
Event Schedule 2021
January-April 1 4

初心者限定コースデビュープラン

HGA宍戸会 宍戸ヒルズCC定期イベント オンコースレッスン

春合宿

コースラウンド会

HGA会員料金 16,740円
※会員以外の方はプラス3,300円

SHISHIDO 東

宍戸ヒルズ東コースで気軽にプレー！
お得な料金で、この機会にぜひ戦略性を要する東コースでのプレーは
いかがでしょうか！

対 象
コース

：3級～1級
：宍戸ヒルズCC東コース（セルフ）

※担当プロは予告なく変更となる場合がございます。
※料金は全て税込

イベントの詳細
お申し込みはWEBで！

※グループレッスン1回分を2,500円として最大5,000円分（グループレッスン2回分）まで

グループレッスンの料金を
イベント参加料金として
お使いいただけます。

知って
ました？

日3.7
前半はツアープロも合宿を行う静ヒルズの練習施設で実践的なレッスン、
後半は本コースでのラウンドレッスン（最大9H）、120切り、100切りや
スコアアップを目指す方にオススメ！

HGA会員料金 27,500円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き

土3.20

土3.20土3.20

SHIZU

GO
TO

GO
TO

：5級～3級
：静ヒルズCC
：大金

対 象
コース
担　当

HGA会員料金 24,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／キャディ付き

SHIZU

２０２１女子メジャー大会開催コースで気軽にラウンド！日頃の練習成果
をトーナメントコースで腕試ししましょう。静ヒルズでスコアアップできれば
間違いなく上達の証です！

：4級～1級
：静ヒルズCC

対 象
コース

GoToキャンペーン適用の場合：割引7,000円、クーポン3,000円分、最大で1万円お得

最高の練習環境の静ヒルズで楽しくゴルフ合宿！基礎の復習や天然芝からのショー
トゲーム強化、最新弾道計測器を使用し、スイング分析、クラブ選びにもGOOD。2日
目はラウンドレッスンでスピード上達を目指します。

HGA会員料金 55,000円
※会員以外の方はプラス5,500円
往復バス、練習施設利用（2日間）、宿泊、１Rプレー費（キャディ付）、食事付き（朝食：1回、昼食：2回、夕食：1回）、レッスン（2日間）

土4.24 日25
SHIZU

GO
TO

対象：4級～1級　コース：静ヒルズCC　担当：大金、谷山

GoToキャンペーン適用の場合：割引14,000円、クーポン6,000円分、最大で2万円お得

GoToキャンペーン適用の場合：割引7,000円、クーポン3,000円分、最大で1万円お得

コースデビューを丸1日サポート。チェックインから、ラウンド終了までゴル
フ場で不安に思うことを一緒に解決。初心者限定で同じレベルで進むの
で安心です。芝の上からのショットと本コースを数ホール体験！

HGA会員料金 22,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き

SHIZU

GO
TO

：初級、5級
：静ヒルズCC
：谷山

対 象
コース
担　当

GoToキャンペーン適用の場合：割引7,000円、クーポン3,000円分、最大で1万円お得

※ GOTOトラベルキャンペーンは状況により対象外となる場合がございますので、最新情報はHPにてご確認下さい。

コースデビューが近い方
初心者の方お申込み限定

（予定）



2021年9月9日（木）～12日（日） 静ヒルズCCにて開催！2021年6月3日（木）～6日（日） 宍戸ヒルズCCにて開催！

日本プロゴルフ選手権 
森ビルカップ Shishido Hills

第54回 日本女子プロゴルフ選手権大会 
コニカミノルタ杯

2021年は、宍戸ヒルズおよび静ヒルズにおいて、2つのメジャー大会が開催されます。

記念すべきこの一年、HILLS GOLFに是非ご注目ください。

ダブル
今年のヒルズはWメジャー！
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お客様の目標達成に向けて。どんな練習が必要なのかなど、
一緒にプロが考え、レッスンを行います。

