
第１２－Ｇ２５号                         ２０１３年１月１７日

富士小山ゴルフクラブ・小田急西富士ゴルフ倶楽部・小田急藤沢ゴルフクラブ

自己ベストへ快適アクセス

「ロマンスカーでいこう！」
キャンペーンを実施します。

～ロマンスカーのご利用でプレー料金がお得、さらに特典も満載～

小田急グループの富士小山ゴルフクラブ（静岡県駿東郡小山町）、小田急西富士ゴルフ倶楽部

（静岡県富士宮市）、小田急藤沢ゴルフクラブ（神奈川県綾瀬市）では、小田急ロマンスカーを利用

してご来場いただいた方を対象に、プレー料金がお得になるなど特典満載な自己ベストへ快適アクセス

「ロマンスカーでいこう！」キャンペーンを、２０１３年１月２２日（火）から６月２１日（金）までの

平日限定で実施いたします。

このキャンペーンは、各ゴルフ場へ全席指定制の快適なロマンスカーでお出かけいただくと、平日

通常料金より最大４，５００円割引でプレーいただけます。さらに、オリジナルゴルフボールやロマ

ンスカーグッズをもれなくプレゼントするほか、抽選で豪華賞品（グリーンフィ無料券やクラブカバー

など）を進呈いたします。ゴルフ場への予約時に、あらかじめ申告していただき、当日ご乗車いただ

いたロマンスカー特急券またはロマンスカー＠クラブ購入画面をフロントにご提示ください。

ゴルフはメンタルなスポーツと言われています。渋滞知らずの快適なロマンスカーで時間通りに

アクセスできれば、ベストコンディションでスタートホールに立つことができます。是非、この機会に

ロマンスカーをご利用いただきゴルフをお楽しみください。

自己ベストへ快適アクセス「ロマンスカーでいこう！」キャンペーンの概要は下記のとおりです。

オリジナルゴルフボール

（写真は小田急藤沢ゴルフクラブ）と

ロマンスカーグッズをプレゼント

抽選賞品の一例
ロマンスカー・ＭＳＥヘッドカバー



記

１ キャンペーン名     自己ベストへ快適アクセス「ロマンスカーでいこう！」

２ キャンペーン期間     ２０１３年１月２２日（火）～６月２１日（金）の平日

３ 参 加 ゴ ル フ 場    （１）富士小山ゴルフクラブ  TEL：0550-78-0111

〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神 894-1

（２）小田急西富士ゴルフ倶楽部 TEL：0544-54-2000

〒418-0104 静岡県富士宮市内野 1291-1

（３）小田急藤沢ゴルフクラブ     TEL：0467-77-0115

〒252-1106 神奈川県綾瀬市深谷南 7-2-1

４ 対象ロマンスカー

（１）対象になるロマンスカー

ゴルフ場名 対象列車 乗車区間 備考

富士小山

ゴルフクラブ

あさぎり 1号（新宿６：４５発）

新宿駅～

駿河小山駅（ＪＲ御殿場線）

駿河小山駅では

特急券が回収さ

れるため、あさ

ぎり１号接続の

クラブバスご利

用のお客さまが

対象となります。

小田急西富士

ゴルフ倶楽部

新宿駅～

本厚木駅、秦野駅

送迎バスの運行

する木曜日(本

厚木発）、金曜日

(秦野発)のみ対

象。１組４名様

以上でお申込く

ださい。

小田急藤沢

ゴルフクラブ

あさぎり 1号（新宿６：４５発）

はこね １号（新宿７：００発）

さがみ５７号（新宿７：１５発）

はこね ３号（新宿７：２８発）

新宿駅～

町田駅、相模大野駅

町田駅、相模大

野駅～長後駅間

は、急行または

各駅停車をご利

用ください。

※途中駅（向ヶ丘遊園、新百合ヶ丘、町田、相模大野、本厚木、秦野、松田）からのご乗車

でもキャンペーン対象となります。

（２）主な区間のロマンスカー特急料金（別途運賃が必要です）

     新 宿⇔町 田・相模大野   ４００円

     新 宿⇔本 厚 木        ５５０円

     新 宿⇔秦   野        ６００円

     新 宿⇔駿河小山       １，４９０円（通常期）

５ 特 典 内 容

特典１ 各ゴルフ場の特別プレーフィを適用 （別紙参照）

特典２ 各ゴルフ場オリジナルゴルフボール （お一人に２個プレゼント）

  特典３ 小田急ロマンスカーオリジナルグッズプレゼント（１組に１セット）

  特典４ 期間中に本プランを利用する毎に応募１口として、抽選で豪華賞品を進呈

       （キャンペーンプラン利用ご申告に基づき応募登録いたします）



Ａ賞（３名様×３コース、計９名様）

            （富士小山） 平日ゲストグリーンフィ無料券（４名様分）

（西 富 士） 平日ゲストプレーフィご優待券（１名様分）

（藤    沢）  平日ゲストグリーンフィ無料券（１名様分）

Ｂ賞（５名様×３コース、計１５名様）

平日ゲストグリーンフィ４名様分  ３，０００円割引券

小田急ロマンスカー賞（３名様）     ロマンスカー・ＭＳＥヘッドカバー

小田急グループ特別賞（１名様）    小田急 箱根ハイランドホテルペアご招待券

                  （１泊２食付き）

※抽選につきましては、キャンペーン期間終了後に実施し、当選者の発表は賞品の発送

をもって代えさせていただきます。

