
APPROACH
随時
申込受付中
まずは体験から。
ワンレッスンチケットも
好評発売中。

ゴルフ初心者も上級者も集合。
25年を超える実績を持つ
伝統あるゴルフスクールで
プロのレッスンを
受けてみませんか？

一緒に振り抜こう
一緒に上達しよう

Specia
l les

son

理想のゴルフに近づく、理想の自分に近づく。



グループレッスンだから、
お互いから学び合える。
それが上達のポイント。

日本プロゴルフ協会認定トーナメント
プレイヤーおよびティーチングプロ。
トーナメントでの経験・知識をレッスン
に反映。当スクールのカリスマ的存在。

日本プロゴルフ協会認定ティーチング
プロ。アメリカミニツアーにてゴルフ
武者修行。帰国後、ティーチングプロへ。
当スクールで最もレッスン経験豊富な
プロです。

日本プロゴルフ協会認定ティーチング
プロ。ジュニア指導員資格、United 
States Golf Associationレッスンプロ、
アズメディア公認インストラクター。アメ
リカでのレッスン経験も。ゴルフスクール
『ながみ塾』を立ち上げ大人から子供まで
幅広くレッスン。特別レッスンを担当。

近場にこんなに
広い練習場、
使わないなんて
もったいない。

レッスン経験豊富なプロが
一人ひとりのレベルを見極め指導。

会場は世田谷区内屈指の広さを誇るゴルフ練習場。しかも

無料駐車場完備。東名高速東京インターチェンジより車で

5分という通いやすい立地です。134ヤード・54打席。

豪快に思う存分スイングしてください。

お客様のご都合に合わせて、タイムスケジュールから

お好きな曜日・時間帯を選んでレッスンを受けていた

だけます。無理なく続けることが上達への近道。

クラスレッスンになりますので、自然とゴルフ仲間が

できます。

初心者から上級者まで、各々のレベルに合った指導を行っています。

どなたでも安心してご参加いただけます。

当スクールのレッスンをご受講されている方は、

随時開催されるラウンドレッスンやゴルフコンペ、

シーズンオフ開催の

“トーナメントプロと行くトーナメントコース”

といったスクール企画へご参加いただけます。

火  木  日 担当 水  金  土 担当 特別レッスン担当

Professional

F lexible

アップ・ゴルフスクール井山校
レッスン担当プロ ３名

堀田大介プ
ロ

横田信敬プ
ロ 永海雅章プ

ロ

Special
lessons

＜受講上の注意＞
■開講中、スクール運営に支障をきたす行為がある場合、受講をお断りすることがございます。
■レッスン中は事故防止の為、担当プロの指示に従ってください。
■レッスン中の怪我やご気分が悪くなった場合、速やかに担当プロへお申し出ください。
■レッスン中の個々の不注意による怪我や病気についての責任は負いかねます。
■定期レッスン受講の場合、当月期間内で振替が可能です。レッスン開始前までに欠席の

ご連絡をいただいた場合、他のクラスへ振替をいたします。その際、振替をご希望されるクラスが定員
に達している場合はお断りすることがございます。なお、振替のご連絡は、使用打席の都合がありま
すので、前日までにお願いいたします。※平日クラスの方の振替レッスンは平日クラスのみとなります｡
■荒天などレッスンが実施できない場合は特別振替となります。ご参加前までにコミュニティ
クラブたまがわへお問い合せください。

受講者
特典

空き時間を
優雅に使って、
ムリなく受講、
ムリなく上達。

個人のレベルに合わせた指導を受けるかたわら、

初心者は上級者を見て学び、

上級者は初心者への指導から基礎を振り返る。

そんな時間があなたを

ワンランク上のゴルファーへと導きます。

グループレッスンだから、
お互いから学び合える。
それが上達のポイント。

Wide
and

accessible



ジュニアクラスも開講!

