
※都合により料金・日程が変更になることがありますのでご了承ください。　　　　　　　　　予定組数に達しない場合、開催が中止になることがあります。
変更の際には協会ホームページ上（www.knga.org）で随時ご案内いたします。

■申し込み方法  
 ･ 裏面の申し込み書式に従ってメール ･FAX･ はがきにて申し込んでください。
   （内容に不備がある場合は抽選から外させていただきますのでご注意ください）
 ･ 申込者は会員に限ります。（同伴プレーヤーはご家族、友人など非会員でも可）
 ･ 原則 1 組 4 名単位で受け付けます。
 （ジュニアプレーヤーについては各ゴルフ場により年齢制限がありますので同伴する場合は必ず事前に協会にご相談ください）
 ･ 受付期間は各会場開催日の前月1日〜 7日到着分までです。
	 （例	：	2月利用分については1月1日〜7日到着分まで受付）　※1月利用分に付いては12月15日（月）まで受け付けます。
 　　◆メール　golf ＠ knga.org　◆ FAX　045-680-5622
	 　　◆はがき　〒231-8445　横浜市中区太田町 2-23 横浜メディアセンター5F　横浜市ゴルフ協会
 ･ 申し込み者多数の場合は抽選。利用確定者には 15日頃に確認書を送付します。（抽選漏れの場合、通知はいたしません）
 　FAX での利用確認書の送付を希望する場合、FAX 番号をご記入ください。（18日までに通知が無い場合は抽選漏れです）
 ･ 利用確定者は協会より送付の確認書に再記入して利用の1週間前までに必ず返送してください。（確認書はコースに提出します）
 ･ 指定期日までにプレー費用をお振込みください。（遅れる場合は必ず協会に連絡してください）
 ･ 利用確認書は会員1名に付き非会員3名を基本としての料金を記載しております。
 （注意） ※会員を同伴する場合は、必ず会員番号を記入し会員料金で計算し入金してください。（当日は会員証を提示してください）
 　 ※会員番号の記入がない場合および当日受け付け時に会員証が提示されない場合には非会員の料金扱いとなります。
 　 ※ 70 歳以上の方は当日会場で免税申請を行うことで市内 3コースについては 1,200 円の免税になります。
 　　 　申請することを協会役員にお知らせください。（プレー費は事前に差し引いて入金してください）
	 　	 ※プレー日1週間前以降のキャンセルの場合キャンセルフィは1人 3,000 円
 　 ※雨天等により当日プレーを取り止める際は、必ず代表者が会場受付役員に申し出てください。
 　　 　電話での取り止めの場合はキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。

｢会員デー｣の1月〜 12月までの開催日程をお知らせいたします。
横浜CCは西コースの改造工事の影響で東コースの会員デー利用ができない状況です。

平日については予約枠に余裕がある日程で利用ができますので裏面の案内に従いご活用ください。
葉山国際 CC・長竹 CC・キングフィールズ GCの利用につきましては

裏面の要項に従って直接コースへ申し込んでください。
協会ホームページではその他のコースの情報も随時お知らせしています。

■会場・費用
●	磯子カンツリークラブ 17,500 円（食事付） ただし3・7・9月は 18,500 円（食事付）
	 4月〜 6月は 18,900 円（食事付）
●	戸塚カントリー倶楽部・東コース 17,000 円 ただし3・7・9月は 17,500 円　5・6月は 18,000 円
●	葉山国際カンツリー倶楽部 13,320 円（非会員は14,320 円）
●	長竹カントリークラブ	 9,500 円 ただし4 〜 6月、10 〜 12月は 10,500 円
●	キングフィールズゴルフクラブ 10,500 円 ただし1月・2月は 9,500 円　4 〜 6月・10 〜 12月は 11,500 円
※（グリーンフィ、カートフィ、諸経費、利用税含む）  ※磯子CC、戸塚CCは消費税込。その他のコースは消費税別。
市内 2コース（磯子CC・戸塚CC）の非会員の利用料金は1,000 円増しとなります。

■日　程　　

■そ　の　他
●戸塚 CC･ 磯子 CC の 2ゴルフ場は定休日のため、フロントおよびコース売店は営業していない場合があります。食堂は営業していますが、現金
決済でお願いします。（ペットボトルなどは販売）●浴室、シャワー、ロッカーは使用できます。打放し練習場は使用できない場合があります。
●当日の受付、コース巡回は原則協会役員が当番で行います。

