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G R AND O P E N

Renewa l & R eno vati o n
＜コース改修＞
2022年、金乃台カントリークラブは「若返り」をテーマにリノベーション
いたします。設計は名匠井上誠一氏の最後の弟子であるコース設計家の
嶋村唯史先生です。
現状のホールデザインを見直し、より現代のプレーにマッチしたコース
レイアウトへと再構築されます。
また、ナビ付き乗用ゴルフカートを導入、より快適なプレーを可能にいた
します。クラブハウスは、1Fを中心に、基調となる石貼と木質を生かし、新
しい空間へと変貌を遂げます。

コース改修にあたって

嶋村唯史

当カントリークラブは、開場（1964年）から57年を迎えます。
時の経過は歴史と風格を感じさせ、落ち着いたハウスと緩やかな丘陵林
間コースからメンバーそれぞれの思い入れが心地よく伝わってきます。
今回の計画はリノベーションを中心としたコース改修工事になります

No.18完成予想図

＜クラブハウス改修＞

コース改修に合わせ、クラブハウスの一部をリノベーションします。
1Fを中心とした改修工事は、エントランス、フロント周辺、ショップ、ロッ
カールーム、トイレが工事範囲となります。
エントランスとフロントは、石調と木質で調和を図り、新しいクラブハウ
スの「顔」として変貌。ショップは、楽しくショッピングをしていただける
ようエリアを拡張します。ロッカールームとトイレは、明るく清潔感のあ
る空間へリノベーションいたします。

が、実際にはリストレーションの要素も取り入れたリデザイン（再構築）
を考えています。ゴルフ場改修のテーマは「若返り」です。
コース改修は基本的にリストレーション（復元）
・リノベーション（改修）
・
リビルディング（改造）の 3 つの考え方と手法に分けることができます。
今回特にリストレーション（Restoration）の項目を取り入れたのには理由

があります。改修の条件には、現状ルーティング及びグリーン形状の維持
が含まれており、それらの復元（ブラッシュアップ）作業に合わせ、新たな
ディテールデザイン（バンカー等）との調和を図る必要があるためです。
リストレーションという言葉には「若返り」の意味もありコース改修が続

エントランス完成予想図

男子トイレ完成予想図

フロント完成予想図

男子ロッカー完成予想図

く限りの永遠のテーマでもあります。現状ホールデザイン（グリーンへの
攻略ルート）の検証を行います。
具体的にはティー、I.P.（INTER SECTION POINT）、グリーンの相関性を
確認することと、新たなプラン導入のためのホール骨格の構成見直しで
す。まずI.P
（250 ヤードと位置）の確定・共通化を図ります。I.P.とは多くの
ゴルファーの第一打の想定落下地点という前提は変わりませんが重要な
のはコース全体のスケールを決める設計基準点でもあることです。次に
このI.P.を中心としたすべてのハザードの見直しを考えます。距離バラン
ス、バンカー配置、グリーン（花道）との整合性を含めた全ての見直しを行
います。
これらの作業は結果的にコース全体に流れ（ストーリー）を生み出すこと
になり、同時にコ ース全体の特徴になっていきます。
難易度は基本的に現状を維持すべく考えていますがプレーの対応スキルは
変わってきます。
例えばアプローチショットの多様性などです。
ティーはそれぞれの役割（Back・Regular・Gold・Red）を明確にして、位置
変更も含めそれぞれにビュー変化を持たせ、全体的な画一性を図ります。
現状 2 グリーンにはそれぞれに独立性を持たせます。具体的にはハザー
ドによるグリーンのセパレート化、フェアウエイルートからのシングル
グリーンの視覚化です。あわせてエプロン（花道）を含めたコンプレック
スのデザイン修復・修景を行います。
ゴルフコースのイメージチェンジ（若返り）を図る事でさらなるコースの
グレードアップを目指します。

＜ナビ付電磁誘導式乗用カート導入＞
乗用ゴルフカートの導入により、さらに快適なプレーをお楽しみいただ
けます。雨避けや日避けにもなり、カートバッグやドリンクの持ち込みも
し易くなります。全車にGPSナビゲーションシステムを搭載し、グリーン
までの距離や前方の組との間隔を確認できるため、より快適かつ安全に
プレーを愉しむことが可能です。

2022.03.01

Pre
OPEN!

2022年4月のグランドオープンを前に一足お
先に、プレオープンでお楽しみいただけます！
一新されたコースとクラブハウス、乗用カート
など、本物のクオリティを実感してください。

Pr e OPEN!