お申し込みについて

コミュニティクラブたまがわのご案内

受付時間

入 会 案 内 お申し込み受付中

※表示価格は、消費税を含む総額にて表示しております。※掲載の写真は一部イメージです。

Facebookホームページ Twitter 一流の講師陣による、一生ものの講座多数。
サークルの様子やイベント情報を発信しています！

https://www.facebook.com/cctamagawa/

https://twitter.com/cctamagawa

Facebook

http://www.cctamagawa.co.jp/ホームページ

Twitter

アップ・ゴルフスクール 井山校
経験豊かなプロが
充実したレッスンをご提供!
日本プロゴルフ協会認定ティーチングプロ

堀田 大介プロ・横田 信敬プロ・
永海 雅章プロ

※月曜日は休校日となります。
※レッスン開講日までにお申し込みのないクラスにつきましては、休講とさせていただきます。

※当スクールのレッスンに1回ご参加いただけます。

3,240円（打席料・ボール代含む）ワンレッスンチケット販売中新規のお客様対象

タイムテーブル ご都合のよいクラス（曜日・時間）をお選びください。 料 金

会 場

1期8回分のレッスン料です。

3,240円 （初回時のみ）

2,160円 （1期／打席料・ボール代含む）

［平日クラス］29,160円
［土・日クラス］30,240円

入会手数料

受 講 料

施設使用料

-

10:30 ～ 12:00

13:00 ～ 14:30

14:45 ～ 16:15

-

18:45 ～ 20:0519:00 ～ 20:20

20:15 ～ 21:35-

8:45 ～ 10:15

10:30 ～ 12:00

13:00 ～ 14:30

14:45 ～ 16:15

16:30 ～ 18:00

18:30 ～ 19:50

-

A

B

C

D

E

F

G

１月期・３月期・５月期・７月期・９月期・１１月期１月期 ・ ３月期 ５月期 ・ ７月期 ・ ９月期 ・ １１月期

プロのレッスンで

よりよいスイングを!

途中入会でも安心

平日クラス〔火・水・木・金〕 土・日クラス 〔土・日〕

お申し込みは､玉川髙島屋Ｓ・Ｃ東館４Ｆ コミュニティ
クラブたまがわにて承ります。
（井山ゴルフ練習場での、お申し込み・ご入金のお手続きはお受けいたしかねます。）

■受講のお申し込みにあたっては入会手数料（初回時のみ）・受講料・
施設使用料をお支払いください。
■ご継続の方は、受講料・施設使用料のみでご受講いただけます。ご
継続受講料のご入金は、原則としてレッスン開始日１週間前までに
コミュニティクラブたまがわにてお支払いいただくか、銀行振込にてお願い
いたします。

入会手数料、受講料、施設使用料につきましては、原則としてお返しいたしません。
但し、止むを得ないご事情（長期にわたる入院等）に限り、ご返金させていただくことが
ございます。ご返金の際、別途取消手数料、銀行振込手数料をいただきます。
１．レッスン開始日前日まで…全額
　 ７日前まで…取消手数料 1,080円　銀行振込手数料 648円
　 ６日前～前日…取消手数料 2,160円　銀行振込手数料 648円
２．レッスン開始日以降の取消はいかなる場合においてもご返金いたしません。

振込先：三菱ＵＦＪ銀行 二子玉川支店 普通 ３５７４３９６  
＜口座名義＞たまがわ生活文化研究所株式会社

途中入会される方は、ご自身のご登録クラスと他クラスへのお振替えにて、
期間内に全８回分のレッスンをご受講いただけます。

思い立ったら

はじめどき

受講生
募集 !

TEL：03（3708）6125   
FAX：03（3700）4338

月曜～土曜 10:00～20:00
日曜・祝日 10:00～17:00

東京都世田谷区玉川3-17-1-V-2
玉川髙島屋S・C東館4F
コミュニティクラブたまがわ

【管理・運営】
たまがわ生活文化
研究所株式会社

全国民間カルチャー
事業協議会加盟

二子玉川駅から徒歩約3分

コヤマドライビング
スクール成城

静嘉堂文庫

砧公園
大蔵

運動公園

世田谷美術館

マクドナルド

首都高速3号渋谷線
東京

用賀

井山ゴルフ練習場

無料駐車場完備東京都世田谷区大蔵6-7-21 井山ゴルフ練習場
TEL：03（3417）1157  FAX：03（3417）7115

東名高速東京ICより車で5分
二子玉川駅より車で10分

小学生の男児・女児対象

1ヶ月間4回分のレッスン料･
打席料･ボール代です。

受講料 10,800円料金

永海雅章プロ担当

① 15：00～16：00 
② 16：00～17：00

水曜日時間

※年末年始・お盆の時期、４月２９日は休業日となり
ます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。


