
 平成30年７月1日現在

一般社団法人静岡県ゴルフ場協会

ジュニアの区分

平　　日 土・日・祝 （年齢や学年など）

1 芦の湖カントリークラブ ０５５－９８５－２１４６ 三島市 高校生以下（学生証等） 保護者同伴

2 熱海ゴルフ倶楽部 ０５５７－８２－５３３５ 熱海市 中学生以下

3 天城高原ゴルフコース ０５５７－２９－１１３３ 伊豆市 3,000円 5,000円 １８歳未満 保護者同伴

4 伊豆大仁カントリークラブ ０５５８－７９－０２２１ 伊豆の国市 6,200円昼食付 5,200円
１８歳未満
高校生以下

　

5 伊豆下田カントリークラブ ０５５８－６２－２２１１ 賀茂郡南伊豆町 4,000円 4,000円 高校生以下 保護者同伴、年齢確認できるもの持参

6 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 ０５５８－８３－２２２２ 伊豆市 高校生まで(学生証提示）

7 伊豆にらやまカントリークラブ ０５５－９４４－２２２２ 伊豆の国市 5,000円セルフ・昼食付 6,000円セルフ・昼食付
１８歳未満
大学生はメンバー料金で対応

キャディ付不可、会員紹介1,000円割引
保護者同伴

8 伊豆ハイツゴルフ倶楽部 ０５５８－８３－3５００ 伊豆市 3,200円（税込、昼食別） 4,200円（税込、昼食別） 高校生以下 保護者同伴、年齢確認証持参

9 伊東カントリークラブ ０５５７－３６－５８６５ 伊東市 3,808円セルフ 4,888円セルフ １８歳未満 学生証または健康保険証など持参、保護者同伴

10 稲取ゴルフクラブ ０５５７－９５－２３１１ 賀茂郡東伊豆町 3,400円 4,400円 １８歳未満 保護者同伴

11 川奈ホテルゴルフコース（大島コース）０５５７－４５－５２６９ 伊東市 5,000円
土・・・7,000円
日・・・6,000円

高校生まで(１８歳未満） 18歳以上の高校生は950円プラス

12 凾南ゴルフ倶楽部 ０５５－９７８－３２２5 田方郡函南町 2,500円 2,500円 １８歳未満
セルフプレー、昼食別
保護者同伴

13 かんなみスプリングスカントリークラブ ０５５－９７４－１０１１ 田方郡函南町 5,400円昼食付 5,400円昼食別 １８歳未満　

14 ゴールド川奈カントリークラブ ０５５７－４５－１１５１ 伊東市 通年4,200円（昼食付） 通年6,700円（昼食別）
高校生以下、18歳以上は
プラス利用税

セルフプレー、保護者同伴、年齢確認

15 サザンクロスカントリークラブ ０５５７－４５－１２３４ 伊東市 5,000円
土・・・12,000円
日・・・10,000円

１８歳未満（年齢確認） 　

16 修善寺カントリークラブ ０５５８－７２－２２２７ 伊豆市
通年4,600円（昼食別）

メンバージュニア1,080円（昼食別）
通年6,580円（昼食別）

メンバージュニア1,080円（昼食別）
１８歳未満 保護者同伴

17 大熱海国際ゴルフクラブ(熱海コース） ０５５８ー７９ー００１１ 伊豆の国市 4,370円 4,370円 17歳以下 熱海コース限定

18 中伊豆グリーンクラブ ０５５８－８３－３２００ 伊豆市 3,000円 3,000円
高校生以下
１８歳以上は利用税プラス

保護者同伴
※夏休み特別プラン有

19 西熱海ゴルフコース ０５５７－８４－１１１１ 熱海市 3,300円 4,300円 １８歳未満
セルフプレー、保護者同伴、年齢確認できる証明書
ロッカー代（324円）、補償料（35円）は別途
2Ｂ、3Ｂの割増がかかる場合があります。

20 フジ天城ゴルフ倶楽部 ０５５８－８７－０５２３ 伊豆市 3,000円（セルフ・食事別） 5,000円（セルフ・食事別） 高校生以下 保護者同伴、学生証・年齢の確認出来るものを提示

21 富士箱根カントリークラブ ０５５－９４４－２１１１ 伊豆の国市 5,450円 5,450円 高校３年生まで １８歳以上は利用税免除対象外、保護者同伴

22 湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑 ０５５８－８５－２１００ 伊豆市 4,200円 4,200円 １８歳未満 保護者同伴

