウンドの方に最適！

「18H」IN9:23スタート
境川CC（山梨県） 3名

19,800＋プレー代

（¥15,500＊昼食付）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月3日 月
『10%OFF シーズンスタート割』富士山を間近に眺められる景観のいいコース

「練習場＋9H」
朝霧CC（静岡県） 4名 23,760 吉祥寺駅から送迎 前田

4月3日 月
 ビギナー限定！！ゼロカラはじめるコースデビュー

「ビギナー9H」
朝霧CC（静岡県） 4名 22,000 吉祥寺駅から送迎 鈴木

4月6日 木
埼玉県屈指の戦略的コースに挑戦

「18H」IN10:00スタート
清澄GC（埼玉県） 4名

16,500＋プレー代

　　  （¥16,380＊）
吉祥寺駅から送迎 山内

4月7日 金
都心からも近く、女性に人気のデザートバイキングも楽しめます！

「18H」IN9:31スタート
都留CC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

　　  （¥10,800＊食事付）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月8日 土
イベント：100Y以内を強化!!スコアアップに確実に役経つ

「ショートゲームレッスン」 鴻巣CC（埼玉県） 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

4月8日 土
今月の急なゴルフの調整にも！まだ間に合う短期間でレべルアップ！

「練習場＋9H」
鴻巣CC（埼玉県） 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 山内

4月9日 日
プロも一緒にプレー 甲府盆地を眺められる山梨県随一の景観の良いコース

「18H」OUT9:36スタート
ウッドストックCC（山梨県） 3名

22,000＋プレー代

　　  （¥13,500＊食事付）
吉祥寺駅から送迎 山内

4月10日 月
イベント：スコアへの即効性バツグン！！

「ドライバー＆パッティングレッスン」
セブンハンドレッドクラブ（栃木県） 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

4月10日 月
『復習型コースレッスン』午前は9H、午後は芝の上から定点練習

「プレミアム9H」
セブンハンドレッドクラブ（栃木県） 4名 28,600 吉祥寺駅から送迎 山内

4月11日 火
『10％OFF お花見割』春をもっと感じるお花見ゴルフ

「18H」OUT10:07スタート
北の杜CC（山梨県） 4名

14,850＋プレー代

　　  （¥11,890＊食事付）
吉祥寺駅から送迎 山内

4月14日 金
砲台グリーンや傾斜地の対応など学んでレベルアップ

「練習場＋9H」
葉山国際CC（神奈川県） 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

4月15日 土
スコアを崩さない！100ヤード以内を徹底練習

「ショートコース＋9H」
鴻巣CC（埼玉県） 4名 27,500 吉祥寺駅から送迎 山内

4月16日 日
富士山の景観と美味しいバイキングで楽しむ休日

「18H」OUT10:00スタート
朝霧CC（静岡県） 4名

16,500＋プレー代

（¥16,950）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月17日 月
『フジサンケイクラシック』トーナメントコースに挑戦！

「18H」OUT9:46スタート
富士桜CC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

（¥26,000＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月17日 月
『フジサンケイクラシック』トーナメントコースに挑戦！

「18H」OUT9:54スタート
富士桜CC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

（¥26,000＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 山内

4月17日 月
都心からも近くスループレー、初心者から上級者まで楽しめます！

「18H」OUT9:45スタート
KOSHIGAYA GC（埼玉県） 4名

16,500＋プレー代

（¥9,700＊）
吉川駅から送迎 佐藤

4月22日 土
「3名限定」このために練習してきた！ベストスコア更新したい方集まれ！！

「18H」OUT10:35スタート
境川CC（山梨県） 3名

19,800＋プレー代

　　  （¥15,500＊食事付）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月22日 土
「3名限定」このために練習してきた！ベストスコア更新したい方集まれ！！

