
ゴルフ場一覧

エリア No 対象施設名 特典 特典対象者 最寄インター 住所 休業日（空欄は不定休）

1 芦の湖カントリークラブ ゴルフボール２ヶ 申込者のみ 小田厚_箱根口IC 三島市字南原菅4708 火（祝日除く）

2 西熱海ゴルフコース スタート前コーヒーサービス 同伴者全員 小田厚_箱根口IC・西湘_石橋IC 熱海市熱海1800

3 凾南ゴルフ倶楽部 ゴルフボール２ヶ 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 函南町桑原高雄山1315-25 1/28　2/4,25　3/31

4 かんなみスプリングスカントリークラブ 練習場１コイン 同伴者全員 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 函南町桑1300-146

5 伊豆大仁カントリークラブ 練習場１コイン 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 伊豆の国市浮橋1198 1/28　8/25,26

6 伊豆にらやまカントリークラブ ペットボトル１本 同伴者全員 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC・西湘_石橋IC 伊豆の国市中1613 2/3　3/2

7 富士箱根カントリークラブ 練習場１コイン 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 伊豆の国市奈古谷2225

8 川奈ホテルゴルフコース スタート前コーヒーサービス 同伴者全員 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC・西湘_石橋IC 伊東市川奈1459 4/20,21,22,23,24,25,26

9 サザンクロスリゾート ソフトドリンク 申込者のみ 西湘_石橋IC 伊東市吉田1006

10 稲取ゴルフクラブ ペットボトル１本 同伴者全員 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 東伊豆町稲取3337 1/29,30,31

11 伊豆下田カントリークラブ ゴルフボール３ヶ 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC・西湘_石橋IC 南伊豆町入間2383-1

12 湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑 伊豆縦貫道往復回数券 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 伊豆市湯ヶ島2571-10

13 中伊豆グリーンクラブ 練習場１コイン 同伴者全員 新東名_長泉沼津IC、東名_沼津IC 伊豆市冷川1521-108

14 フジ天城ゴルフ倶楽部 ペットボトル１本 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 伊豆市大平柿木1190-1

15 ラフォーレ修善寺&カントリークラブ 練習場１コイン 同伴者全員 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 伊豆市大平1529 1/15,16

1 東名富士カントリークラブ ペットボトル１本 申込者のみ 東名_大井松田IC、足柄ｽﾏｰﾄIC 小山町竹之下3417-1

2 ギャツビイゴルフクラブ 昼食時ソフトドリンク 同伴者全員 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC 小山町新柴504-1 2/3,4

3 足柄森林カントリー俱楽部 練習場１コイン 申込者のみ 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC 小山町桑木658 1/14,15

4 東富士カントリークラブ ペットボトル１本 申込者のみ 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC・東富士_須走IC 小山町大御神604-3 1/14,21,31　2/6,7,13,14

5 富士小山ゴルフクラブ 練習場１コイン 申込者のみ 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC・東富士_須走IC 小山町大御神894-1 1/20,27

6 富士国際ゴルフ倶楽部 ゴルフボール２ケ 申込者のみ 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC 小山町用沢1442-23 1/31　2/3,4,17

7 富士カントリークラブ 昼食時コーヒーサービス 申込者のみ 東名_足柄ｽﾏｰﾄIC、御殿場IC 御殿場市東山2472 1/8　2/3,4,5,6,7

8 太平洋クラブ御殿場ウエスト 練習場１コイン 申込者のみ 東名_御殿場IC 御殿場市印野1044-1

9 レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 ペットボトル１本 申込者のみ 東名_裾野IC、御殿場IC 御殿場市神山1922-1

10 日動御殿場コース バッグ数割増無料 申込者のみ 東名_裾野IC 御殿場市神山1916 2/3,12

11 裾野カンツリー倶楽部 練習場１コイン 申込者のみ 東名_裾野IC 裾野市今里1060

12 東名カントリークラブ ペットボトル１本 申込者のみ 東名_裾野IC・新東名_長泉沼津IC 裾野市桃園300 1/27,28　8/3,4,5,6,7,8

13 ファイブハンドレッドクラブ 練習場１コイン 申込者のみ 東名_裾野IC・新東名_長泉沼津IC 裾野市千福953-2 月（祝日の場合は火・GW等連休の場合は連休明けの平日）　1/8

