健康事業

2

スパリゾートハワイアンズ

日帰り施設入場券
【通常料金

スポーツ

ナビダイヤル：0570-550-550

600円（指定期間内1日有効） ※料金は2020.4.1現在のものです。

1

大人（中学生以上）3,570円】

●

東京ドーム天然温泉スパラクーア

入館券

●
●
●

①各施設又は予約センターに
レジャー 「ゆとりちよだ」の会員であることを告げ、予約をする。
②予約が取れたら、
「ゆとりちよだ」事務局に連絡をし、利用補助券を受け取る。
（郵送可）
③プレー当日、受付時フロントに利用補助券を提出し、精算の時補助額を差引いて支払う。

注意事項

グルメ・薬

TEL：03-3817-4173

①3,000円の利用補助は、会員に限ります。
（年度内１回）
②２回目以降は、契約料金になります。
（会員以外の同伴者も契約料金でプレーできます。
）
③当日のプレー料金は、季節・曜日・人数等によって異なります。必ず料金の確認をお願いします。

1,600円 ※料金は2020.4.1現在のものです。

【通常料金

大人（18歳以上）2,900円】

指定店 ( 会員証提示割引店 )

プリンスゴルフリゾート

ゆとりちよだ窓口で会員証提示の上、購入してください。
１会員月間6枚、年間30枚まで購入できます。
土日祝及び特定日、深夜は割増料金が必要です。現地にてお支払いください。

予約・問合せ：各ゴルフ場ヘ
名

※法人サービスカウンター（東京ドームシティ ミーツポート２Ｆ）でも、ゆとりちよだの会員証を提示の上、直接購入する
ことが出来ます。購入価格は、ゆとりちよだ窓口より若干高くなります。

4

大人用

【通常料金
●
●
●
●

ラフィネ

利用チケット
【通常料金
●
●

地

04-2925-8111

武蔵丘ゴルフコース

埼玉県飯能市中山665

042-973-3333

新武蔵丘ゴルフコース

埼玉県日高市梅原372

042-974-5111

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138

0460-83-6555

箱根湯の花ゴルフ場

神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

0460-83-5111

静岡県伊東市川奈1459

0557-45-1111

西熱海ゴルフコース

静岡県熱海市熱海1800

0557-84-1111

軽井沢プリンスホテルゴルフコース

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-8811

晴山ゴルフ場

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

0267-42-8611

軽井沢72ゴルフ

長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢

0267-48-0072

軽井沢浅間ゴルフコース

各種申込用紙
嬬恋高原ゴルフ場

長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢

0267-48-0001

群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

0279-97-4111

雫石ゴルフ場

岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

019-693-1111

岩手沼宮内カントリークラブ

岩手県岩手郡岩手町一方井

0195-62-5511

富良野ゴルフコース
上士幌ゴルフ場

ゆとりちよだ窓口で会員証提示の上、購入してください。
１会員月間10枚、年間60枚まで購入できます。

《神 田 店》千代田区内神田1-8-1

三井ビル1F

☎03-6273-7221

0167-22-1111

北海道河東郡上士幌町字上音更西３線

01564-2-4000

北海道亀田郡七飯町西大沼

0138-67-2211

女満別ゴルフコース

北海道網走郡大空町女満別巴沢

0152-74-5111

瀬田ゴルフコース

滋賀県大津市瀬田橋本町12

077-544-1111

竜王ゴルフコース

滋賀県蒲生郡竜王町山中1391

0748-58-2111

日南串間ゴルフコース

宮崎県串間市本城

0987-71-3111

北海道カントリークラブ

http://www.raffine-rs.com/

0460-84-3111

川奈ホテルゴルフコース

ゆとりちよだの沿革・アクセス
北海道富良野市八幡丘

600円】

0470-62-2111

箱根園ゴルフ場

規定等

400円 ※料金2020.4.1現在のものです。

電話番号

埼玉県所沢市荒幡1464

大箱根カントリークラブ

ランニングスタイル

ラフィネ ランニングスタイル
シャワー、ロッカー完備

在

共済制度・相談 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

一般600円】

ゆとりちよだ窓口で会員証提示の上、購入してください。
１会員月間10枚、年間60枚まで購入できます。
１枚につき2時間までご利用になれます。
利用できる施設：昌平童夢館、神田さくら館、麹町小学校、富士見みらい館、ちよだパークサイドプラザ、
スポーツセンター、いきいきプラザ一番町