コースデビューから
100切りを目指すゴルファーに
マッチするレッスン内容

ゴルフ場へのチェックイン、チェックアウト、コース上でのルールや
マナーを同行プロがサポート。初めてのゴルフ場でも安心です。

コースデビューに必要な
すべてを
プロスタッフがサポート

スコアアップに必要な傾斜の打ち方、バンカー、アプローチ。
前半は練習施設で、後半はラウンドレッスンで実践的に学びます。

ゴルフ場でのレッスンだから
傾斜の打ち方やバンカー、
アプローチなどが実践的に学べる

コースで課題を見つけその課題をスタジオでしっかり復習。
この繰り返しが上達への近道です。

ヒルズゴルフアカデミーの所属プロが
同行するから
スタジオでのレッスンがさらに深まる

オンコース・レッスン

毎月開催！ 
「オンコース・レッスン」「コースラウンド会」で上達しよう！

ラウンドは、2021年に女子メジャー大会の開催が決まった本格
コース。様々なバリエーションのホールを楽しめます。

女子メジャー大会開催
コースで
楽しくラウンドできる

女性の参加者も多く、幅広いレベルのゴルファーと楽しくラウン
ドができます。

幅広いレベルの
ゴルファーと
一緒に楽しめる

おひとりでの参加者が多いので、グループでラウンドする機会が
ない方も安心してご参加ください。

1人でも大丈夫。
気兼ねなく
ラウンドを楽しめる

コースラウンド会



Event Schedule 2021
May-August 5 8

HGAカップ

初心者限定コースデビュープラン

HGA宍戸会 宍戸ヒルズCC定期イベントジュニアコースレッスン

オンコースレッスン

オンコースレッスン

コースラウンド会

コースラウンド会

昨年末開催予定のHGAカップをスライド開催。在籍プロ全員がコースに
集結しますので、アドバイスを受けながら練習成果の腕試し！10周年にふ
さわしい豪華賞品をご用意しております。

HGA会員料金 29,800円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食／キャディフィ／レンタルクラブ有

土5.15
SHIZU

：5級～1級
：静ヒルズCC
：上遠野・五代・大谷・大金・嘉数・谷山

対 象
コース
担　当

HGA会員料金 29,800円
※会員以外の方はプラス3,300円
キャディ付き

SHISHIDO 西

宍戸ヒルズ西コースで気軽にプレー！お1人での参加が多いのもこのイベ
ントの特徴です。組み合せは、男女比や参加者のレベル、お1人参加等を
考慮の上決定しますので安心してご参加いただけます。

対 象
コース

：3級～1級
：宍戸ヒルズCC西コース

コースデビューを丸1日サポート。チェックインから、ラウンド終了までゴル
フ場で不安に思うことを一緒に解決。初心者限定で同じレベルで進むの
で安心です。芝の上からのショットと本コースを数ホール体験！

HGA会員料金 22,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き／レンタルクラブ有

日

SHIZU

：初級、5級
：静ヒルズCC
：谷山

対 象
コース
担　当

自社運営のゴルフ場で行うので安心。エチケット・マナーも学びつつ、み
んなで楽しく広大なゴルフ場で思いっきり体を動かします。上遠野先生、
五代先生と楽しくゴルフを学びましょう！

HGA会員料金 22,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き

5.23

日5.23 土5.29

日5.23

SHIZU

：HGAジュニア会員限定
：静ヒルズCC
：上遠野・五代

対 象
コース
担　当

HGA会員料金 28,670円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／キャディ付き／レンタルクラブ有
コースデビューサポート有（要事前予約）

SHIZU

２０２１女子メジャー大会開催コースで気軽にラウンド！日頃の練習成果
をトーナメントコースで腕試ししましょう。静ヒルズでスコアアップできれば
間違いなく上達の証です！

：4級～1級
：静ヒルズCC

対 象
コース

前半はツアープロも合宿を行う静ヒルズの練習施設で実践的なレッスン、
後半は本コースでのラウンドレッスン（最大9H）、コースデビュー、120

切り、100切りやスコアアップを目指す方にオススメ！

HGA会員料金 27,500円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き

日5.23
SHIZU

：5級～3級
：静ヒルズCC
：大金

対 象
コース
担　当

前半はツアープロも合宿を行う静ヒルズの練習施設で実践的なレッスン、
後半は本コースでのラウンドレッスン（最大9H）、コースデビュー、120

切り、100切りやスコアアップを目指す方にオススメ！

HGA会員料金 27,500円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き／レンタルクラブ有

土6.26 土6.26
SHIZU

：5級～3級
：静ヒルズCC
：大金

対 象
コース
担　当

HGA会員料金 28,670円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／キャディ付き／レンタルクラブ有
コースデビューサポート有（要事前予約）