14 三島ゴルフ倶楽部 スタート前コーヒーサービス 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 長泉町東野字八分平210-1

15 沼津ゴルフクラブ ペットボトル１本 申込者のみ 東名_沼津IC・新東名_長泉沼津IC 沼津市足高字尾上441 2/25　5/18,25　6/5,15　8/25,26

16 新沼津カントリークラブ コーヒーサービス 申込者のみ 東名_愛鷹ｽﾏｰﾄIC・新東名_長泉沼津IC 沼津市宮本223 1/21 2/4,25 3/31 5/7 6/2,30 7/28 8/24,25 9/15 10/6

1 大富士ゴルフクラブ 練習球１かご 申込者のみ 東名_富士IC、裾野IC・新東名_新富士IC 富士市今宮1243

2 南富士カントリークラブ 練習球１かご 申込者のみ 新東名_新富士IC、東名_裾野IC 富士市大淵11702-3

3 朝霧カントリークラブ 朝食無料ｻｰﾋﾞｽ（ｽﾀｰﾄ時間45分以上前到着） 申込者のみ 新東名_新富士IC、東名_富士IC・御殿場IC 富士宮市根原字宝山380 1/14～2/29

4 小田急西富士ゴルフ倶楽部 練習場１コイン 申込者のみ 新東名_新富士IC、東名_富士IC・御殿場IC 富士宮市内野1291-1 1/31　2/3,4,5,25

5 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 練習場１コイン 申込者のみ 新東名_新富士IC、東名_富士IC 富士宮市猪之頭2971

6 Ｇ８富士カントリークラブ ゴルフボール３ヶ 同伴者全員 新東名_新富士IC、東名_富士IC 富士宮市北山7426-63 2/3

7 富士宮ゴルフクラブ 昼食時コーヒー又は紅茶サービス 申込者のみ 新東名_新富士IC、新清水IC・東名_富士川ｽﾏｰﾄIC、富士IC 富士宮市野中1127-1 3/31

8 富嶽カントリークラブ 練習場１コイン 同伴者全員 新東名_新清水IC 静岡市清水区宍原1783-1

9 藤枝ゴルフクラブ ソフトドリンク 同伴者全員 東名_大井川焼津藤枝ｽﾏｰﾄIC、焼津IC 藤枝市内瀬戸1193 2/17,18

1 静岡カントリー島田ゴルフコース ミネラルウォーター１本 同伴者全員 東名_吉田IC、新東名_島田金谷IC 島田市船木3500

2 菊川カントリークラブ ゴルフボール１ヶ 申込者のみ 東名_相良牧之原IC、菊川IC・新東名_島田金谷IC 菊川市富田230 7/28,29　8/25,26

3 静岡カントリー浜岡コース ミネラルウォーター１本 同伴者全員 東名_菊川IC、掛川IC 御前崎市門屋2070-2

4 ミオス菊川カントリークラブ オリジナルグリーンフォーク 申込者のみ 東名_菊川IC、掛川IC 掛川市小貫1357 2/3

5 掛川グリーンヒルカントリークラブ ゴルフボール３ヶ 申込者のみ 新東名_森掛川IC 掛川市寺島1000

6 静岡カントリー袋井コース ソフトドリンク 申込者のみ 東名_袋井IC・新東名_森掛川IC 袋井市国本1616 2/3　3/2　4/6　6/1　7/6　8/3,18,24　9/28　11/30

7 ザ・フォレストカントリークラブ ペットボトル１本 申込者のみ 新東名_遠州森町ｽﾏｰﾄIC、森掛川IC 森町橘576-3 2/4,5

※上記内容は、2019年11月時点の情報であり、予告なく変更する可能性がありますので、最新情報はゴルフ場までお問い合わせください
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