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春のゴルフシーズン到来とともに

カートナビシステムを続々導入
～コース導入率97%、 記念キャンペーン実施コースも～

2020年 3月 23日

各 位

ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社

ネクス ト・ゴルフ・マネジメン ト株式会社 (本社 :東京都品川区、代表取締役社長 C00:望月

智洋、以下「NX」 )は、運営するゴルフ場において、2020年 3月 から4月 にかけて 5カ 所のゴル

フ場でカー トナビゲーションシステムを導入しますのでお知らせ します.
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今回導入するカー トナビゲーションシステム (以 下、「カー トナビ」)は、テクノクラフ ト社製

のマーシャルナビシリーズで、NXが運営する千葉県、栃木県、愛知県、島根県にある下記ゴルフ

場 5カ所にて、保有する乗用カー ト全台に搭載します。これよりNXの ゴルフ場 38カ 所にてカ

ー トナビを導入することになり、導入するコース数の割合は全体の 97%※ 1と なります。

導入ゴルフ場名 所在地 導入 日※2

東千葉カン トリークラブ 千葉県東金市 3月 14日 (土 )

デ ィア レイク・カン トリーー倶楽部 栃木県鹿沼市 3月 28日 (上 )

アゼリアヒルズカントリークラブ 栃木県栃本市 4月 1日 (水 )

稲武 カン トリークラブ 愛知県豊田市 4月 24日  (金 )

浜田ゴルフリンクス 島根県浜 田市 4月 29日 (フk)

※1:NXの 全 39ゴルフ場の うち 38カ所で導入します。未導入の 1カ所は全組キャディ付のゴルフ場となります。

※2:導入済みの東千葉 CC以外、導入 Hについては予定日となり、社合により変更となる場合があります。
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また、ディアレイク・カントリー倶楽部 (「ディアレイク・CC」 )と アゼリアヒルズカン トリー

クラブ (「 アゼ リアヒルズ CC」 )では、今回の導入を記念したキャンペーンを実施 します。

ディアレイク・CCでは、3月 28日 (土)よ り6月 28日 (日 )ま での間、午前 7時台のスタ

ー ト限定で午前中のハーフラウン ドを 2時間 10分以内でプレーいただいた組の方全員に、当日

ご利用いただける特典を差 し上げます。さらにアゼリアヒルズ CCでは、4月 1日 (水)よ り5月

31日 (日 )ま での間、専用用紙にスコアを記入のうえ提出すればどなたでもエン トリーできる参

加費無料のロングランコンペを実施 します。優勝賞品「全 国ブレー無料券」(1組 4名 様分)の他、

順位賞や多数の飛び賞をご用意していますc

春の本格的なゴルフシーズンを迎え、この機会にぜひ NXの ゴルフ場にご来場 ください。

※キャンペーンの詳細につきましては各ゴルフ場までお問い合わせ ください。

※なお、本 日現在、NXの ゴルフ場・ゴルフ練習場につきましては、感染症対策を実施のうえ全施設で営業 して

お ります。対策については当社 WEBサ イ ト (ュ如s://Ш受墜笙菫理幽塾塾型堅型曇型)を ご参照ください。

以 上

<リ リースに関するお問い合わせ先>

広報担当 :古田 (コ ダ)

TEL:03-6866‐ 3232

■導入するカー トナビの概要

今回導入するカー トナ ビは、テクノクラフ ト社製のタ

ブレッ ト型「マーシャルアイ」を導入 します※3。 コースレ

イアウ トが見やすい縦型画面、スマー トフォン同様のタ

ッチパネル式が採用 されてお り、コース上の任意の位置

をタッチするとグリーンまでの距離を表示する 「距離測

定機能」や、ナ ビで入力 したスコアデータをコンペ内で

共有 して リアルタイムに順位が変化する 「リーダーズボ

ー ド機能」を搭載 しています。また、新機能 として表示 さ

れているスコアをブレーヤーご自身のスマー トフォンに

転送・連携できるようにな りました。さらに、ゴルフア~

の皆 さまが安心 。安全にラウン ドできるよう、前方のカ

― 卜位置や緊急時にゴルフ場からの連絡を表示する機能は引き続き搭載 されています。

※3:浜 田ゴルフリンクスは異なるタイプのカー トナビを導入します。横型、ボタン式 (非 タッチパネル式)で、任意の位置か

らではなくカー トの位置からビンまでの距離が測定できるタイプとなります。その他 リーダーズボー ド機能やカー ト位

置、緊急時表示などの安心・安全の機能は搭載 しています。
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■各ゴルフ場のキャンペーン概要