※ゴルフ場予約時に「ロマンスカーでいこう！」キャンペーン利用を申告していただき、

当日フロントで対象ロマンスカーの特急券（ロマンスカー＠クラブでご利用の方は

携帯電話画面）をご提示いただきます。

６ コ ー ス の 特 徴

「富士小山ゴルフクラブ」

霊峰富士の麓、自然の地形を活かしゆったりとレイアウトされた

雄大な１８ホールです。中村寅吉プロ設計によるコースはフラット

ながらも距離のあるタフなホールが多く、１４本のクラブをすべて

使いこなす技術が要求されます。

「小田急西富士ゴルフ倶楽部」

加藤俊輔氏設計によるコースは、雄大かつ厳粛なる「富士山」を

借景とした緩やかな地形です。この絶好のロケーションに、個性

豊かな１８ホールの戦略性が秘められております。

「小田急藤沢ゴルフクラブ」

安田幸吉氏設計によるコースは、自然の樹林が巧みに活かされ、

フェアウェイは広々としています。各ホールには、グリーン周り

を中心にトリックが潜んでおり、変化に富んだ戦略性の高いコース

となっています。

７ その他

   ご不明な点は、各ゴルフ場へお問い合わせください。

   富士小山ゴルフクラブ    TEL：0550-78-0111

小田急西富士ゴルフ倶楽部 TEL：0544-54-2000

小田急藤沢ゴルフクラブ      TEL：0467-77-0115

以 上



別紙

１ ゴルフ場毎の料金表

２ 対象ロマンスカーの各駅発着時刻、送迎バス発車時刻（平日）

         

ゴルフ
場名

期間 種別
「ロマンスカーでいこう！」
キャンペーン料金

通常平日料金 備考

富士小山
ゴルフクラブ

2013年1/22(火)
～2/28(木)

キャディ付
11,500 円(食事付)
(３組以上も同じ)

16,000 円(食事別)

休場日
1/28(月)、2/4(月)、
2/12(火)、2/18(月)、

2/25(月)

2013年3/1(金)
～4/5(金)

キャディ付
13,000 円(食事付)

(３組以上も同じ)
16,000 円(食事別)

休場日

3/4(月)、3/11(月)

セルフ
11,800 円

(食事付)
12,000 円(食事別)

セルフデー
3/18(月)、3/25(月)、

4/1(月) のみ
セルフプレー可

2013年4/8(月)
～6/21(金)

キャディ付
15,000 円
(食事付)

18,000 円(食事別)

セルフ
12,800 円
(食事付)

12,000 円(食事別)

セルフデー

各週（月）、祝日の場合
翌(火）セルフプレー可

小田急西富士
ゴルフ倶楽部

2013年1/22(火)
～3/29(金)

１月キャディ
付

13,800 円(食事付)
定期便バス料金含む

16,230 円(食事別)
休場日

1/31(木)、2/28(木)2月キャディ
付

13,800 円(食事付)
定期便バス料金含む

15,180 円(食事別)

3月キャディ
付

13,800 円(食事付)
定期便バス料金含む

17,280 円(食事別)

2013年4/1(月)

～6/21(金)
キャディ付

14,800 円(食事付)

定期便バス料金含む
16,000 円(食事別)

小田急藤沢
ゴルフクラブ

2013年1/22(火)
～3/29(金)

キャディ付 18,000 円(食事別) 22,000円(食事別)

休場日
2/28(木)

キャディ付

シニア
(60歳以上)

18,000 円(食事別) 20,000 円(食事別)

キャディ付

レディス
18,000 円(食事別) 20,000 円(食事別)

2013年4/1(月)
～6/21(金)

キャディ付

通常平日料金
と同額

20,000 円(食事別)

キャディ付

金曜シニア
(60歳以上)

18,000 円(食事別)

キャディ付

月曜レディス
18,000 円(食事別)

駅  名 あさぎり１号 はこね 1号 さがみ５７号 はこね３号

新  宿 発 ６：４５ ７：００ ７：１５ ７：２８

向ヶ丘遊園 発 レ ７：１６ レ ７：４７

新百合ヶ丘 発 ７：０５ レ ７：３６ レ

町  田 着 レ ７：３０ レ ８：００

相模大野
着 ７：１４ ７：４６

発 ７：１５

本 厚 木
着 ７：２７

発 ７：２８

秦  野
着 ７：４０

発 ７：４１

松  田 発 ７：５３

駿河小山 着 ８：０６

＜小田急藤沢ゴルフクラブ＞
対象ロマンスカー乗り換え時刻表と
クラブ行送迎バス発車時刻

あさぎり１号 はこね１号 さがみ５７号 はこね３号

町田駅 発 －
各停

片瀬江ノ島行

７：３７

－
急行

片瀬江ノ島行

８：０８

相模大野駅 発
急行藤沢行
７：２０

↓
各停藤沢行
７：５０

↓

長後駅 着 ７：３４ ７：５９ ８：０９ ８：２６

発 ※７：３５ ８：０５ ８：３５ ８：３５

ゴルフクラブ 着 ７：４５ ８：１５ ８：４５ ８：４５

      ※連絡しています

＜富士小山ゴルフクラブ＞ クラブ行き送迎バス発車時刻

駿河小山駅 発 ８：１５

ゴルフクラブ 着 ８：３５

＜小田急西富士ゴルフ倶楽部＞倶楽部行き送迎バス発車時刻

本厚木駅（木曜日） 発 ７：４５ ―

秦野駅（金曜日） 発 ― ７：５５

ゴルフ倶楽部 着 ９：２０ ９：２０