備　　　　考
特　　別　　料　　金（１ラウンド）

小・中学生　　3,000円
高校生　　　　4,500円

6,250円(昼食別）

所　在　地

ジュニアのための特別料金設定ゴルフ場一覧表

連絡先ＴＥＬゴ　ル　フ　場　名 

・料金、その他詳細は各ゴルフ場へお問い合わせください。

正会員の直系にあたる中学生以下は全日プレーフィー無料
（グループコース含む）



23 ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ ０５５８－７２－３３１１ 伊豆市 3,000円（税別） 3,000円（税別） １８歳未満

24 足柄森林カントリー倶楽部 ０５５０ー７６ー３７７１ 駿東郡小山町 6,850円（昼食付・セルフプレー） - １８歳未満 年齢の確認できるもの持参

25 篭坂ゴルフクラブ ０５５０－７５－４７００ 駿東郡小山町
7,480円（税込）

メンバー料金
10,300円（税込）

高校生以下
１8歳未満

セルフプレー、保護者同伴

26 ギャツビイゴルフクラブ ０５５０－７６－０８１４ 駿東郡小山町 5,000円 5,000円 １８歳以下 　

27 東名富士カントリークラブ ０５５０－７６－１６１１ 駿東郡小山町 4,500円 4,500円 １８歳未満
保護者同伴
年齢確認の為、健康保険証等持参

28 日動御殿場コース ０５５０－８７－１２２１ 御殿場市 4,500円 6,720円 中学生以下を対象 保護者同伴

29 東富士カントリークラブ ０５５０－７８－０１２１ 駿東郡小山町
１７歳以下を対象
年齢確認（自己申告）

30 富士小山ゴルフクラブ ０５５０ー７８－０１１１ 駿東郡小山町 メンバー料金 - 高校生まで ジュニアのみでのプレー不可。（原則保護者同伴）

31 富士カントリークラブ ０５５０－８２－１６１６ 御殿場市
満18歳未満
（健康保険証、生徒手帳）

保護者同伴(保護者はメンバー料金）

32 富士国際ゴルフ倶楽部 ０５５０－７８－１６００ 駿東郡小山町 １８歳未満 通常プレー後（薄暮）　乙女コース担ぎプレーは無料開放

33 富士平原ゴルフクラブ ０５５０－８９－２０００ 御殿場市
小学3年生～高校生
（18歳未満）

34 富士ヘルスカントリークラブ ０５５０－７６－０５５０ 駿東郡小山町 中学生以下を対象 　

35 レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 ０５５０ー８７ー１３５５ 御殿場市 3,000円（昼食別） 7,000円（昼食別） １８歳未満

36 朝霧カントリークラブ ０５４４－５２－０１３３ 富士宮市 小学生～高校生まで キャディ付は別途3,500円増、保護者同伴（保護者はゲスト料金）

37 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ ０５４４－５２－０２４６ 富士宮市 高校生まで
18歳以上は利用税免除対象外
保護者同伴

38 小田急西富士ゴルフ倶楽部 ０５４４－５４－２０００ 富士宮市
キャディ付　10,500円
　セルフデー　7,500円

－ 小学生・中学生 保護者同伴（保護者はゲスト料金）

39 G８富士カントリークラブ ０５４４－５４－１０５１ 富士宮市 １８歳未満

40 新沼津カントリークラブ ０５５－９２１－８８３１ 沼津市 セルフ7,300円 セルフ10,300円 １８歳未満 　

41 裾野カンツリー倶楽部 ０５５－９９７－３０３０ 裾野市
7,000円（消費税別）
セルフプレー・昼食別

定価より3,000円引き
（シーズンにより変動あり）

18歳未満
保護者同伴プレー
スクールゴルフプロジェクト会員証提示

42 大富士ゴルフクラブ ０５４５－２１－４１１１ 富士市 3,160円 3,160円 １８歳未満 昼食別、消費税、振興基金込

43 東名カントリークラブ ０５５－９９２－３３３１ 裾野市
セルフ6,530円（税込）

キャディ付10,850円（税込）
セルフ11,930円（税込）

キャディ付16,250円（税込）
１８歳未満

44 沼津ゴルフクラブ ０５５－９２１－０６１１ 沼津市 メンバー料金 メンバー料金 中学３年まで 保護者同伴

45 富嶽カントリークラブ ０５４４－６５－２２１１ 静岡市清水区 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下

46 富士エースゴルフ倶楽部 ０５５－９８７－６０１１ 駿東郡長泉町 １８歳未満 　

47 富士宮ゴルフクラブ ０５４４－２３－３０００ 富士宮市 メンバー料金 メンバー料金 中学３年まで

通年　5,000円（食事別）

通年セルフ　7,650円
全日キャディ付き　11,430円

グリーンフィ無料

小・中学生　　5,150円
高校生　　　　6,200円

セルフ4,150円（消費税別）

キャディ付　8,125円（昼食別）
セルフ　5,450円（昼食別）

通年3,830円（昼食別）

FCCジュニアスクール登録者　セルフ2,216円・キャディ付　6,516円（昼食別）
FCCジュニアスクール未登録者　セルフ3,216円　キャディ付7,516円（昼食別）

