
30分の中で苦手なショット克服してみませんか!!
使用コートはDコート(半面コート)を使用いたします。
参加費　3,780円(税込)
受   付　7/13(木)～7/26(水)営業終了まで
受付後抽選となりますのでご了承ください。
当選者の発表は7/26(水)24時 スクールブログにてお知らせい
たします。

実践コースで1ラウンドレッスン18ホールプロが帯同します
ので、初心者の方も安心して参加できます!
場　所：デイスターゴルフクラブ
募　集：初心者　4名　1組
参加費：23,500円（税込）
受　付：7/10(月)～先着順

休館日のレンタルコート　1面　2時間利用　8,640円(税込)
①08:00～10:00      ④14:00～16:00
②10:00～12:00　　⑤16:00～18:00
③12:00～14:00　　⑥18:00～20:00
受付:7/18(火)～先着順　10:00～TEL 10:30～フロント
※受付は１グループ１面のみのご利用となりますので、予めご了承ください。

7/30(日)

8/1（火）
大堀プロ ラウンドレッスン
『対象:ｺﾞﾙﾌ会員様』

関本プロラウンドレッスン
『対象:ゴルフ会員様』

関本プロも一緒にプレーするスタイルをとるため、
魅力あるプロのショットを体感できるのも楽しみの一つです!!
場　所：鹿沼72カントリークラブ
募　集：3名　1組
参加費：27,800円（税込）
受　付：7/16(日)～先着順

8月
5、12、19、26(土)
6、13、20、27(日)

30分
プライベートレッスン

30分
プライベートレッスン

7月
8、15、22、29(土)
2、16、23(日)

VIP・TOP CUP

in氷川台校
7/30(日)

7/30(日) レンタルコート

イベントスケジュール 7/23(日)現在

＜ショップ・キャンペーン情報＞

＜イベント・キャンプ・レッスン情報＞

7/30(日) ゴルフ打ちっぱなし!!

暑い夏はインドアゴルフ　　打席の予約受付中
①  8:00～  9:30  ②  9:35～11:05
③11:10～12:40  ④12:45～14:15
90分　会員様 1,080円(税込)　ビジター1,620円(税込)
ｽｲﾝｸﾞﾏｽﾀｰ(ﾓﾆﾀｰ付)打席希望の方＋540円(税込)

VIP･TOP CUPとは!!
VIPTOPグループ各スクールから男女代表選手と、代表コーチ
による団体戦です。
応援の方にも楽しめるイベント盛りだくさん!!
●開催場所　氷川台校
(東京メトロ有楽町線「氷川台」駅から徒歩1分)

【89期】7/2(日)～10/2(月) 　　　休館日　7/30(日)・8/14(月)

30分の中で苦手なショット克服してみませんか!!
使用コートはDコート(半面コート)を使用いたします。
参加費　3,780円(税込)
受   付　～6/26(月)営業終了まで
受付後抽選となりますのでご了承ください。
当選者の発表は6/27(火)24時)24:00スクールブログにてお知
らせいたします。

7/9(日)～7/31(月) キモニー商品SALE

グリップテープ、振動止め!!たくさんの種類をご用意いたしま
した。
期間限定で、会員様価格で販売中
消耗品なので、セール期間中に予備でご購入くださいね

ストリング
      キャンペーン

季節の変わり目はストリングを張り替えましょう！
週一回2時間プレーする方でしたら2～3ヶ月です。それを過ぎ
るとストリングの材質の劣化進み、また、テンションも落ちて
しまいます。気持ちよくプレーするためにもストリングは切れ
なくても定期的に張り替えましょう。

7/17(月)～8/6(日)

7/22(土)～7/28(金)
FILA先行受注会
Spring & Summer 2018

7日間限定の特別受注会
FILA最新モデルのオーダーチャンスはなかなかありません!!
この機会をお見逃しなく。
※商品のお渡しは、2018年2月以降となりますので、予めご
了承ください。



＜ジュニア情報＞

8/27(日)

8/1(火)

9/8（金）
井上プロ ラウンドレッスン
『対象:ｺﾞﾙﾌ会員様』

実践コースで1ラウンドレッスン18ホールプロが帯同します
ので、初心者の方も安心して参加できます!
場　所：東京湾カントリークラブ
募　集：初心者　4名　1組
参加費：23,500円（税込）
受　付：7/12(水)～先着順

8/2(水)
チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

8/3(木)

8/4(金)

チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付  7/4(火)19:00～先着順

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付 　6/30(金)19:00～先着順

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

9/24(日)

8/2(水)～
8/4(金)

ジュニアテニスキャンプ
in テニスポート波崎

テニスキャンプを通して学ぶミニ社会体験
たっぷりレッスン　合計14時間
スタッフ　乾コーチ、菅谷コーチ、フロント女性1名
募集  14名
対象  小学生3年生～中学3年生　レッドクラス以上
宿泊先  ニュー鹿南  茨城県神栖市矢田部11307-3
　　　 亀戸駅集合で、東京駅から高速バスで出発いたします。
料金  42,000円(税込)宿泊代・食事代、レッスン代、保険料含む

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   7/31(月)19:00～先着順

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

9/18(月)
敬老の日

※開催日時・掲載内容が変更になる場合がございます。最新情報はフロントまでお問い合わせ下さい。

チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付  未定

7/30(日)

8/11
(金・祝)
山の日

夏だ!!BBQだ!!
&テニスレッスン2時間

【レッスン】7:00～9:00 　　場所:TOP亀戸
対象:初級～　レベルに分けてレッスンを行います。
コーチ:太田・木下・志田
料金:4,000円(税込)
【BBQ】  11:00～14:00　　場所:両国BBQガーデン
スタッフ:太田・木下・志田、フロント:島津
料金:5,000円(税込)
✿BBQ&レッスン参加の方は8,500円(税込)
受　付 : 6/16(金)先着順　10:00～電話　10:30～フロント

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   7/2(日)19:00～先着順

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   7/2(日)19:00～先着順

チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

対象   オレンジクラス
定員   5名
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   7/3(月)19:00～先着順

8/14(月)

1DAYキャンプ
in トップ亀戸

時間　9::00～15:00
★初級・初中級　１．５面使用　コーチ: 乾・根岸　募集:12名
雁行陣でのゲームな向けて　クロスストローク、ポーチボレー
★中級・上級　　２面使用　コーチ: 木下・中村　募集:14名
平行陣でのゲームに向けて・ボレー
前後左右の打ち分け・ポジショニング＋ポーチボレー
参加費:10,000円(税込)
受   付:7/25(火)先着順 12:00～電話　12:30～フロント

8/26(土)～
8/27(日)

冨山ｺｰﾁ・大貫ｺｰﾁ キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

試合で役に立つ人に生まれ変わる!!
場　所　一宮シーサイドオーツカ
料　金　36,000円（税込）
募　集 : 16名
対　象 : 初級～上級
受　付 : 7/19(水)先着順19:00～