横浜市ゴルフ協会 会員デー2015年日程会員デー2015年日程

1月 2月 3月 4月 5月 6月
磯　　子CC 26日 23日 16・30日 6・27日 22日
戸　　塚CC 19日 16日 16日 25日 22日
葉山国際CC 13・27日 3・17日 3・17・31日 7・21日 12・26日 2・16・30日
長　　竹CC 2・9・16・23・30日 6・13・20・27日 11・18・25日 1・8・15・22・29日

キングフィールズGC 5・13・19・26日 9・16・23日 9・16・23・30日 6・13・20・27日 18・25日 8・15・22・29日

7月 8月 9月 10月 11月 12月
磯　　子CC 6日 10・31日 9月以降未定 月曜日
戸　　塚CC 6日 14日 月・火曜日
葉山国際CC 14・28日 11・25日 1・15・29日 6・20日 10・24日 1・15日 火曜日
長　　竹CC 6・13・21・27日 3・10・17・24・31日 14・28日 5・13・19・26日 2・9・16・24日 7・14・21日 月・火曜日

キングフィールズGC 13・21・27日 3・10・17日 28日 5・13・19日 2・16・24・30日 7・14日 月・火曜日



●必ず予約の電話を入れてください。当日フリーでのプレーは受け入れられません。
●申込者は会員本人でなければなりません。申し込みの際、協会名、会員番号をお伝えください。
●プレー当日、代表責任者は会員証（神奈川県ゴルフ協会メンバーズカード）をフロントに提示してください。
●申し込みは4人1組でお願いします。
●プレーヤー全員が協会員であることが原則ですが、会員以外同伴を希望する場合はゴルフ場にご相談ください。
●料金については変更される場合もありますので、事前に各ゴルフ場に確認してください。
※戸塚カントリー倶楽部の平日利用は、現在受け入れをしておりません。

市内2ゴルフ場の平日利用について
各ゴルフ場とも会員制のゴルフ場です。協会会員はあくまでも利用させていただく立場ですので、その点十分にご理解下さい。

　　　　　　　（消費税含む、飲食代は別）　　　　　　　　　　　　　　　　　［2014年12月現在］

［平日利用］
◆1月〜3月 一般 21,310円（消費税別）

［レディース、シニア  火曜、金曜日］
　　　（女性と60歳以上の男性対象）
◆1月〜3月  19,310円（消費税別）

磯子カンツリークラブ
【　045-833-0641】

［平日利用］（東コース）
◆1月〜3月・7月〜9月 
 月曜、火曜、金曜／21,498円
 水曜、木曜／23,658円
◆4月〜6月・10月〜12月
 月曜、火曜、金曜／26,898円
 水曜、木曜／29,598円
※但し予約枠に余裕がある場合、利用できます。

横浜カントリークラブ
【　045-351-1001】

葉山国際CC ・直接コースへ申し込んでください。申し込みは会員に限ります。
（予約専用：　046-878-8110）　プレー日3ヶ月前の同日から受け付け。

 ・会員証はプレー当日フロントに提示してください。
 ・2 バッグでのプレーはできませんので原則 1 組 4 名でお受けいたします。（3 バックの場合は 756 円増し）
 ・キャディ付を希望の場合はご予約の際にお問い合わせください。
 ・プレーフィは当日現地にて精算してください。

長竹CC ・直接コースへ申し込んでください。申し込みは会員に限ります。
 （予約専用： 042-784-1969　会員デー係）
・1 組 4 名単位でお申し込みください（同伴プレーヤー非会員でも可能です。）
・プレー当日会員証を必ずフロントに掲示してください。

キングフィールズGC ・直接コースへ申し込んでください。申し込みは会員に限ります。
（ 0436-36-6111） 
横浜市ゴルフ協会	会員特別優待 ( キャディ付・火〜金の平日営業日)
1月〜２月／ 12,450円　3月・7月〜 9月／ 13,400円　4月〜 6月・10月〜 12月／ 15,300円
シニア (60歳以上 )・レディース料金
1月〜 2月／ 11,700円　3月・7月〜 9月／ 12,700円　4月〜 6月・10月〜 12月／ 14,100円
	 ※いずれも消費税別
	 ※年末年始、ゴールデンウィーク等料金が異なる場合があります。

　　　月　　　日　　磯子CC・戸塚CC		での会員デーを申し込みます

会 員 名
会員番号

住所・電話
電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

同伴者①
会員番号

住所・電話

同伴者②
会員番号

住所・電話

同伴者③
会員番号

住所・電話

◇◇◇会員デー申込書◇◇◇

※利用確認書の FAX 送付を希望する場合は FAX 番号をご記入ください。
※コピーをしてご利用ください。

1Rプレーフィ

※料金が変更になることがありますのでご了承ください。