「18H」10:43スタート
境川CC（山梨県） 3名

19,800＋プレー代

　　  （¥15,500＊食事付）
吉祥寺駅から送迎 山内

4月23日 日
本格派コースに挑戦して練習の成果を試そう！！

「18H」IN9:40スタート
朝霧CC（静岡県） 4名

16,500＋プレー代

（¥16,950）
吉祥寺駅から送迎 前田

4月24日 月
『10％OFF 調整割』ゴールデンウィーク前の最終調整はここしかありません

「練習場＋9H」 朝霧CC（静岡県） 4名 23,760 吉祥寺駅から送迎 山内

4月28日 金
『10％OFF 平日シーズンスタート割』新緑の軽井沢で浅間山を望みながらエンジョイ

「18H」OUT10:06スタート 三井の森軽井沢CC（長野県） 4名
14,850＋プレー代

（¥9,800＊食事付き）
軽井沢駅南口から送迎 城所

4月29日 祝土
『10％OFF 土日シーズンスタート割』新緑の軽井沢で浅間山を望みながらエンジョイ

「18H」OUT9:03スタート 三井の森軽井沢CC（長野県） 4名
14,850＋プレー代

  （¥15,800＊食事付き）
軽井沢駅南口から送迎 城所

4月29日 祝土
合宿

（初日:9H＆定点練習＋２日目:18H）

セブンハンドレッドクラブ

＆ベルセルバCCさくらコース
（栃木県）

4名 99,000 吉祥寺駅から送迎 前田
4月30日 日

4月29日 土
合宿

（初日:９H＆定点練習＋２日目:18H）

セブンハンドレッドクラブ

＆ベルセルバCCさくらコース
（栃木県）

4名 99,000 吉祥寺駅から送迎 山内
4月30日 日

4月30日 日
佐久インターG共催『このために練習してきた！』今年最初の軽井沢

18Hラウンド会 OUT9:24スタート
三井の森軽井沢CC（長野県） 12名

参加費7,700＋プレー代

（¥15,800＊食事付き）
軽井沢駅南口から送迎 城所

5月1日 月
『10％OFF GWスタート割』さあ、ハイシーズン到来！どんどんラウンドしよう！

「18H」OUT9:45スタート
PGM武蔵CC（埼玉県） 4名

14,850＋プレー代

（¥23,100＊）
吉祥寺駅から送迎 前田

5月2日 火
さあ、ハイシーズン到来！どんどんラウンドしよう！

「18H」IN10:08スタート
清澄GC（埼玉県） 4名

16,500＋プレー代

（¥16,380＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 山内

5月3日 祝水
新緑の軽井沢で浅間山を望みながらエンジョイ

「18H」OUT9:52スタート
三井の森軽井沢CC（長野県） 4名

16,500＋プレー代

 （¥15,800＊食事付き）
軽井沢駅南口から送迎 城所

5月3日 祝水 イベント「前田コーチが曲がらないドライバーショットを伝授！
ティーショットをフェアウェイに打つには〇〇が必要です！！」

鴻巣CC（埼玉県） 4名 26,400 吉祥寺駅から送迎 前田

5月4日 祝木
さあ、ハイシーズン到来！どんどんラウンドしよう！

「18H」OUT9:45スタート
富士レイクサイドCC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

（¥20,000＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 前田

5月4日 祝木
さあ、ハイシーズン到来！どんどんラウンドしよう！

「18H」OUT9:37スタート
富士レイクサイドCC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

（¥20,000＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 山内

5月5日 祝金
都心からも近く、女性に人気のデザートバイキングも楽しめます！

「18H」OUTコース9:45スタート
都留CC（山梨県） 4名

16,500＋プレー代

　　  （¥14,500＊食事付き）
吉祥寺駅から送迎 山内

5月6日 土
新緑の軽井沢で浅間山を望みながらエンジョイ

「18H」OUT9:45スタート
三井の森軽井沢CC（長野県） 4名

16,500＋プレー代

  （¥15,800＊食事付き）
軽井沢駅南口から送迎 城所

5月6日 土
『10％OFF GW感謝割』復習型コースレッスン、午前は9H／午後は芝の上から定点練習

「プレミアム9H」
セブンハンドレッドクラブ（栃木県） 4名 25,740 吉祥寺駅から送迎 前田

5月6日 土
『10％OFF GW感謝割』復習型コースレッスン、午前は9H／午後は芝の上から定点練習

「プレミアム9H」
セブンハンドレッドクラブ（栃木県） 4名 25,740 吉祥寺駅から送迎 山内

5月7日 日
『10％OFF 最終日割』この時期だからスコアを崩さないショートゲーム特訓

「ショートコース＋9H」
鴻巣CC（埼玉県） 4名 24,750 吉祥寺駅から送迎 前田

5月7日 日
『10％OFF 最終日割』今月の急なゴルフの調整に！短期間でグッと上達

「練習場＋9H」
鴻巣CC（埼玉県） 4名 23,760 吉祥寺駅から送迎 山内

5月7日 日
『10％OFF 最終日割』GWコースデビューしたい方集まれ！！

練習場＋9H（初心者向け） 葉山パブリックGC（神奈川県） 4名 18,810 逗子駅から送迎
（クラブバス）

鈴木

※＊印のついた18Hレッスンのプレー代については、2B、3B割増があります。

※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7日前13時～3日前13時まで：代金の20％、3日前13時～前日13時まで：代金の50％、前日13時以降：代金の100％）

※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。

https://zerokara.golf/