富士コースキャディ付　8,125円
乙女コースセルフ　5,450円



48 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 ０５４－３９４－０６１１ 静岡市清水区 セルフ3,500円（昼食付） セルフ3,500円（昼食付） １８歳未満 保護者同伴

49 三島ゴルフ倶楽部 ０５５ー９８７－１５１５ 駿東君長泉町 セルフ3,000円（税別） セルフ3,000円（税別） １８歳未満 保護者同伴

50 南富士カントリークラブ ０５４５－３６－０１００ 富士市 5,000円（昼食付） 7,000円（昼食付） １８歳未満 薄暮プレーは全日2,000円

51 リバー富士カントリークラブ ０５４５ー８５－３３７１ 富士市 メンバー料金 平日料金 １８歳未満 保護者同伴

52 いなさゴルフ倶楽部 ０５３－５４４－００８８ 浜松市北区 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下 保護者同伴、初来場の場合はキャディ付

53 掛川グリーンヒルカントリークラブ ０５３７－２６－１１５５ 掛川市 メンバー料金 メンバー料金
高校生以下
小学生…自己申告
中高生…証明書提示

セルフプレー、保護者同伴

54 葛城ゴルフ倶楽部 ０５３８ー４８－６１１１ 袋井市 メンバー料金 メンバー料金 18歳未満 ジュニアのみでのプレー不可

55 菊川カントリークラブ ０５３７－３６－１１７１ 菊川市 メンバー料金 メンバー料金 18歳未満（17歳まで）
・1Ｒプレーフィー消費税+振興基金含む
・年齢確認できるものを提示
・高校在籍中はジュニア料金但し免税不可

56 グランディ浜名湖ゴルフクラブ ０５３－４８８－０１２０ 浜松市西区 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下

57 ザ・フォレストカントリークラブ ０５３８－８５－４１４１ 周智郡森町 メンバー料金 メンバー料金
高校生以下
（学生証提示）

メンバー同伴時のみ

58 静岡カントリー島田ゴルフコース ０５４７－３８－１３１３ 島田市 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下、学生証提示 大学生の場合は学校長の許可書があれば対応

59 静岡カントリー浜岡コース ０５３７－８６－３３１１ 御前崎市 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下、学生証提示 大学生の場合は学校長の許可書があれば対応

60 静岡カントリー袋井コース ０５３８－４３－３３１1 袋井市 メンバー料金 メンバー料金 高校生以下、学生証提示 大学生の場合は学校長の許可書があれば対応

61 静岡よみうりカントリークラブ ０５３７－２６－２１１１ 掛川市 メンバー料金 メンバー料金
原則18歳未満または、
高校生まで
（18歳以上は学生証必須）

・ジュニアのみでのプレーは不可とする（原則保護者等同伴）
   状況により学校の許可が必要
・その他の割引及び優待は併用不可。

62 豊岡国際カントリークラブ ０５３９－６２－２５６１ 磐田市 メンバー料金 メンバー料金
高校生以下
学生証提示

63 浜名湖カントリークラブ ０５３－５７９－０５１１ 湖西市 メンバー料金 メンバー料金 高校生まで、学生証提示 保護者同伴

64 浜松カントリークラブ ０５３－９２５－４１４１ 浜松市天竜区 メンバー料金 メンバー料金
高校生以下
学生証提示

通年
一般の最終のお客様のスタート後。パインレークキッズ入校生に限る

セルフカート 10,000円（食事代も含む）
（ジュニア１名、保護者１名の２名の料金）

－
通年
保護者の同伴必要（カート運転の為、プレー可）
（ジュニアは小学３年生～高校３年生対象、保護者は運転免許必要）

66 藤枝ゴルフクラブ ０５４－６４１－００５５ 藤枝市 6,530円　会員料金 6,530円　会員料金 高校生以下 　

67 ホロンゴルフ倶楽部 ０５３７－３６－５６１1 菊川市 7,610円 7,610円 高校生以下 18歳の場合はプラス利用税

68 ミオス菊川カントリークラブ ０５３７－７４－３３４４ 掛川市
成人者と同伴した場合は

メンバー料金
メンバーと同伴した場合は

メンバー料金
高校生以下

69 レイク浜松カントリークラブ ０５３－５４４－０３４１ 浜松市北区 メンバー料金（昼食別） メンバー料金（昼食別） 高校生以下、学生証提示 セルフプレー可（条件あり）

65

セルフかつぎ　3,675円

磐田市０５３８－３２－７２８１浜松シーサイドゴルフクラブ