5

所

千葉県いすみ市大原台200
ライフサポート倶楽部

400円 ※料金は2020.4.1現在のものです。

区民400円

称

宿泊補助
西武園ゴルフ場

大原・御宿ゴルフコース

千代田区立プール

利用券

観劇・美術展

利用方法

ゆとりちよだ窓口で会員証提示の上、購入してください。
１会員月間6枚、年間30枚まで購入できます。

3

ゴルフ ─補助券制度─

下記の契約施設では、割安な契約料金でプレーできます。また会員本人は3,000円の利用補助が受けられます。

大人・子ども（３歳～）共通
スライダー、コインロッカー、飲食、レンタル用品等は別料金
●

─補助券制度─

大沼コース

※プリンスホテルご優待 HP（www.princehotels.co.jp/keiyaku）から「ゴルフ優待クーポン券」がダウンロードできます。 
パスワード「ｐｒｋｅｉｙａｋｕ」 ユーザー名【prkeiyaku】 パスワード【prkeiyaku】
※ web 予約の際、SEIBU PRINCE CLUB 会員登録（無料）が必要です。
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大宮カントリークラブ
名

称

所

大宮カントリークラブ

在

地

3

電話番号

埼玉県さいたま市西区飯田新田40

048-624-2121

大富士・グリーンバレイ

●

東京ドーム巨人戦のビームシートを１組２席で販売します。
平日と土・日・祝日及び阪神戦は金額が異なります。

●

単発試合

予約は各ゴルフ場に直接予約。
名

称

所

在

地

静岡県富士市今宮1243

0545-21-4111

カントリークラブ・グリーンバレイ

山梨県韮崎市穂坂町上今井1849

0551-22-0139

4
●

葉山国際カンツリー倶楽部・葉山パブリックゴルフコース
称

所

在

地

神奈川県三浦郡葉山町木古庭1043-1

046-878-8111

葉山パブリックゴルフコース

神奈川県三浦郡葉山町上山口2800

046-878-8100

Ｊリーグ観戦

日程・申込方法等、詳しくは会報誌でお知らせします。

電話番号

葉山国際カンツリー倶楽部

巨人戦を年間12試合程販売します（１試合10席（１組２席）販売）
。

FC 東京、横浜Ｆ・マリノスのホームゲーム

ホーム自由またはサポーターズシートの大人券・U-18／小中券を販売します。

葉山国際 C.C. 予約専用電話（9：00〜17：00）：046-878-8110
名



日程・申込方法等、詳しくは会報誌でお知らせします。

電話番号

大富士ゴルフ場

野球観戦（東京ドーム 巨人戦）

●

横浜 F・マリノスのホームゲーム

日産スタジアムまたはニッパツ三ツ沢球技場のシーズンシート（メインスタンド側）

を販売します。



※他の優待特典との併用はできません。

日程・申込方法等、詳しくは会報誌でお知らせします。

山田クラブ21
予約・問合せ：山田クラブ21インフォメーションセンター
名

称

所

在

地

電話番号

平成倶楽部

埼玉県大里郡寄居町大字針形3212

048-581-9551

レイク相模カントリークラブ

山梨県上野原市棡原5000

0554-67-2221

山田ゴルフ倶楽部

千葉県山武市松尾町下大蔵字790

0479-86-5551

南茂原カントリークラブ

千葉県長生郡長南町地引742

0475-47-1221

万木城カントリークラブ

千葉県いすみ市作田２

0470-86-3731

日立高鈴ゴルフ倶楽部

茨城県常陸太田市白羽町1730

0294-78-0111

2

スキー場リフト券

リフト券を販売
・石打丸山スキー場・舞子スノーリゾート
● 会員証提示で割引利用
・鹿島槍スキー場・猪苗代スキー場・シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳・小海リエックススキーバレー
・マウントジーンズ那須・イエティ・八千穂高原スキー場
● ホームページから自分で割引券をダウンロード
・プリンスホテル系列のスキー場
●

販売や利用方法については、ウィンターシーズン前に会報誌でお知らせします。

ゴルフ練習場・スクール

会員証提示で、下記の会員料金で利用できます。
名

称

所在地及び電話番号

フナボリゴルフ練習場

江戸川区船堀1-1-38
03-3687-0562
※プリペイドカード（６ヶ月有効）を購入

NGCニューゴルフクリニック

千代田区内神田1-11-4
03-5577-4537

12

5

03-5766-0555

藤吉ビルB1

※料金は2020.4.1現在のものです。

内容

会員料金

一般料金

プリペイドカード
ボール 32籠分
23,000円
26,000円
１籠 60～75球
コンペ必勝レッスン
3,500円
4,800円
4,800円／回
（税別）
（税別）
１回 50分
短期集中レッスン
18,000円／5回 19,800円／5回
1ヶ月に5回の集中
（税別）
（税別）
レッスン 1回50分
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