Event Information
Pro-Shop Renewal

Pre Open Lottery
プレオープン抽選会

Special Present
2022年3月1日、プロショップが「DUNLOPショップ」としてリ
ニューアルオープンいたします！
リニューアルオープンを記念して、期間中に1万円以上お買い上

プレオープン期間中＜2022年3月1日（火）〜3月31日（木）＞の
平日は、ロッカー番号で抽選する「プレオープン抽選会」を実施
いたします。お昼に抽選結果を発表。ご当選の方には精算時に賞
品をお渡しいたします。
賞品は 金乃台カントリークラブのプレー券 や 昼食券 など、
次回以降のご来場でご利用いただける賞品を多数ご用意してお
ります！

げの方に、次回のお買い物でご利用いただける10％Offチケット
をプレゼント！
この機会に是非ご利用ください。

実施期間：2022年3月1日（火）〜3月31日（木）
対象者：ご来場者全員
特典：4月から使える10％OFFチケットプレゼント*
*税抜1万円以上のお買い上げが対象

実施期間：2022年3月1日（火）〜3月31日（木）の平日
対象者：ご来場者全員
抽選方法：当日のロッカー番号にて抽選いたします

プレオープン記念

Open Competition
プレオープンを記念し、どなたでもご参加いただけるオープン
コンペをご用意しました。

プレオープン記念 / 太平洋クラブ会員様限定

地元の特産品やゴルフギアなど、豪華賞品を多数ご用意して

Special Plan

皆様のご参加をお待ちしております！

太平洋クラブとして初の単独運営コースとして新たなスタート

3/15［tue.］
金乃台カップ

太平洋会員 ランチ付 ＜平日＞
ゲスト ランチ付

＜平日＞

3/19［sat.］

3/24［tue.］

パター
争奪戦

年度末
感謝コンペ

15,000 円
16,900 円

＜土日祝＞
＜土日祝＞

19,500 円
22,050 円

※ 1R キャディ付プレーフィ、昼食、エントリーフィ、消費税が含まれております。

を切り、コース改修・クラブハウス改修によって生まれ変わった
金乃台カントリークラブ。
いよいよその全貌が明らかとなります。コースの戦略性、クラブ
ハウスの利便性など、その目でお確かめください。
都心から抜群のアクセスも魅力です。
太平洋会員

＜平日＞

ゲスト

＜平日＞

11,070 円
14,000 円

＜土日祝＞
＜土日祝＞

15,000 円
18,900 円

※ 1R キャディ付プレー（徒歩プレー）、利用税、消費税が含まれております。

2022.04.01

G ran d
OPE N!

2022 年 4 月 1 日、コース改修・クラブハウス改
修を経て、いよいよグランドオープン！
乗用ゴルフカートも導入。より快適なプレーを
お楽しみください。

G ran d OPEN ｜ロングランコンペ

Gr and OPEN!

Event Information

グランドオープンを記念して、ロングランコンペを開催いたします。

フルーツギフト、さらには金乃台カントリークラブのプレー券やお

優勝〜10位、以降10飛賞、
BB賞、BM賞。

食事券など、豪華な賞品を多数ご用意しております。

賞品には、茨城を代表するブランド和牛「常陸牛」をはじめ、海の幸や

皆様のご参加をお待ちしております。

実施期間：2022年4月1日（金）〜5月8日（日）
対象者：ご来場者全員
参加費：初回のみ1,100円（税込）※期間中は何度でも参加可能

ワンパットチャレンジ

18番ホールチャレンジ

来場者全員対象のお楽しみイベント「ワンパットチャレンジ」！
練習グリーンにイベントブースを設営。
約4メートルの距離から、3球ずつパットしカップインした数に

生まれ変わった18番ホールを攻略しよう！
パー以内でホールアウトできたらプレゼントを進呈します。

応じて賞品を進呈いたします！参加費無料でどなたでもご参加
いただけます。

実施期間：2022年4月1日（金）〜4月8日（金）
参加費：無料（どなたでも参加可能）

パー でホールアウト：ドリンク券
バーディ でホールアウト：お食事券
※キャディがチャレンジを認定いたします。
※お食事券・ドリンク券は次回ご来場時にご利用いただけます。
（当日は不可）

実施期間：2022年4月1日（金）〜4月30日（土）

参加費：無料（どなたでも参加可能）

2022.04.01

G ran d
OPE N!

2022 年 4 月 1 日、コース改修・クラブハウス改
修を経て、いよいよグランドオープン！
乗用ゴルフカートも導入。より快適なプレーを
お楽しみください。

Gr and OPEN!