SHIZU

２０２１女子メジャー大会開催コースで気軽にラウンド！日頃の練習成果
をトーナメントコースで腕試ししましょう。静ヒルズでスコアアップできれば
間違いなく上達の証です！

：4級～1級
：静ヒルズCC

対 象
コース

コースデビューが近い方
初心者の方お申込み限定

※ レンタルクラブは要事前予約となります。



2021年は、宍戸ヒルズおよび静ヒルズにおいて、2つのメジャー大会が開催されます。
記念すべきこの一年、HILLS GOLFに是非ご注目ください。

ダブル
今年のヒルズはWメジャー！

Event Schedule 2021
May-August 5 8

夏合宿

初心者限定コースデビュープラン

初心者限定コースデビュープラン

オンコースレッスン コースラウンド会

HGA宍戸会 宍戸ヒルズCC定期イベント

※担当プロは予告なく変更となる場合がございます。
※料金は全て税込

イベントの詳細
お申し込みはWEBで！

※グループレッスン1回分を2,500円として最大5,000円分（グループレッスン2回分）まで

毎月開催！ 「オンコース・レッスン」「コースラウンド会」で上達しよう！

グループレッスンの料金を
イベント参加料金として
お使いいただけます。

知って
ました？

最高の練習環境の静ヒルズで楽しくゴルフ合宿！基礎の復習や天然芝か
らのショートゲーム強化、最新弾道計測器を使用し、スイング分析、クラブ
選びにもGOOD。2日目はラウンドレッスンでスピード上達を目指します。

HGA会員料金 56,000円
※会員以外の方はプラス5,500円
往復バス、練習施設利用（2日間）、宿泊、
１Rプレー費（キャディ付）、食事付き（朝食：1回、昼食：2回、
夕食：1回）、レッスン（2日間）

土8.28 日29
SHIZU

対象：5級～1級　コース：静ヒルズCC
担当：大金、谷山

HGA会員料金 15,600円
※会員以外の方はプラス3,300円

SHISHIDO 東

宍戸ヒルズ東コースで気軽にプレー！お1人での参加が多いのもこのイベ
ントの特徴です。組み合せは、男女比や参加者のレベル、お1人参加等を
考慮の上決定しますので安心してご参加いただけます。

対 象
コース

：3級～1級
：宍戸ヒルズCC東コース（セルフ）

日7.11

HGA会員料金 27,670円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／キャディ付き／レンタルクラブ有
コースデビューサポート有（要事前予約）

SHIZU

２０２１女子メジャー大会開催コースで気軽にラウンド！日頃の練習成果
をトーナメントコースで腕試ししましょう。静ヒルズでスコアアップできれば
間違いなく上達の証です！

：4級～1級
：静ヒルズCC

対 象
コース

前半はツアープロも合宿を行う静ヒルズの練習施設で実践的なレッスン、
後半は本コースでのラウンドレッスン（最大9H）、コースデビュー、120

切り、100切りやスコアアップを目指す方にオススメ！

HGA会員料金 27,500円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き／レンタルクラブ有

土7.17

土7.17

土7.17

土6.26

SHIZU

：5級～3級
：静ヒルズCC
：大金

対 象
コース
担　当

コースデビューを丸1日サポート。チェックインから、ラウンド終了までゴル
フ場で不安に思うことを一緒に解決。初心者限定で同じレベルで進むの
で安心です。芝の上からのショットと本コースを数ホール体験！

HGA会員料金 22,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き／レンタルクラブ有

SHIZU

：初級、5級
：静ヒルズCC
：谷山

対 象
コース
担　当

コースデビューが近い方
初心者の方お申込み限定

コースデビューを丸1日サポート。チェックインから、ラウンド終了までゴル
フ場で不安に思うことを一緒に解決。初心者限定で同じレベルで進むの
で安心です。芝の上からのショットと本コースを数ホール体験！

HGA会員料金 22,000円
※会員以外の方はプラス3,300円
往復バス／昼食付き／レンタルクラブ有

SHIZU

：初級、5級
：静ヒルズCC
：谷山

対 象
コース
担　当

コースデビューが近い方
初心者の方お申込み限定

※ レンタルクラブは要事前予約となります。

（予定）
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