<デ ィアレイク・CC>h⊥tpS:〃WWWtteXtgol」 ptteel壁止」

内  容 :制 限時間内にブレーされた組の方全員に特典をブレゼン ト

対象期間 :2020年 3月 28日 (土)～ 2020年 6月 28日 (日 )

対 象 者 :上記対象期間中、午前 7時台にスター トし、かつカー トナビによる計測でモーニン

グハーフを 2時間 10分以内にブレーされた組の方

※4バ ッグ限定の対象プランを公式 WEBサ イ ト「NEXT GOLF WEB」 にてお中し

込みいただく必要があります。

特  典 :土 日祝プレーの方/グ リーンフィ 2,000円割引

平ロブレーの方/①昼食時 1ド リンクサービス (ア ルコール含む)ま たは②昼食時

課金無料のいずれかを選択

※特典は当日のみご利用いただけます。
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導入記念 ロングランコンペ

2020年 4月 1日 (水 )

⌒ψ2020年 5月 31日 (日 )

上記集計期間中、下記参加方法にて参加

された方全員

専用記入用紙に氏名、年齢、生年月 日、

プ レー 日、スコア等を漏れなく記入い

ただき、専用の提出 BOXに提出 して下

さい。

新ペ リア方式、ダブルパーカ ッ ト、ハン

ディキャップ上限 36

2020年 6月 中旬を予定 しています。当

選 した賞品は、ご郵送またはゴルフ場

にてお渡 しします。

優勝賞品の 「全 国ブ レー無料券 1組 4

名様分」をはじめ、10位までの順位賞、

10位以下 10飛びの飛び賞 としてゴル

フ用品やアゼリアヒルズ CCプ レー券など、多数の賞品をご用意してお りますc

※キャンペーン内容は変更 となる場合がございます。あらか じめご了承 ください。

※詳 しくは各 ゴルフ場にお問い合わせ ください。

デ ィアレイク・CC//TEL i 0289-64-7181、 アゼ リアヒルズ CC′/TEL:0282-30-1300

※ 11記以外のゴルフ場でも実施する場合は、各ゴルフ場の WEBサ イ トでお知 らせ します。

内  容

集計期間

対 象 者

参加方法

集計方法

結果発表

賞  品

轟

仁雉驚アゼリアヒルズカントリークラブ



NEXT GOLF MANAGEMENT

Press release

◆当社ブランドについて

NEXT COLF MANAGEMENT
|

ややⅢⅢ`1lⅢI摯1摯|■・|||やIⅢⅢⅢllll‐ 1摯■|‐11Ⅲ摯■■ヽ
～

1111Ⅲ I■ |1摯■11'III■ 鷲ヽ 111■ 1■奮||■ ||||■:■ ‐ヽ
`||,|ヽ、|■|■摯||||■■11■警1摯‐■■,.■ |,|■ |'|

「次の」「隣の」などさまざまな意味を持つ“NEXT"。 私たち 「NEXT GOLF MANAGEMENT」 の

“NEXT"に は、ゴル フによってお客 さまの幸せを実現す るために大切に したい思いを込めています。

～次 も今度 も何度でも“NEXT''訪れた くなるゴルフ場 。練習場であ りたい

～次の“NEXT"ホ ールはどんなホールだろ う、次は“NEXT"誰 を誘 ってラウン ドしようか

～お客 さまの隣に“NEXT"い つ も寄 り添い、心地よい最高のサー ビスを提供 し続 けたい

～ゴル フが次の“NEXT"世代へ永く受け継がれること、ゴルフで世代を超えた絆を作 りたい

～事業の枠組みにとらわれず、常に先に“NEXT''進 み続ける企業であ り続けたい

私たちは「次代を創 る」すなわち「豊かな未来を創 る」をミッションとして、ゴル フを通 じて人 と人

を繋ぎ、その絆を深め、次代につながる新 しい価値をお客 さまとともに創 ることを目指 しています。

◆運営施設一覧 (ゴ ルフ場 39カ 所、ゴルフ練習場 2カ 所)

ゴルフ場一覧

申国エリア
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