Event Information

グランドオープンスペシャル Ladies Day

太平洋クラブ会員様限定

毎回好評のレディースデー。グランドオープンを記念して、いつ
ものレディースデーをさらにスペシャルに演出！
当日ご来場の女性ゴルファー全員に、地元牛久市の名店「天使の
おやつ」の焼菓子セットをプレゼントいたします。

すべての改修が完了し、いよいよグランドオープン！

実施日：2022年4月15日（金）
太平洋会員 / ゲスト ランチ付

16,300 円

※上記料金には、1R キャディ付プレーフィ、ランチ、消費税が含まれております。

ご優待料金
井上誠一氏の最後の弟子として知られる嶋村唯史氏によるコー
ス改修に加え、クラブハウスリニューアル、さらには、電動乗用
カート（キャディ付プレー）も導入し、快適なプレーをお約束い
たします。
都心から抜群のアクセスと太平洋クラブの系譜を継ぐ、金乃台
カントリークラブ。
そのクオリティをぜひご体感ください。
太平洋会員

＜平日＞

ゲスト

＜平日＞

15,300 円
17,550 円

＜土日祝＞
＜土日祝＞

18,800 円
24,350 円

※ 1R キャディ付プレー（乗用カートプレー）、利用税、消費税が含まれております。

グランドオープン記念カップ
グランドオープンにあわせて、プロショップもリニューアル！
「DUNLOP SHOP」として生まれ変わります。松山英樹選手を筆頭
に多くのツアープレーヤーに支持され続けるMade in Japan製品。

実施日：2022年4月7日（木）
・5月10日（火）
・6月8日（水）
特典：各月の上位入賞者・飛賞該当者が進出
決勝大会：2022年9月29日（木）

あのマスターズ優勝を支えたギア SRIXON をはじめ、シニアゴル
ファーから最も支持されている XXIO など、DUNLOPの最新ゴル
フギアを常にラインナップしています。

決勝優勝者にはダンロップの ドライバーからサンドウェッジ
までお好みのスペックでプレゼント！
太平洋会員 / ゲスト ランチ付

18,900 円

※ 1R キャディ付プレーフィ、昼食、エントリーフィ、消費税が含まれております。

2022

Golden
Week

2022 年 4 月 1 日、コース改修・クラブハウス改
修を経て、いよいよグランドオープン！
乗用ゴルフカートも導入。より快適なプレーを
お楽しみください。

4/30

土

ダンロップカップ
ゼクシオドリームカップ

XXIO製品を中心に、豪華賞品を多数ご用意。GWは金乃台カント
リークラブで腕試し！
お一人様からどなたでもご参加いただけるオープンコンペで、
前半9Hの集計なので待たずに帰れます。
太平洋会員 ランチ付

22,650 円

ゲスト ランチ付

24,350 円

Gold en Week

Event Information
5/3

パター争奪戦

火

S.キャメロンを手に入れろ！

多くのプロゴルファーに愛用される、スコッティ・キャメロンな
ど憧れのパターを手に入れるチャンス！
優勝以外にも複数のパターをご用意して、皆様のご参加をお待
ちしております。
太平洋会員 ランチ付

22,650 円

ゲスト ランチ付

24,350 円

※ 1R キャディ付プレーフィ、昼食、エントリーフィ、消費税が含まれております。

※ 1R キャディ付プレーフィ、昼食、エントリーフィ、消費税が含まれております。

5/4

5/7
5/8

水

グリップ交換会
詳細はHPで公開

プレーヤーとクラブを繋ぐ唯一の接点。グリップが劣化し
ては良いプレーはできません。
プレー前に、ランチタイムに、プレー後に。
お待たせせずに交換可能です。この機会に
グリップを一新してみてはいかがでしょうか。
最新モデルもご用意いたします！

グリップメーカー：決定次第HPにてお知らせいたします

Open Competition ハッピーフライデー
毎月最終金曜日は「ハッピーフライデー ハーフコンペ」を開催。
スタート時間、スタートコースを問わず、どなたでもご参加いた
だけます！参加費550円でペットボトルも付きます！
当日朝のご参加もOK。
前半9Hのハーフ集計で成績発表を待たずにお帰りいただけます。

開催日：2022年4月22日
（金）
・5月27日
（金）
・6月24日
（金）
参加費：550円（税込）※ペットドリンク付
競技方法：前半9H（新ペリア方式）

土

GWサンクスデー

日

お得なゲスト料金をご用意

GW の打ち納めを金乃台カントリー

クラブで。お得なゲスト料金を設定
いたしました。
気の合うゴルフ仲間と、楽しい一日
をお過ごしください。
ランチも付いた特別料金です。
太平洋会員 ランチ付

19,500 円

ゲスト ランチ付

22,050 円

※上記料金には、1R キャディ付プレーフィ、ランチ、消費税が含まれております。

Open Competition オープンコンペ
どなたでもご参加いただけるオープンコンペ！
お気軽にご参加ください。

4月19日（火）/ 5月17日（火）/ 6月14日（火）
：金乃台カップ
5月26日（木）
：茨城肉カップ
6月23日（木）
：フルーツカップ＜メロンカップ＞
太平洋会員 / ゲスト ランチ付

18,900 円

※ 1R キャディ付プレーフィ、昼食、エントリーフィ、消費税が含まれております。

競技方法：前半9H（新ペリア方式）

